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エリア 医療機関名 郵便番号 住所 ＴＥＬ

博多区 医療法人　朝日クリニック内科・皮膚科 812-0011 福岡市博多区博多駅前2-1-1朝日ビル4F 092-411-2416

博多区 アビエスクリニック 812-0018 福岡市博多区住吉1-2-25　キャナルシティ博多ビジネスセンタービル１Ｆ 092-283-1085

博多区 医療法人　石田内科循環器科医院 812-0882 福岡市博多区麦野1-29-15 092-581-1660

博多区 石橋内科循環器科医院 816-0078 福岡市博多区竹丘町2-4-1 092-581-0314

博多区 駅みなみウイメンズクリニック 812-0016 福岡市博多区博多駅南6-1-8 092-477-2440

博多区 医療法人蓮珠会　太田医院 812-0024 福岡市博多区綱場町1-10 092-291-0417

博多区 おおた内科・泌尿器科クリニック 812-0894 福岡市博多区諸岡1-23-21 092-584-1919

博多区 医療法人小路丸会　勝冶耳鼻咽喉科医院 812-0035 福岡市博多区中呉服町3-10 092-281-6027

博多区 金隈病院 812-0097 福岡市博多区金の隈3-24-16 092-504-0097

博多区 医療法人礼正会　かなみやクリニック 812-0016 福岡市博多区博多駅南1-3-11　KDX博多南ビル1F 092-432-0738

博多区 嘉村産婦人科医院 812-0873 福岡市博多区西春町1-7-14 092-581-0441

博多区 かわはらだ循環器内科クリニック 812-0854 福岡市博多区東月隈4-1-17 092-580-8870

博多区 医療法人　蔵本ウイメンズクリニック 812-0013 福岡市博多区博多駅東1-1-19 092-482-5558

博多区 医療法人愛風会　さく病院 812-0895 福岡市博多区竹下4-6-25 092-471-1139

博多区 山茶花在宅クリニック 812-0016 福岡市博多区博多駅南3-4-36-101 092-402-0604

博多区 医療法人相生会　新吉塚病院 812-0041 福岡市博多区吉塚7-6-29 092-621-3706

博多区 医療法人親愛　ステーションクリニック 812-0012 福岡市博多区博多駅中央街1-1デイトスアネックス3F 092-441-5446

博多区 そえじま内科クリニック 812-0016 福岡市博多区博多駅南4-9-21 092-411-4321

博多区 医療法人　近間整形外科クリニック 812-0024 福岡市博多区綱場町1-17 092-271-7755

博多区 公益社団法人福岡医療団　千鳥橋病院 812-8633 福岡市博多区千代5-18-1 092-641-2761

博多区 公益社団法人福岡医療団　千代診療所 812-0044 福岡市博多区千代5-11-38 092-651-0726

博多区 医療法人　つくしクリニック 812-0013 福岡市博多区博多駅東2-2-2　博多東ハニービル3F 092-451-2174

博多区 つつみクリニック福岡 812-0022 福岡市博多区神屋町2-26-103 092-273-2222

博多区 徳永眼科医院 812-0044 福岡市博多区千代1-16-18 092-643-1100

博多区 医療法人友愛会　友田病院 812-0894 福岡市博多区諸岡4-28-24 092-591-0263

博多区 医療法人　ながら医院 812-0007 福岡市博多区東比恵3-20-1 092-411-2358

博多区 医療法人　のむら内科・神経内科クリニック 812-0012 福岡市博多区博多駅中央街1-1新幹線博多ビル5F 092-402-0112

博多区 博多セントラルクリニック 812-0038 福岡市博多区祇園町8-12-624 092-263-7121

博多区 医療法人HMC　博多メディカルクリニック 812-0043 福岡市博多区堅粕4-16-21 092-710-7600

博多区 博多レディスクリニック 812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-1イルハグランデ１階 092-474-5700

博多区 医療法人　濱整形外科医院 812-0883 福岡市博多区南本町2-1-9柊ビル2F 092-502-0080

博多区 林眼科病院付属内科診療所 812-0011 福岡市博多区博多駅前4-7-13 092-431-3680

博多区 医療法人柏愛会　林整形外科医院 812-0854 福岡市博多区東月隈4-1-20 092-503-2828

博多区 原田レディースクリニック 812-0041 福岡市博多区吉塚2-4-3 092-621-3116

博多区 医療法人相生会　ピーエスクリニック 812-0025 福岡市博多区店屋町6-18ランダムスクエア8F 092-283-7777

博多区 医療法人雄心会　ふくおか胃腸クリニック 812-0036 福岡市博多区上呉服町10-10-201 092-272-1711

博多区 医療法人慈生会　福岡がん総合クリニック 812-0018 福岡市博多区住吉3-1-1　富士フィルムビル6F 092-282-7696

博多区 福岡県警察本部診療所 812-0045 福岡市博多区東公園7-7 092-633-3900

博多区 福岡心身クリニック 812-0011 福岡市博多区博多駅前2-17-1-3F 092-477-8181

博多区 福岡メディカルクリニック 812-0025 福岡市博多区店屋町6-18　ランダムスクウェア5階 092-281-0511

博多区 内科・肝臓内科・産婦人科　福嶋クリニック 812-0041 福岡市博多区吉塚1-14-23 092-621-8866

博多区 福冨内科クリニック 812-0024 福岡市博多区綱場町1-16　多田ビル2Ｆ 092-292-8494

博多区 藤原脳神経外科クリニック 812-0044 福岡市博多区千代4-29-24　三原第三ビル2F 092-633-3111

博多区 医療法人社団ブックス　BOOCSクリニック福岡 812-0025 福岡市博多区店屋町6-18-6Ｆ 092-283-6852

博多区 医療法人　増田耳鼻咽喉科医院 812-0007 福岡市博多区東比恵4-4-10 092-411-0845

博多区 産婦人科まつやまクリニック 812-0025 福岡市博多区店屋町4-16 土居ビル2F 092-282-6622

博多区 みぶ博多駅前クリニック 812-0011 福岡市博多区博多駅前2-17-15-2Ｆ 092-292-1420

博多区 医療法人護健会　宮原医院 812-0038 福岡市博多区祇園町２－１８ 092-291-0922

博多区 医療法人　牟田内科クリニック 812-0036 福岡市博多区上呉服町10-1博多三井ビル地階 092-281-7113

博多区 医療法人　森クリニック 812-0027 福岡市博多区下川端町8-16 092-291-2270

博多区 医療法人　森下産婦人科医院 812-0025 福岡市博多区店屋町8-10 092-291-0328

博多区 森田レディスクリニック 812-0894 福岡市博多区諸岡1-23-19 092-588-7611

博多区 医療法人　安田整形・痛みのクリニック 812-0026 福岡市博多区上川端町12-28 092-281-7007

博多区 山下司内科クリニック 812-0011 福岡市博多区博多駅前2-20-1　大博多ビル1F 092-431-2265

博多区 医療法人　山本外科医院 812-0041 福岡市博多区吉塚2-7-27 092-621-3297
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http://ns.chidoribashi-hp.or.jp/menu3/shinryo/index.html
http://tsukushi-clinic.jp/
https://tsutsumiclinic.net/
https://www.tokunaga-ganka.com/
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