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エリア 医療機関名 郵便番号 住所 ＴＥＬ

西区 アーバンハートクリニック 819-0169 福岡市西区今宿西1-30-26 092-805-7750

西区 医療法人貴愛会　愛皮ふ科クリニック 819-0006 福岡市西区姪浜駅南1-5-22　ベールメトロ姪浜1Ｆ 092-892-8510

西区 医療法人海洋会　あおいクリニック 819-0371 福岡市西区大字飯氏字都ｹ浦237-3 092-807-0100

西区 青木内科循環器科小児科クリニック 819-0002 福岡市西区姪の浜4-9-12 092-881-1102

西区 アカデミアはらだ内科・消化器科 819-0387 福岡市西区富士見2-14-1 092-805-6880

西区 医療法人心掌会　愛宕浜ファミリークリニック 819-0013 福岡市西区愛宕浜1-3-2 092-882-6900

西区 医療法人健心会　阿南クリニック 819-0013 福岡市西区愛宕浜4-1-20 092-891-2535

西区 安藤内科・循環器科クリニック 819-0367 福岡市西区西都1-7-36 092-805-1666

西区 医療法人ISC　いなみつこどもクリニック 819-0041 福岡市西区拾六町3-8-13　レイナ拾六町1F 092-895-1161

西区 今村内科循環器科クリニック 819-0041 福岡市西区拾六町5-18-21 092-892-0088

西区 医療法人　いわや小児科クリニック 819-0006 福岡市西区姪浜駅南2-1-37　メディカルビル竹下2F 092-892-1858

西区 おおた整形クリニック 819-0367 福岡市西区西都1-4-3 092-406-0929

西区 岡村内科クリニック 819-0052 福岡市西区下山門3-1-9　セラビア下山門１F 092-882-7568

西区 おにき内科クリニック 819-0041 福岡市西区拾六町1-3-16 092-892-8850

西区 医療法人GKC　学研都市クリニック 819-0379 福岡市西区北原1-13-3 092-807-7771

西区 かむら大腸肛門クリニック 819-0381 福岡市西区泉2-1-26 092-807-7077

西区 医療法人三聖会　岸田内科医院 819-0006 福岡市西区姪浜駅南2-19-22 092-892-3030

西区 北野クリニック 819-0006 福岡市西区姪浜駅南2-19-16 092-881-6868

西区 医療法人　木下小児科医院 819-0164 福岡市西区今宿3-40-28 092-806-0111

西区 医療法人社団天佑会　きむらしろうクリニック 819-0022 福岡市西区福重5-19-8 092-892-4600

西区 医療法人真愛会　國﨑真クリニック 819-0168 福岡市西区今宿駅前1-7-6 092-805-5050

西区 黒住泌尿器科医院 819-0006 福岡市西区姪浜駅南1-4-21シエスタ姪浜2F 092-891-5591

西区 医療法人SSC　西都クリニック 819-0367 福岡市西区西都1-4-4 092-805-5115

西区 医療法人堺整形外科医院　堺整形外科スポーツ＆糖質制限クリニック 819-0367 福岡市西区西都2-4-8 092-805-1001

西区 皮ふ科・アレルギー科　しおりクリニック 819-0054 福岡市西区上山門1-14-1　1Ｆ 092-884-1112

西区 しぶた乳腺クリニック 819-0005 福岡市西区内浜1-1-5 092-836-9502

西区 医療法人　新堂産婦人科医院 819-0031 福岡市西区橋本2-18-1 092-811-6931

西区 宗耳鼻咽喉科医院 819-0002 福岡市西区姪の浜1-16-30 092-891-3333

西区 たかこ皮膚科クリニック 819-0373 福岡市西区周船寺1-5-25　サンリットビル4F 092-805-6020

西区 高崎小児科医院 819-0052 福岡市西区下山門4-14-33 092-891-3105

西区 医療法人　高松ひろこ皮ふ科 819-0015 福岡市西区愛宕4-13-5 092-895-1212

西区 医療法人　高森整形外科・内科 819-0031 福岡市西区橋本1-10-35 092-811-3236

西区 たけのしたクリニック 819-0015 福岡市西区愛宕4-13-4 092-834-3211

西区 たちばなクリニック下山門 819-0052 福岡市西区下山門1-13-13 092-894-6777

西区 てらまちキッズクリニック 819-0161 福岡市西区今宿東2-23-13 092-407-8177

西区 医療法人　Ｄｒ．リン皮ふ科・形成外科 819-0031 福岡市西区橋本2-33-34 092-812-1166

西区 戸髙呼吸器内科 819-0022 福岡市西区福重1-3-1 092-891-4311

西区 医療法人長野醫院　長野産婦人科クリニック 819-0375 福岡市西区徳永字野入1055 092-807-2022

西区 社会医療法人財団白十字会　白十字病院 819-8511 福岡市西区石丸4-3-1 092-891-2511

西区 医療法人蓮会　はすお泌尿器科 819-0168 福岡市西区今宿駅前1-2-20 092-805-5080

西区 花田皮膚科医院 819-0002 福岡市西区姪の浜4-19-3 092-881-0218

西区 医療法人　ひらやま内科クリニック 819-0022 福岡市西区福重4-7-6　3Ｆ 092-894-1066

西区 医療法人　ふかほり整形外科クリニック 819-0041 福岡市西区拾六町5-16-11 092-883-8668

西区 福岡市立西部療育センター 819-0005 福岡市西区内浜1-5-54 092-883-7161

西区 福岡バースクリニック 819-0006 福岡市西区姪浜駅南3-18-21 092-883-0530

西区 福岡リハ整形外科クリニック 819-0043 福岡市西区野方7-752-1 092-811-8011

西区 医療法人　二田哲博クリニック 819-0006 福岡市西区姪浜駅南1-2-17 092-883-1188

西区 医療法人　まつおクリニック 819-0373 福岡市西区周船寺1-1-33 092-807-7788

