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エリア 医療機関名 郵便番号 住所 ＴＥＬ

早良区 ＲＫＢ毎日放送診療所 814-8585 福岡市早良区百道浜2-3-8 092-852-6639

早良区 医療法人たかき　あいここどもクリニック 814-0015 福岡市早良区室見2-12-2 092-821-4621

早良区 医療法人　あきもとこどもクリニック 814-0011 福岡市早良区高取1-28-24 092-852-2570

早良区 医療法人　案浦クリニック 814-0022 福岡市早良区原5-22-13 092-821-6458

早良区 医療法人　あんのうら整形外科クリニック 814-0004 福岡市早良区曙2-1-11 092-844-0201

早良区 医療法人とよわ会　池尻裕一クリニック 814-0033 福岡市早良区有田1-34-8 092-847-1155

早良区 医療法人　稲村脳神経外科クリニック 814-0002 福岡市早良区西新4-9-35新栄ビル２Ｆ 092-844-5000

早良区 井上内科クリニック 814-0175 福岡市早良区田村7-7-2 092-801-5101

早良区 うめい内科医院 814-0012 福岡市早良区昭代3-5-15 092-822-7555

早良区 江副整形外科クリニック 814-0161 福岡市早良区飯倉6-24-23 092-864-2323

早良区 医療法人久信会　大神内科クリニック 814-0011 福岡市早良区高取1-3-20　ﾌｧｲﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ高取204 092-821-0053

早良区 医療法人樹の実会　大木整形・リハビリ医院 814-0013 福岡市早良区藤崎1-21-19 092-843-1715

早良区 医療法人FAA　おおつかクリニック 814-0165 福岡市早良区次郎丸2-10-43 092-874-8171

早良区 おおやこどもクリニック 814-0031 福岡市早良区南庄3-6-30 092-834-5608

早良区 医療法人　おがた整形外科医院 814-0022 福岡市早良区原7-4-18 092-863-5337

早良区 おばた内科クリニック 814-0175 福岡市早良区田村5-16-38 092-874-5630

早良区 加来内科・消化器科医院 814-0032 福岡市早良区小田部4-19-5 092-841-3811

早良区 上平川整形外科医院 814-0033 福岡市早良区有田7-21-14 092-833-5550

早良区 医療法人才全会　賀茂クリニック 814-0164 福岡市早良区賀茂4-28-1 092-874-1166

早良区 川原クリニック内科・胃腸内科・外科 814-0003 福岡市早良区城西1-5-25 092-831-6660

早良区 医療法人　北口内科消化器科医院 814-0174 福岡市早良区田隈2-34-18 092-864-5511

早良区 北島内科医院 814-0022 福岡市早良区原1-6-5 092-851-7030

早良区 きよかわ皮膚科クリニック 814-0022 福岡市早良区原4-4-15 092-831-0512

早良区 きよさわ眼科クリニック 814-0001 福岡市早良区百道浜4-13-1 092-843-6565

早良区 医療法人康整会　黒田整形外科医院 814-0165 福岡市早良区次郎丸5-7-9 092-872-1024

早良区 医療法人　ＫＭペインクリニック 814-0001 福岡市早良区百道浜4-1-4-Ａ101 092-833-5354

早良区 医療法人　啓林堂クリニック 814-0022 福岡市早良区原8-2-26 092-873-7877

早良区 医療法人　上月内科医院 814-0021 福岡市早良区荒江3-15-21 092-821-0188

早良区 ざいつ循環器・内科 814-0161 福岡市早良区飯倉7-29-15サニーサイドビル2F 092-866-5677

早良区 医療法人健恵会　酒井胃腸科・内科クリニック 814-0022 福岡市早良区原1-30-36 092-832-3131

早良区 さかうえ内科循環器科クリニック 814-0013 福岡市早良区藤崎1-1-47 092-841-8833

早良区 ささき内科・糖尿病クリニック 814-0002 福岡市早良区西新5-15-13 092-821-3500

早良区 医療法人　佐々木レディースクリニック 814-0015 福岡市早良区室見2-3-19 092-832-2285

早良区 さわらぐち胃腸肛門科クリニック 814-0013 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 医療法人　しばおクリニック 814-0001 福岡市早良区百道浜4-13-4 092-845-1122

