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区 紹介医師名 URL 紹介医療機関 住所 ＴＥＬ

早良区 佐々木　淑 WEB 医療法人　佐々木レディースクリニック 福岡市早良区室見2-3-19 092-832-2285

早良区 荻本　裕子 すこやかクリニック 福岡市早良区百道1-25-10 092-846-1722

早良区 髙宮　紘士 医療法人　髙宮外科胃腸科医院 福岡市早良区田村5-2-1 092-863-2211

早良区 松口　信行 WEB 医療法人　松口整形外科クリニック 福岡市早良区西新4-9-35 092-844-1881

早良区 北口　安芳 医療法人　北口内科消化器科医院 福岡市早良区田隈2-34-18 092-864-5511

早良区 北島　和彦 WEB 北島内科医院 福岡市早良区原1-6-5 092-851-7030

早良区 中村　太一 ＲＫＢ毎日放送診療所 福岡市早良区百道浜2-3-8 092-852-6639

早良区 平野　基 WEB 医療法人　平野内科消化器科医院 福岡市早良区曙2-1-7 092-831-3331

早良区 中川　元典 WEB さわらぐち胃腸肛門科クリニック 福岡市早良区藤崎1-24-19　藤崎ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ5階 092-833-8150

早良区 竹内　肇 WEB 竹内産婦人科クリニック 福岡市早良区野芥7-1-30 092-864-8080

早良区 松口　博之 WEB 医療法人　MALC　松口レディースクリニック 福岡市早良区干隈3-14-1 092-861-5109

早良区 楢林　英樹 医療法人　なら林内科・循環器科医院 福岡市早良区小田部1-13-7 092-841-5888

早良区 宮原　桂子 WEB ＫＭペインクリニック 福岡市早良区百道浜4-1-4-Ａ101 092-833-5354

早良区 加来　数馬 加来内科・消化器科医院 福岡市早良区小田部4-19-5 092-841-3811

早良区 曽　俊光 医療法人　そう内科医院 福岡市早良区賀茂2-26-18 092-863-5266

早良区 吉田　利香、濱里　彩子、吉田　信一 WEB ももち浜クリニックTNC放送会館在宅診療所 福岡市早良区百道浜2-3-2-2F 092-846-0022

早良区 谷村　陽子 WEB たにむら ようこ クリニック 福岡市早良区百道浜1-3-70ザ・レジデンシャルスイート福岡1Ｆ 092-833-0251

早良区 高木　忠博 医療法人　脳神経外科クリニック髙木 福岡市早良区弥生1-4-8 092-844-1211

早良区 山口　浩二、山口　雄一 WEB 山口内科 福岡市早良区西新5-14-45 092-821-2448

早良区 大塚　由美、大塚　誠 WEB 医療法人　FAA　おおつかクリニック 福岡市早良区次郎丸2-10-43 092-874-8171

早良区 中村　紀彦 WEB なかむら歯科医院 福岡市早良区飯倉2-28-36 092-822-3838

早良区 田北　昌史 WEB 田北メモリーメンタルクリニック 福岡市早良区室見5-13-8 092-832-6025

早良区 畑間　繁樹 WEB 畑間内科クリニック 福岡市早良区荒江2-6-11 092-844-7667

早良区 八田　喜弘 WEB 医療法人　八田内科医院 福岡市早良区小田部4-7-13 092-843-4711

早良区 浜本　尚志 医療法人　浜本整形外科 福岡市早良区東入部1-3-33 092-872-8611

早良区 名本　真章 WEB なもと内科・胃腸クリニック 福岡市早良区南庄5-11-15 092-834-5028

早良区 城谷　拓郎 医療法人　城谷内科医院 福岡市早良区西新4-8-28 092-841-2411

早良区 西　秀雄 西内科医院 福岡市早良区原3-8-23 092-831-6181

早良区 池尻　裕一 医療法人　とよわ会　池尻裕一クリニック 福岡市早良区有田1-34-8 092-847-1155

早良区 藤田　晃一 フジタ内科消化器科医院 福岡市早良区原7-4-7 092-865-5775

早良区 利谷　昭人 医療法人　としたに皮ふ科医院 福岡市早良区有田7-21-16 092-843-1222

早良区 緒方　孝俊 WEB おがた整形外科医院　 福岡市早良区原7-4-18 092-863-5337

早良区 堤　義明 つつみ整形外科クリニック 福岡市早良区荒江2-9-14　セラフィン西新南1F 092-846-3343

早良区 二ノ坂　保喜 WEB 医療法人　にのさかクリニック 福岡市早良区野芥4-19-34 092-872-1136

早良区 案浦　聖凡 WEB 医療法人　あんのうら整形外科クリニック 福岡市早良区曙2-1-11 092-844-0201

早良区 中山　愼一郎 WEB 医療法人　健貢会　中山整形外科医院 福岡市早良区梅林6-10-3 092-864-2299

早良区 西田　民夫 医療法人　西田たみお整形外科医院 福岡市早良区南庄2-5-23 092-842-1075

早良区 白石　光一 WEB 医療法人　白石整形外科医院 福岡市早良区田村4-28-26 092-865-0520

早良区 江副　正光 WEB 江副整形外科クリニック 福岡市早良区飯倉6-24-23 092-864-2323

早良区 牟田口　啓介 WEB 医療法人　牟田口整形外科医院 福岡市早良区四箇1-6-1 092-812-0088

早良区 川原　昭夫 WEB 川原クリニック　内科・胃腸内科・外科 福岡市早良区城西1丁目5-25 092-831-6660

