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エリア 医療機関名 郵便番号 住所 ＴＥＬ

中央区 Rパークサイド皮ふ科 810-0062 福岡市中央区荒戸3-4-20パークサイドアイビー1F 092-717-9545

中央区 医療法人　阿部医院 810-0054 福岡市中央区今川1-2-6 092-741-7295

中央区 あべ整形外科クリニック 810-0014 福岡市中央区平尾3-5-3　ｱｰﾊﾞﾝﾊﾟﾚｽｱﾙｶﾃﾞｨｱ薬院南1F 092-522-0332

中央区 医療法人水緑会　有村内科クリニック 810-0062 福岡市中央区荒戸1-5-28 092-721-6679

中央区 天神眼科育子クリニック 810-0001 福岡市中央区天神2-10-19　4F・5F・6F 092-707-0352

中央区 郁レディースクリニック 810-0023 福岡市中央区警固2-17-30　ソロンけやき通りビル3F 092-406-3019

中央区 医療法人心信会　池田バスキュラーアクセス・透析・内科 810-0012 福岡市中央区白金1-20-3紙与薬院ビル 092-526-4810

中央区 石蔵病院 810-0042 福岡市中央区赤坂3-2-13 092-731-4848

中央区 医療法人　いつきウィメンズクリニック 810-0001 福岡市中央区天神2-3-2天神アイエスビル5F 092-738-3033

中央区 産科婦人科　井槌病院 810-0022 福岡市中央区薬院4-15-6 092-521-2355

中央区 医療法人　井上耳鼻咽喉科 810-0001 福岡市中央区天神2-14-8　福岡天神センタービル5F 092-751-0605

中央区 井上善レディースクリニック 810-0001 福岡市中央区天神1-2-12　メットライフ天神ビル6F 092-406-5302

中央区 医療法人　井上内科医院 810-0001 福岡市中央区天神1-2-30 092-741-5658

中央区 いまりクリニック 810-0001 福岡市中央区天神1-3-38 092-725-8311

中央区 医療法人　入江内科医院 810-0041 福岡市中央区大名2-4-22　新日本ビル2F 092-771-2223

中央区 医療法人　岩﨑整形外科クリニック 810-0001 福岡市中央区天神2-14-8　福岡天神センタービル5F 092-716-5816

中央区 医療法人　いわさき一教クリニック 810-0041 福岡市中央区大名2-7-11-201 092-781-3255

中央区 インターナショナル唐人町クリニック 810-0065 福岡市中央区地行1-4-6 092-717-1000

中央区 ウイメンズKMクリニック 810-0001 福岡市中央区天神1-14-4 天神平和ビル705 092-717-2366

中央区 うえき医院 810-0005 福岡市中央区清川1-9-20　テングッド渡辺通2F 092-791-9071

中央区 植木外科クリニック 810-0012 福岡市中央区白金2-11-9 092-534-5200

中央区 うえむら痛みのクリニック 810-0044 福岡市中央区六本松2-3-6 092-717-5222

中央区 ウェルネス天神クリニック　乳腺診断センター　セレナーデ 810-0001 福岡市中央区天神1-14-4天神平和ビル5Ｆ 092-717-3100

中央区 うめした内科 810-0062 福岡市中央区荒戸3-10-11-1F 092-771-6182

中央区 占部医院 810-0002 福岡市中央区西中洲6-20 092-761-2306

中央区 えんどう整形外科クリニック 810-0004 福岡市中央区渡辺通2-6-12八千代ビルYA55-3F 092-737-7313

中央区 en婦人科クリニック 810-0031 福岡市中央区谷1-12-37六本松USビル 092-791-2533

中央区 おおさと眼科クリニック 810-0054 福岡市中央区今川1-5-16 092-737-0151

中央区 大濠こどもクリニック 810-0052 福岡市中央区大濠1-3-5サンリッチ大濠2F 092-739-8650

中央区 大濠内科 810-0052 福岡市中央区大濠2-13-39 092-724-1007

中央区 大濠パーククリニック 810-0051 福岡市中央区大濠公園2-35　THE APARTMENT 2B 092-724-5520

中央区 岡部・浦川クリニック 810-0022 福岡市中央区薬院2-13-10　ル・ブラン薬院1F 092-751-2462

中央区 おだクリニック日帰り手術外科 810-0011 福岡市中央区高砂1-8-8　サンクス渡辺通3F 092-534-7507

中央区 小野内科クリニック 810-0001 福岡市中央区天神１-9-17　福岡天神フコク生命ビル6Ｆ　　　　 092-771-6679

中央区 医療法人　ガーデンヒルズウイメンズクリニック 810-0033 福岡市中央区小笹5-15-21 092-521-7500