早良区 医療法人　白石整形外科医院 814-0175 福岡市早良区田村4-28-26 092-865-0520

早良区 医療法人　城谷内科医院 814-0002 福岡市早良区西新4-8-28 092-841-2411

早良区 医療法人康栄会　菅医院 811-1103 福岡市早良区四箇6-14-5 092-812-3105

早良区 すこやかクリニック 814-0006 福岡市早良区百道1-25-10　レジアス百道１F 092-846-1722

早良区 医療法人　そう内科医院 814-0164 福岡市早良区賀茂2-26-18 092-863-5266

早良区 高木胃腸科内科医院 814-0011 福岡市早良区高取1-1-53 092-851-4587

早良区 高取レディスクリニック 814-0011 福岡市早良区高取1-3-20　ファインガーデン高取203 092-833-2390

早良区 医療法人　髙橋脳神経外科 814-0161 福岡市早良区飯倉7-1-7 092-866-0777

早良区 田北メモリーメンタルクリニック 814-0015 福岡市早良区室見5-13-8 092-832-6025

早良区 たけいち内科胃腸クリニック 814-0015 福岡市早良区室見2-15-27 092-852-1117

早良区 竹内産婦人科クリニック 814-0171 福岡市早良区野芥7-1-30 092-864-8080

早良区 たけとみ耳鼻咽喉科クリニック 814-0033 福岡市早良区有田5-23-27 092-873-8717

早良区 田中じゅんこ乳腺クリニック 814-0002 福岡市早良区西新4-9-35真栄ビル6F 092-852-7997

早良区 谷皮膚科医院 814-0002 福岡市早良区西新3-2-3-2F 092-821-3272

早良区 たにむらようこクリニック 814-0001 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 つかもと内科 814-0161 福岡市早良区飯倉3-31-14 092-832-5901

早良区 つつみ整形外科クリニック 814-0021 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 医療法人　としたに皮ふ科医院 814-0033 福岡市早良区有田7-21-16 092-843-1222