早良区 酒井　健二 WEB 医療法人　健恵会　酒井胃腸科・内科クリニック 福岡市早良区原1-30-36 092-832-3131

早良区 上月　俊夫 WEB 医療法人　上月内科医院 福岡市早良区荒江3-15-21 092-821-0188

早良区 上平川　浩一 WEB 上平川整形外科医院 福岡市早良区有田7丁目21番14号 092-833-5550

早良区 長澤　一成 医療法人　成志会　長澤医院 福岡市早良区飯倉5-15-34 092-871-5320

早良区 坂上　明彦 さかうえ内科循環器科クリニック 福岡市早良区藤崎1-1-47 092-841-8833

早良区 井上　燈爾 井上内科クリニック 福岡市早良区田村7-7-2 092-801-5101

早良区 菅　康三 医療法人　康栄会　菅医院 福岡市早良区四箇6-14-5 092-812-3105

早良区 藤吉　啓造 WEB 藤吉レディースクリニック 福岡市早良区原7丁目14番-35号　トニーコート弐番館1階1-A 092-874-7711

早良区 大木　實、大木　剛 WEB 大木整形・リハビリ医院 福岡市早良区藤崎1-21-19 092-843-1715

早良区 髙尾　弥生 WEB 医療法人心葉会　野中クリニック 福岡市早良区西新4-3-22　ELKビル3Ｆ 092-851-8877

早良区 牧角　和宏 WEB 牧角内科クリニック 福岡市早良区高取2丁目17-43-202 092-843-2257

早良区 稲村　孝紀 WEB 医療法人　稲村脳神経外科クリニック 福岡市早良区西新4-9-35新栄ビル２Ｆ 092-844-5000

早良区 宮脇　仁 WEB 医療法人　宮脇クリニック 福岡市早良区小田部4-4-1 092-841-3636

早良区 迎　利彦 医療法人　迎医院 福岡市早良区南庄2-17-7 092-823-0113

早良区 速水　陽子、山村　晋史 WEB 医療法人　才全会　西新クリニック 福岡市早良区西新5-15-20 092-822-8998

早良区 鐘ヶ江　重宏 WEB 医療法人　啓林堂クリニック 福岡市早良区原8-2-26 092-873-7877

早良区 髙木　孝輔 高木胃腸科内科医院 福岡市早良区高取1-1-53 092-851-4587

早良区 梅井　利彦 WEB うめい内科医院 福岡市早良区昭代3丁目5-15 092-822-7555

早良区 川﨑　勝巳 WEB 重松クリニック 福岡市早良区百道1-1-4 092-843-3800

早良区 國友　充康 WEB 西新いこいクリニック 福岡市早良区西新4-9-28-5F 092-852-1940

早良区 森口　政嗣 WEB 森口脳神経外科クリニック 福岡市早良区梅林7-2-15 092-801-0700

https://itp.ne.jp/info/409214738147230370/
https://www.matsuguchi-seikei.com/
http://www.kitajimanaika.com/
http://www.hirano-naika.jp/
http://sawaraguchi-cl.jp/
https://www.takeuchiclinic.jp/cc5root/index.php
https://www.malc.jp/
http://kmpain.com/
http://www.momochihama.jp/
http://tanimura-yoko-clinic.com/
http://yamaguchinaika.la.coocan.jp/
https://www.faa-otsuka.jp/
https://nakamurashika.info/
http://www.takita-clinic.sakura.ne.jp/
https://www.hatama-naika.clinic/
http://www.hattanaika.or.jp/index.html
https://www.namoto-clinic.com/
http://ogata-sazan.jp/
http://drnino.jp/
https://www.annoura-seikei.com/
http://www.nakayama-seikei.net/
http://www.shiraishi-seikei.jp/
http://ezoeseikei.webmedipr.jp/
https://mutaguchi-seikei.jp/
https://kawahara-fukuoka.com/
https://www.sakai-icho.jp/
http://kouzukinaika.com/naika.html
http://www.kamihirakawa-seikeigeka-iin.com/
https://fujiyoshi-clinic.com/
https://ohki-clinic.jp/
http://nonaka-clinic.pupu.jp/
https://www.10man-doc.co.jp/hpinfo/makizumi-clinic/index.htm
https://www.inamura-clinic.com/
http://www.miyawaki-clinic.jp/
http://www.saizenkai.jp/nishijin/
http://www.keirindo.jp/
http://www.umei-naika.com/
http://www.shin-ai-kai.or.jp/
http://www.ikoiclinic.com/
http://moriguchinougeka.com/