中央区 かきうち耳鼻咽喉科 810-0064 福岡市中央区地行4-18-21　百道メディカルビル2F 092-718-3399

中央区 医療法人　萱島外科 810-0062 福岡市中央区荒戸2-2-40 092-751-6886

中央区 医療法人　川﨑胃腸科・内科クリニック 810-0042 福岡市中央区赤坂2-6-1 092-736-5601

中央区 医療法人清健会　内科・小児科川嶋医院 810-0005 福岡市中央区清川2-12-29 092-522-3281

中央区 医療法人瑛和会　眼科かわさき貴子クリニック 810-0062 福岡市中央区荒戸1-1-3　大濠ジョイビル1F 092-737-7171

中央区 かんざき泌尿器科クリニック 810-0042 福岡市中央区赤坂１-１１－１２ 092-725-9177

中央区 九州厚生会クリニック 810-0001 福岡市中央区天神1-2-12　メットライフ天神ビル4F 092-717-2211

中央区 医療法人　くまもとクリニック 810-0001 福岡市中央区天神1-6-8天神ツインビル8F 092-737-5117

中央区 医療法人　クリスタルビルクリニック 810-0001 福岡市中央区天神4-6-7　天神クリスタルビル8F 092-725-8822

中央区 くれ整形外科医院 810-0033 福岡市中央区小笹1-1-5 092-521-2277

中央区 古賀文敏ウイメンズクリニック 810-0001 福岡市中央区天神2-3-24 天神ルーチェ5F 092-738-7711

中央区 後藤整形外科医院 810-0053 福岡市中央区鳥飼1-5-45 092-751-1301

中央区 権藤内科医院 810-0021 福岡市中央区今泉2-5-24 092-771-8850

中央区 近藤リウマチ・整形外科クリニック 810-0001 福岡市中央区天神3-10-11-2F 092-762-2380

中央区 医療法人ビジョナリー　さぎやま泌尿器クリニック 810-0001 福岡市中央区天神1-3-38　天神121ビル3F 092-720-3077

中央区 桜坂内科循環器科 810-0023 福岡市中央区警固3-6-1　クラシオン桜坂2F 092-736-1700

中央区 医療法人福岡桜十字　桜十字福岡病院 810-0004 福岡市中央区渡辺通り3-5-11 092-791-1100

中央区 医療法人　迫内科循環器科クリニック 810-0022 福岡市中央区薬院4-1-26-205 092-533-5230

中央区 皮ふ科・アレルギー科　佐藤えみこクリニック 810-0042 福岡市中央区赤坂1-10-23　グレースイン赤坂4Ｆ 092-715-6262

中央区 医療法人佐藤クリニック 810-0014 福岡市中央区平尾2-19-10 092-521-4361

中央区 医療法人　さのウイメンズクリニック 810-0062 福岡市中央区荒戸1-1-6　福岡大濠ビル2Ｆ 092-739-1717

中央区 しまだ内科・循環器クリニック 810-0044 福岡市中央区六本松4-2-2　六本松４２１ｸﾘﾆｯｸｿﾞｰﾝ 092-717-6771

中央区 島松循環器内科クリニック 810-0044 福岡市中央区六本松2-8-2　エムエスビル1Ｆ 092-714-2220

中央区 整形外科　浄水通りクリニック 810-0022 福岡市中央区薬院4-1-27-1-212 092-533-5331

中央区 医療法人　浄水皮ふ科クリニック 810-0022 福岡市中央区薬院4-1-26　薬院大通りセンタービル2F 092-753-8119

中央区 荘田レディースクリニック 810-0001 福岡市中央区天神1-15-6　綾杉ビル3F 092-732-0018

中央区 医療法人明和会　スポーツ・栄養クリニック 810-0022 福岡市中央区薬院1-5-6　ハイヒルズビル1F 092-716-5550

中央区 医療法人　エイチ・シー・ユー　たけとみクリニック 810-0032 福岡市中央区輝国2-11-13-101 092-736-5183

https://rparksideclinic.com/
https://www.hikariclinic.com/
http://www.arimura-clinic.com/
https://ikuko-clinic.jp/
http://iku-ladiesclinic.com/
https://www.fukuoka-vaccess.jp/
https://k-womens-cl.jp/
https://www.izuchi-hospital.gr.jp/
https://inoue-lc.com/
http://www.imari-clinic.com/
http://irie-naika.jp/
http://iwasaki-orthoclinic.jp/
https://www.i-skin.jp/information/
http://www.internationalclinic.org/index_jp.html
https://www.ueki-medicalclinic.jp/
https://www.ueki-geka.jp/
http://no-itami.com/