早良区 医療法人成志会　長澤医院 814-0161 福岡市早良区飯倉5-15-34 092-871-5320

早良区 なかしま内科 814-0171 福岡市早良区野芥4-2-16 092-407-3482

早良区 中野こどもクリニック 814-0175 福岡市早良区田村6-10-15 092-861-2550

早良区 医療法人　なかむら歯科医院 814-0161 福岡市早良区飯倉2-28-36 092-822-3838

早良区 医療法人健貢会　中山整形外科医院 814-0172 福岡市早良区梅林6-10-3 092-864-2299

早良区 なもと内科・胃腸クリニック 814-0031 福岡市早良区南庄5-11-15 092-834-5028

早良区 医療法人　なら林内科・循環器科医院 814-0032 福岡市早良区小田部1-13-7 092-841-5888

早良区 西新いこいクリニック 814-0002 福岡市早良区西新4-9-28-5F 092-852-1940

早良区 西新駅前こうのクリニック 814-0002 福岡市早良区西新4-8-38 2F 092-832-3350

早良区 医療法人才全会　西新クリニック 814-0002 福岡市早良区西新5-15-20 092-822-8998

https://aiko-kodomo.com/
https://akimoto-clinic.com/
https://kiyokawa-skin-clinic.jp/
https://www.annoura-seikei.com/
https://inamura-clinic.com/
http://umei-naika.com/
http://ezoeseikei.webmedipr.jp/
https://ogami-clinic.jp/
https://ohki-clinic.jp/
https://faa-otsuka.jp/
https://www.oya-clinic.jp/
http://ogata-sazan.jp/
https://obata-naika.jp/
http://www.kamihirakawa-seikeigeka-iin.com/
http://www.saizenkai.jp/kamo/
https://kawahara-fukuoka.com/
https://www.kitajimanaika.com/
https://kiyokawa-skin-clinic.jp/
https://www.kurodaseikei.org/index.html
http://kmpain.jp/
https://www.city.fukuoka.med.or.jp/map/a/sa/m23.htm
http://kouzukinaika.com/
https://www.zaitsu-clinic.com/
https://www.sakai-icho.jp/
https://sasacli.jp/
https://itp.ne.jp/info/409214738147230370/
http://sawaraguchi-cl.jp/
https://shibao-clinic.com/
http://shiraishi-seikei.jp/
https://takatori-clinic.com/
https://takahashinouge.com/
http://www.takita-clinic.sakura.ne.jp/
https://www.takeichi-clinic.com/
https://www.takeuchiclinic.jp/
https://www.taketomi-jibika.com/
http://tanaka-bc.com/
http://tanimura-yoko-clinic.com/
https://tsukamotoclinic.com/
https://www.nagasawa-iin.com/
http://www.nakashima-n.com/
https://www.nakano-c-c.com/
http://nakamurashika.info/
http://www.nakayama-seikei.net/
https://namoto-clinic.com/
http://www.ikoiclinic.com/
https://kohnocl.com/
http://www.saizenkai.jp/nishijin/


