
地域名 診療科目

麻・内・循 ひろかたクリニック 〒819-0002 福岡市西区姪の浜２－２３－２５

内・呼・小児 池田内科呼吸器科医院 〒819-0002 福岡市西区姪の浜３－３９－６

内 三宅クリニック 〒819-0002 福岡市西区姪の浜４－２－１

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

皮膚科 花田皮膚科医院 〒819-0002 福岡市西区姪の浜４－１９－３

歯科 小森歯科医院 〒819-0002 福岡市西区姪の浜４－９－１２

心療内科・精 心療内科あこアロマガーデンクリニック 〒819-0002 福岡市西区姪の浜４－８－２　えきマチ一丁目姪浜２階

内、リウマチ／膠原病専門外来(水) 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

循・内 阿南クリニック 〒819-0013 福岡市西区愛宕浜４－１－２０

内・消・リハ・外・小児 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

内・胃 中村クリニック 〒819-0014 福岡市西区豊浜１－２－１２

耳鼻咽喉科 りゅうとう耳鼻咽喉科医院 〒819-0014 福岡市西区豊浜１－１－１

歯科 近藤歯科医院 〒819-0015 福岡市西区愛宕２－１６－１２

内・糖尿・甲状腺 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

内・胃 松本内科胃腸科 〒819-0006 福岡市西区姪浜駅南１－４－１

泌尿器科 黒住泌尿器科医院 〒819-0006 福岡市西区姪浜駅南１－４－２１

整・リハ 前田ごう整形外科 〒819-0006 福岡市西区姪浜駅南３－１５－１８

リウマチ科・リハ・整 田所整形外科クリニック 〒819-0006 福岡市西区姪浜駅南２－１－３７

内浜 内・小児・神 ときつ医院 〒819-0005 福岡市西区内浜２－６－７

下山門 内・血液内科・糖尿 岡村内科クリニック 〒819-0052 福岡市西区下山門３－１－９　セラピア下山門１階

内・消・小児 医療法人 緒方内科医院 〒819-0031 福岡市西区橋本２－１７－３１

胃・外・リハ・内 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

内・糖尿 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

整・リハ 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

横浜・今津 内 大内医院 〒819-0166 福岡市西区横浜１－１９－１

田尻 外・内 森本医院 〒819-0383 福岡市西区大字田尻１５３９－１

西浦・宮浦 内・循・小児 医療法人 木下会 久保田クリニック 〒819-0203 福岡市西区大字小田５１－１

徳永 内・循・呼 安藤内科・循環器科クリニック 〒819-0375 福岡市西区西都１－７－３６

能古 内・小児 能古診療所 〒819-0012 福岡市西区能古７２５－２

石丸 外・消・リハ・呼 手島クリニック 〒819-0025 福岡市西区石丸２－１６－１３

内 すこやかクリニック 〒814-0006 福岡市早良区百道１－２５－１０

内・循 医療法人 信愛会 重松クリニック 〒814-0006 福岡市早良区百道１－１－４

麻・リハ・ペインクリニック(痛みの外来) ＫＭペインクリニック 〒814-0001 福岡市早良区百道浜４－１－４

循・内・小児 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

内・胃 髙木胃腸科内科医院 〒814-0011 福岡市早良区高取１－１－５３

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

呼・内・アレ 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　ファインガーデン高取２０４

内・循・胃 うめい内科医院 〒814-0012 福岡市早良区昭代３－５－１５

内・腎臓内科・糖尿 まことクリニック 〒814-0012 福岡市早良区昭代３－７－４０　ＳＪＲ高取１階

眼科 藤嶋眼科クリニック 〒814-0015 福岡市早良区室見１－２２－１５　コメジビル２階

精 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

整・リハ・リウマチ科 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

内・循 医療法人 迎医院 〒814-0031 福岡市早良区南庄２－１７－７

内・小児 光安内科医院 〒814-0031 福岡市早良区南庄５－２－１

内・胃・小児 西内科医院 〒814-0022 福岡市早良区原３－８－２３

整・リハ 医療法人 くわの整形外科クリニック 〒814-0022 福岡市早良区原３－７－７

田村 内・神・リハ・感染症 おばた内科クリニック 〒814-0175 福岡市早良区田村５－１６－３８

飯倉・干隈 呼・消・循・リハ 医療法人 干隈すみれ内科クリニック 〒814-0163 福岡市早良区干隈５－３０－５

野芥 内・小児 医療法人 草野医院 〒814-0171 福岡市早良区野芥３－１４－５

荒江 胃・外・肛門科・整 医療法人 盛和会 神代医院 〒814-0021 福岡市早良区荒江２－１５－１０

福浜・伊崎 内・神 伊崎内科神経科クリニック 〒810-0067 福岡市中央区伊崎９－６

荒戸 内 ひろた内科クリニック 〒810-0062 福岡市中央区荒戸２－４－１４

神・内 まち神経内科クリニック 〒810-0063 福岡市中央区唐人町１－５－１－３Ｆ

内・循 香江医院 〒810-0063 福岡市中央区唐人町１－１２－１２

鳥飼 内・胃・呼 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

今川 内・胃 藤見胃腸科内科医院 〒810-0054 福岡市中央区今川２－１－１５

天神 糖尿・内 医療法人　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２階

消・肝臓内科・内 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１階

内・呼・胃 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

舞鶴 内・消・肝臓 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　ジブラルタ生命ビル２階

南区 向新町 整・リハ 医療法人 堺整形外科医院　福岡スポーツクリニック 〒811-1345 福岡市南区向新町１－１３－４３

原田 内・循 ふれあいハートクリニック 〒812-0063 福岡市東区原田２－２１－９

名島 内・老年内科・心療内科・精 医療法人 すずらん会 たろうクリニック 〒813-0043 福岡市東区名島１－１－３１

糸島市 南風台 内・小児・消・循・アレ・リハ 医療法人 田中みのる内科 〒819-1137 糸島市南風台８－４－１０
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今宿・西都

内：内科、糖尿：糖尿病内科、神：神経内科、循：循環器科、呼：呼吸器科、アレ：アレルギー科、胃：胃腸科、外：外科、消：消化器科、整：整形外科、精神科：精、リハ：リハビリテーション科、小児：小児科、麻：麻酔科
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原・原団地

壱岐・野方・橋本