http://h-wellness.or.jp/serenade/
http://www.umeshita.jp/
http://www.encli.com/
https://en-womens.com/
https://www.ohsato-eye.com/
http://oohorikodomo.com/
https://ohorinaika.jp/
http://www.ohori-pc.jp/
http://o-urakawa.jp/
https://www.oda-clinic.com/
https://www.ononaika-clinic.com/
https://www.gardenhill.jp/
http://www.kaki-ent.com/
http://www1.odn.ne.jp/kayashima/
https://kawasaki-ichouka.com/
https://kawashimacl.com/
http://www.ganka-kawasakifukuoka.com/
http://kanzaki-clinic.com/index.html
https://kyushukouseikai.or.jp/
http://www.kumamoto-clinic.net/
http://www.crystalclinic.or.jp/
https://kureseikei.wixsite.com/homepage
https://koga-f.jp/
https://goto-ortho.jp/
https://www.gondonaika.com/
https://www.kondo-rheumatism.jp/index.htm
http://sagiyama.net/index.html
https://www.sakurazaka-clinic.net/
https://sj-fukuoka.or.jp/
http://www.sakonaika-clinic.sakura.ne.jp/index.html
http://www.emikoclinic.com/
https://www.sato-clinic.or.jp/
http://www.sano-wq.net/
http://shimada-heart.com/
https://shimamatsu-clinic.com/
http://www.josui-dori-cl.sakura.ne.jp/
https://josui-hifuka-clinic.com/
http://www.shoda-lc.com/
http://www.clinicsn.com/
http://www.taketomi-clinic.com/


エリア 医療機関名 郵便番号 住所 ＴＥＬ

中央区 ちこ皮フ科医院 810-0044 福岡市中央区六本松2-3-21 092-737-2512

中央区 医療法人　中央レディスクリニック 810-0001 福岡市中央区天神2-4-38 092-736-3355

中央区 テレサ福岡天神ウィメンズクリニック 810-0041 福岡市中央区大名1-2-5　イルカセットビル6F 092-718-7888

中央区 医療法人親愛　天神クリニック 810-0001 福岡市中央区天神2-12-1　天神ビル3Ｆ 092-721-3571

中央区 医療法人ＳＳＣ　天神耳鼻咽喉科 810-0001 福岡市中央区天神1-10-5-2Ｆ 092-717-1105

中央区 天神心療クリニック 810-0004 福岡市中央区渡辺通4-10-10紙与天神ビル2Ｆ 092-737-7373

中央区 天神総合クリニック 810-0021 福岡市中央区今泉1-22-20-701 092-725-7117

中央区 天神町診療所 810-0001 福岡市中央区天神2-13-7　福岡平和ビル5F 092-741-2750

中央区 天神レディースクリニック 810-0001 福岡市中央区天神2-6-13　ｼﾞｪﾑｷｬｯｽﾙきらめき通り4F 092-738-8806

中央区 胃腸科　藤クリニック 810-0001 福岡市中央区天神3-4-8　天神重松ビル5階 092-762-1310

中央区 糖尿病ケアクリニック六本松 810-0045 福岡市中央区草香江2-1-1-2F 092-733-8761

中央区 医療法人愛成会　東野産婦人科 810-0045 福岡市中央区草香江2-2-17 092-731-3871

中央区 富永内科甲状腺クリニック 810-0045 福岡市中央区草香江1-1-17シャート大濠1F 092-707-3093

中央区 とよしまファミリークリニック 810-0044 福岡市中央区六本松4-8-15 092-771-8858

中央区 医療法人アイブイエフ　詠田クリニック 810-0001 福岡市中央区天神1-12-1　日之出福岡ビル6F 092-735-6655

中央区 なかむら内視鏡・内科クリニック 810-0064 福岡市中央区地行3-27-27　AP L-tage 地行ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ2Ｆ 092-718-1251