エリア 医療機関名 郵便番号 住所 ＴＥＬ

早良区 医療法人　西田たみお整形外科医院 814-0031 福岡市早良区南庄2-5-23 092-842-1075

早良区 西内科医院 814-0022 福岡市早良区原3-8-23 092-831-6181

早良区 医療法人　にのさかクリニック 814-0171 福岡市早良区野芥4-19-34 092-872-1136

早良区 医療法人　脳神経外科クリニック高木 814-0014 福岡市早良区弥生1-4-8 092-844-1211

早良区 医療法人心葉会　野中クリニック 814-0002 福岡市早良区西新4-3-22　ELKビル3Ｆ 092-851-8877

早良区 畑間内科クリニック 814-0021 福岡市早良区荒江2-6-11 092-844-7667

早良区 医療法人　八田内科医院 814-0032 福岡市早良区小田部4-7-13 092-843-4711

早良区 医療法人　浜本整形外科 811-1102 福岡市早良区東入部1-3-33 092-872-8611

早良区 医療法人原信会　原口病院循環器科内科 814-0032 福岡市早良区小田部6-11-15 092-822-0112

早良区 日吉内科消化器科医院 814-0033 福岡市早良区有田2-14-30 092-847-2388

早良区 医療法人　平野内科消化器科医院 814-0004 福岡市早良区曙2-1-7 092-831-3331

早良区 福岡歯科大学医科歯科総合病院 814-0193 福岡市早良区田村2-15-1 092-801-0466

早良区 福岡市立急患診療センター 814-0001 福岡市早良区百道浜1-6-9 092-847-1099

早良区 福岡大学西新病院 814-0005 福岡市早良区祖原15-7 092-831-1211

早良区 社会医療法人福西会　福西会病院 814-0171 福岡市早良区野芥1-2-36 092-861-2780

早良区 医療法人福光会　福田眼科病院 814-0013 福岡市早良区藤崎1-24-1 092-841-2345

早良区 ふじい耳鼻咽喉科クリニック 814-0013 福岡市早良区藤崎1-1-32 GATEHOPE藤崎3Ｆ 092-407-0365

早良区 藤崎メディカルクリニック 814-0013 福岡市早良区藤崎1-1-32　GATE HOPE藤崎2F 092-407-0315

早良区 フジタ内科消化器科医院 814-0022 福岡市早良区原7-4-7 092-865-5775

早良区 医療法人　ふじもとクリニック 814-0012 福岡市早良区昭代3-5-20 092-407-0970

早良区 藤𠮷レディースクリニック 814-0022 福岡市早良区原7-14-35　トニーコート弐番館1-A 092-874-7711

早良区 医療法人藤の樹会　干隈ひふ科・アレルギー科クリニック 814-0171 福岡市早良区野芥2-1-1 092-834-3802

早良区 医療法人まいこクリニック　まいこ小児科クリニック 814-0033 福岡市早良区有田5-23-25 092-874-0033

早良区 牧角内科クリニック 814-0011 福岡市早良区高取2-17-43-202 092-843-2257

早良区 医療法人　松口整形外科クリニック 814-0002 福岡市早良区西新4-9-35 092-844-1881

早良区 医療法人MALC　松口レディースクリニック 814-0163 福岡市早良区干隈3-14-1 092-861-5109

早良区 医療法人　松本小児科医院 814-0002 福岡市早良区西新4-8-16 092-821-6335

早良区 南川鍼灸・整骨院 814-0021 福岡市早良区荒江2-14-7 092-845-6327

早良区 医療法人　宮脇クリニック 814-0032 福岡市早良区小田部4-4-1 092-841-3636

早良区 医療法人　迎医院 814-0031 福岡市早良区南庄2-17-7 092-823-0113

早良区 医療法人　牟田口整形外科医院 811-1103 福岡市早良区四箇1-6-1 092-812-0088

早良区 医療法人社団誠和会　牟田病院 814-0163 福岡市早良区干隈3-9-1 092-865-2211

早良区 室見クリニック 814-0015 福岡市早良区室見1-12-1 092-821-2118

早良区 ももち浜クリニックTNC放送会館在宅診療所 814-0001 福岡市早良区百道浜2-3-2 TNC放送会館2F 092-846-0022

早良区 森口脳神経外科クリニック 814-0172 福岡市早良区梅林7-2-15 092-801-0700

早良区 矢野皮膚科泌尿器科医院 814-0013 福岡市早良区藤崎1-1-25 092-821-5161

早良区 医療法人　山口内科医院 814-0002 福岡市早良区西新5-14-45 092-821-2448

早良区 やまさき小児科 811-1101 福岡市早良区重留7-18-2 092-872-8030

早良区 医療法人　やまさき脳神経・内科クリニック 814-0165 福岡市早良区次郎丸4-9-10 092-874-0102

早良区 医療法人　吉村病院 814-0002 福岡市早良区西新3-11-27 092-841-0835

https://nishida-ortho-clinic.com/
http://www.drnino.jp/
http://clinic-takaki.com/
http://nonaka-clinic.pupu.jp/
https://hatama-naika.clinic/
http://hattanaika.or.jp/index.html
https://haraguchi-hp.com/
http://www.hirano-naika.jp/
https://www.fdcnet.ac.jp/hos/
https://www.nishijin.fukuoka-u.ac.jp/
https://fukuseikai-hp.com/
http://www.fukudaganka.jp/
https://www.fujii-ent.jp/
https://www.fujisakiclinic.com/
http://clinic-fujimoto.jp/
https://fujiyoshi-clinic.com/
http://hoshikuma.com/
https://www.maiko-clinic.com/
https://www.10man-doc.co.jp/hpinfo/makizumi-clinic/
https://www.matsuguchi-seikei.com/
https://www.malc.jp/
https://www.matsumoto-ped.com/
https://minamikawa-s.com/
http://www.miyawaki-clinic.jp/
https://mutaguchi-seikei.jp/「
https://seiwakai-hp.jp/
http://www.muromi-clinic.jp/
https://momochihama.jp/
http://moriguchinougeka.com/
https://www.fujisaki-ura.com/
https://www.yamaguchinaikaclinic.net/
https://fukuoka-syonika.com/
https://website2.infomity.net/8050000077/
https://www.hosp-yoshimura.com/