西区 医療法人輝松会　まつお内科クリニック 819-0054 福岡市西区上山門1-22-5 092-894-2677

西区 医療法人尚生会　松口胃腸科外科医院 819-0043 福岡市西区野方1-26-12 092-812-2212

西区 医療法人　松田知子皮膚科医院 819-0167 福岡市西区今宿1-5-27 092-807-1221

西区 松本内科胃腸科 819-0006 福岡市西区姪浜駅南1-4-1 092-892-4039

西区 まなべ整形外科クリニック 819-0015 福岡市西区愛宕4-14-22 092-834-2277

西区 まるもと脳神経外科クリニック 819-3073 福岡市西区周船寺1-5-25　サンリットビル2Ｆ 092-407-2100

西区 医療法人　南川整形外科病院  819-0002 福岡市西区姪の浜4-14-17 092-891-1234

西区 医療法人　南谷レディースクリニック 819-0006 福岡市西区姪浜駅南2-1-37 092-892-3020

西区 医療法人財団華林会　村上華林堂病院 819-0032 福岡市西区戸切2-14-45 092-811-3331

西区 医療法人白翠園　めいのはま白翠内科クリニック 819-0002 福岡市西区姪の浜4-14-30 092-892-0111

西区 もとやま小児科クリニック 819-0006 福岡市西区姪浜駅南2-31-2 092-883-7415

西区 森本医院 819-0383 福岡市西区大字田尻1539-1 092-806-3434

西区 矢野耳鼻咽喉科 819-0006 福岡市西区姪浜駅南2-1-34 092-883-3859

西区 やまだクリニック 819-0006 福岡市西区姪浜駅南2-1-37　メディカルビル竹下3F 092-883-2488

西区 医療法人　由布整形外科医院 819-0167 福岡市西区今宿2-12-1 092-806-6600

https://uh-clinic.com/
https://www.kiaikai.jp/ai-hifuka/
http://www.kaiyokai.jp/c-aoi
http://atagohama-fc.com/
https://anan-clinic.net/
https://inamitsu-cc.jimdo.com/
http://clinic.rosienet.com/
https://www.iwaya-clinic.jp/
http://www.ota-clnq.com/
https://www.okamura-naika.com/
https://oniki-cl.com/
http://www.kamura-cl.com/
https://www.kitanoclinic.com/
http://www.ks-clinic.net/
http://www.kunisaki-cc.jp/
http://www.med-sakai.jp/clinic/saito/toshitsu
http://www.shiori-clinic.net/
https://www.shibuta-nyusen.com/
https://www.shindo-maternity.jp/
http://takako-hifuka.com/
https://takasaki-clinic.net/
http://th-hifuka.com/
https://www.takamorigeka.com/
https://takenoshita.net/
https://www.tachibana365.com/branch
https://teramachi-kids.com/
http://drlin-clinic.com/index.html
https://www.todakacl.com/
http://www.nagano-sanfujinka.or.jp/
https://www.fukuoka.hakujyujikai.or.jp/
http://www.hasuo-clinic.jp/
https://hirayama-cl.com/
http://fukahoriseikei.sakura.ne.jp/
http://fc-jigyoudan.org/seibu
https://f-bc.jp/
http://frh.or.jp/
http://meinohama.futata-cl.jp/
https://1112matsuo.com/
https://matsuoclinic.kisyoukai.jp/
http://matsuguchi-icho.net/
https://matsuda-d.com/clinic/
http://www.mat-cl.ne.jp/
http://manabe-seikei.com/
https://marumoto-clinic.com/
http://minamikawa-hp.com/
https://www.minamitani.jp/sp/
http://www.karindoh.or.jp/
https://meinohama-clinic.jp/
https://www.motoyama-clinic.com/yoyaku/
https://morimoto-clinic-3434.com/
https://yano-ent.com/
http://www.yamadaclinic.info/


エリア 医療機関名 郵便番号 住所 ＴＥＬ

西区 よう子レディースクリニック 819-0169 福岡市西区今宿西1-30-24 092-805-7788

西区 医療法人　よしとみ内科クリニック 819-0006 福岡市西区姪浜駅南3-17-17 092-892-1533

西区 吉永産婦人科医院 819-0052 福岡市西区下山門4-14-26 092-881-9481

西区 りゅう・たけだクリニック 819-0043 福岡市西区野方6-26-6 092-812-3722

西区 医療法人和仁会　福岡和仁会病院 819-0055 福岡市西区生の松原1-33-18 092-891-7621

https://yoko-ladies.com/
https://yoshitomi-clinic.com/
http://y-gyneclinic.com/
http://ryu-takeda-clinic.jp/
http://fukuoka-wajinkai-hp.or.jp/