中央区 野崎ウイメンズクリニック 810-0001 福岡市中央区天神１-9-17　ダヴィンチ福岡天神6Ｆ　　　　 092-733-0002

中央区 福岡天神駅前2分　のりこ大腸・胃内視鏡消化器内科クリニック 810-0021 福岡市中央区今泉1-13-21フィルパーク福岡今泉5F 092-737-7550

中央区 医療法人　畠山内科胃腸科クリニック 810-0024 福岡市中央区桜坂1-3-31 092-761-7453

中央区 はちすが産婦人科小児科医院 810-0005 福岡市中央区清川3-20-9 092-531-0282

中央区 林産婦人科医院 810-0012 福岡市中央区白金2-3-14 092-521-8520

中央区 日浅レディースクリニック 810-0041 福岡市中央区大名2-2-7　大名センタービル2Ｆ 092-726-6105

中央区 医療法人　平田内科胃腸科クリニック 810-0053 福岡市中央区鳥飼1-5-45 092-725-6778

中央区 医療法人和信会　平野医院 810-0033 福岡市中央区小笹2-1-5 092-531-1047

中央区 ひろた内科クリニック 810-0062 福岡市中央区荒戸2-4-14　サンクチュアリービル 092-738-8001

中央区 福岡浦添クリニック 810-0044 福岡市中央区六本松2-12-19　BCCビル9F 092-737-2111

中央区 福岡市立心身障がい福祉センター診療所 810-0072 福岡市中央区長浜1-2-8 092-721-1611

中央区 福岡みなと在宅医療クリニック 810-0055 福岡市中央区黒門9-17 092-791-4860

中央区 ふくだ内科 810-0042 福岡市中央区赤坂2-2-45-102 092-739-8065

中央区 社会福祉法人寿福祉会　福浜中央クリニック 810-0066 福岡市中央区福浜2-1-3 092-761-5115

中央区 ふくろのクリニック 810-0045 福岡市中央区草香江1-8-39 092-761-7273

中央区 医療法人　藤見胃腸科内科医院 810-0054 福岡市中央区今川2-1-15 092-741-3508

中央区 医療法人　二田哲博クリニック天神 810-0001 福岡市中央区天神3-1-1　天神フタタビル7F 092-738-1230

中央区 ふなこし内科・循環器内科 810-0034 福岡市中央区笹丘1-4-12 092-722-2754

中央区 古小烏耳鼻咽喉科医院 810-0023 福岡市中央区警固3-3-2 092-731-4606

中央区 医療法人　星子整形外科医院 810-0042 福岡市中央区赤坂1-7-6 092-712-8313

中央区 医療法人東風会　まいづる内科クリニック 810-0073 福岡市中央区舞鶴3-2-1 DSビル2F 092-751-2345

中央区 まえだ平和内科クリニック 810-0016 福岡市中央区平和5-6-18　レインボービル1F 092-522-6577

中央区 まち神経内科クリニック 810-0063 福岡市中央区唐人町1-5-1 092-717-7272

中央区 松嶋内科クリニック 810-0042 福岡市中央区赤坂1-15-24 092-714-0461

中央区 まつばら心療内科 810-0045 福岡市中央区草香江2-1-6　ATRIA六本松4F 092-739-5060

中央区 天神駅前まめクリニック 810-0001 福岡市中央区天神2-2-12 T&Jビル5F 092-401-0939

中央区 溝口外科整形外科病院 810-0001 福岡市中央区天神４-6-25 092-721-5252

中央区 医療法人　光安整形外科 810-0062 福岡市中央区荒戸2-3-26 092-741-5093

中央区 みみ・はな・のど　せがわクリニック 810-0015 福岡市中央区那の川2-10-25-1F 092-533-8739

中央区 医療法人愛生会　三宅内科クリニック 810-0022 福岡市中央区薬院2-5-15 092-741-2705

中央区 森田クリニック 810-0074 福岡市中央区大手門1-4-21萬屋館201 092-751-1188

中央区 森内科循環器科医院 810-0011 福岡市中央区高砂2-18-12 092-531-1958

中央区 森レディースクリニック 810-0011 福岡市中央区高砂1-4-3 092-521-5868

中央区 社会福祉法人天寿会　もろくまクリニック 810-0035 福岡市中央区梅光園3-4-1 092-737-2121

中央区 薬院内科循環器クリニック 810-0004 福岡市中央区渡辺通2-6-12　八千代ビルYA55 2F 092-738-0123

中央区 医療法人　山名としこ眼科 810-0063 福岡市中央区唐人町1-12-18 092-752-6688

中央区 山本内科胃腸科クリニック 810-0033 福岡市中央区小笹3-11-1 092-522-5855

中央区 よこがわ内科クリニック 810-0001 福岡市中央区天神5-7-7 メディカルシティ天神2F 092-738-1020

中央区 医療法人恵臣会　吉村内科 810-0014 福岡市中央区平尾3-7-16 092-534-0088

中央区 医療法人たけうち　六本松足と心臓血管クリニック 810-0035 福岡市中央区梅光園1-1-11-101 092-707-3828

中央区 六本松通りクリニック 810-0045 福岡市中央区草香江2-1-6  ATRIA六本松１F 092-738-5157

中央区 六本松　中垣クリニック 810-0044 福岡市中央区六本松4-9-30 092-731-4775

中央区 わかばハートクリニック 810-0073 福岡市中央区舞鶴3-9-39福岡舞鶴スクエア１F 092-737-8836

中央区 皮膚科形成外科　和田クリニック 810-0062 福岡市中央区荒戸1-6-7 092-732-8778

https://www.chiko-hihuka.com/
https://www.chuo-lc.jp/
https://teresa-tenjin-clinic.com/
https://www.tenjin-c.jp/
https://www.ssc-jibi-tenjin.com/
http://www.tenjinsogoclinic.com/
https://womans-clinic.jp/
https://chujokai.jp/
http://www.care-dm6.net/
http://www.toono.or.jp/
https://www.tttclinic.com/
http://toyofamic.com/m/index.html
https://www.ivf-nagata.com/
https://nakamura-naishikyo.com/
https://nozakiwomens.com/
https://noriko-naishikyo.com/
https://hatakeyama-cl.jp/
http://www.hachisuga-c.com/
https://www.hayashi-lc.com/
https://hiasalc.jp/
https://hirataclinic.jp/#id67
https://hiranoclinic.net/
https://www.hirotacli.com/
http://www1.odn.ne.jp/csrd/
http://fc-jigyoudan.org/aiai
https://fukuoka-minato.com/
https://www.fukudanaika.jp/
http://www.fc-clinic.com/
https://www.city.fukuoka.med.or.jp/map/a/chu/x1.htm
http://tenjin.futata-cl.jp/
https://www.funakoshi-naika.net/
https://yakuin.jibika.red/
http://hoshiko-clinic.jp/index.html
https://www.maizuru-clinic.com/
https://maedaheiwanaikaclinic.com/
https://www.fmc.fukuoka.med.or.jp/pb_md_index/pb_md_list/pb_md_info/4353?seldepts=0&dutyflg=0&public=1
https://matsucli.com/
https://matsubara-cl.com/
https://tenjin-mame-clinic.jp/
https://www.mizoguchi-hp.jp/
https://www.mitsuyasu.org/
https://segawa-cl.com/
https://miyakenaikaclinic.com/
http://www.moritaclinic.com/
https://mori-naika.net/
https://mori-lc.net/
https://morokuma-c.tenjyukai.com/
http://yakuin-cl.jp/
https://yamana-eye.com/
http://yokogawa-c.com/
http://ashitoshinzo.com/
https://ropponmatsudori.com/
https://wakaba-heartclinic.com/
https://wadaclinic.info/dermatology/index.html

