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午前 午後 午前 午後

早良 菅医院 811-1103 四箇6-14-5 812-3105 9時～12時 14時～18時 月～土 月火・金 × 不要 × 受付（月・火・金）午後：17時まで

早良 福西会南病院 811-1122 早良1-5-55 804-3300 なし 13時半～17時 なし 水 × 要 × 診療）第1・3・4水曜　　　休診）第2水曜

早良 ＫＭペインクリニック 814-0001
百道浜4-1-4

アルティコートA101
833-5354 9時半～12時半 14時～17時半 月～金 月・水・金 × 要 × 休診）第4木曜

早良
ももち浜クリニック

TNC放送会館在宅診療所
814-0001

百道浜2-3-2
TNC放送会館2Ｆ

846-0022 9時～12時 12時～18時 月～金 月～金 × 不要 ○ 昼休みなし

早良 しばおクリニック 814-0001 百道浜4-13-4 845-1122 8時半～12時半 14時～17時半 月～土 月～水・金 × 不要 × 木）午前：8時半～12時　　

早良 山口内科 814-0002 西新5-14-45 821-2448 9時～12時 14時～18時半 月～土 月～土 × 不要 × 土）午後：13時～16時半

早良 大神内科クリニック 814-0011 高取1-3-20-204 821-0053 9時～12時半 14時～18時 月～土 月火・木金 × 要 × -

早良 ふじもとクリニック 814-0012 昭代3-5-20 407-0970 8時半～12時 14時～17時 月～土 月・水～土 × 不要 × 休診）第3土曜日

早良 さかうえ内科・循環器科 814-0013 藤崎1-1-47 841-8833 9時～13時 14時～16時 月～土 月火・木金 × 不要 × 水・土）午前：9時～14時

早良 畑間内科クリニック 814-0021 荒江2-6-11 844-7667 9時～13時 14時～18時 月～土 月火・木金 × 要 × -

早良 北島内科医院 814-0022 原1-6-5 851-7030 9時～13時 13時～18時 月～土 月～金 × 不要 × 木）午後：13時～17時半　　

早良 啓林堂クリニック 814-0022 原8-2-26 873-7877 9時～12時半 14時～18時 月～土 月火・木金 × 不要 × 月）午後：14時～17時50分

早良 フジタ内科・消化器科医院 814-0022 原7-4-7 865-5775 9時～13時 14時～18時 月～土 月～水・金 × 不要 × -

早良 吉住内科 814-0022 原6-29-10 862-0688 9時～12時半 14時～18時 月～土 月火・木～土 × 不要 × 土）16時まで受付

早良 つづきクリニック 814-0022 原4-4-15 831-7781 8時半～12時半 13時半～17時半 月～土 月～金 × 不要 × 水）午後：14時半～17時半

早良 迎医院 814-0031 南庄2-17-7 823-0113 9時～12時半 14時半～17時半 月～土 月火・木金 × 不要 × -

早良 皆川クリニック 814-0031 南庄6-10-15 823-0855 9時～11時半 14時～17時半 月～水・金～日 月～水・金土 × 不要 × 土）午後：14時～16時

早良 おおやこどもクリニック 814-0031 南庄3-6-30 834-5608 9時～12時半 14時～18時 月～土 月～水・金 × 要 × 木）9時～12時　　土）9時～13時

早良 八田内科医院 814-0032 小田部4-7-13 843-4711 9時～13時 14時～17時半 月・金土 火 × 要 × 左記診療日以外の実施については要問合せ

早良 原口病院循環器科内科 814-0032 小田部6-11-15 822-0112 8時半～12時半 13時半～17時 月～土 月～金 × 不要 ー -

早良 池尻裕一クリニック 814-0033 有田1-34-8 847-1155 9時～12時半 14時～18時 月～土 月火・金 × 要 × 水）午後：往診のみ　　土）9時～15時（昼休みなし）
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早良 たけとみ耳鼻咽喉科クリニック 814-0033 有田5-23-27 873-8717 9時～12時半 14時～18時 月～水・金土 月～水・金 × 不要 × 土）9時～14時

早良 ざいつ循環器・内科 814-0161
飯倉7-29-15

サニーサイドビル2階
866-5677 9時～12時 14時～18時 月～土 月～水・金 × 要 ×

完全予約制
木・土）9時～13時　火・金）14時～20時

早良 干隈すみれ内科クリニック 814-0163 干隈5-30-5 801-3222 9時～12時半 14時～18時 月～水・金土 月～水・金 × 不要 ×
木）夕診：16時～19時
受付）診療終了時間の30分前まで

早良 牟田病院 814-0163 干隈3-9-1 865-2211 9時～13時 なし 金 なし × 要 × -

早良 そう内科医院 814-0164 賀茂2-26-18 863-5266 9時～12時半 14時半～18時 月～土 月火・木金 × 不要 × -

早良 やすだクリニック 814-0165 次郎丸3-22-8 407-5000 9時～12時半 14時～17時半 月～土 月火・木金 × 不要 × -

早良 おおつかクリニック 814-0165
次郎丸2-10-43

次郎丸クリニックビル2Ｆ
874-8171 9時～12時半 14時～18時 火水・金土 木 × 要 × -

早良 なかしま内科 814-0171 野芥4-2-16 407-3482 9時～12時半 14時～18時 月～土 月～金 × 不要 × -

早良 福西会病院 814-0171 野芥1-2-36 861-2780 なし 13時半～17時 なし 月～金 × 不要 × 受付）午後：16時半まで

早良 土器医院 814-0175 田村6-7-16 862-2777 9時～12時半 14時～18時 なし 月～土 × 要 × 土）午後：14時～16時

早良 おばた内科クリニック 814-0175 田村5-16-38 874-5630 9時～12時半 14時～18時 月～土 月火・木金 × 不要 × -

早良 井上内科クリニック 814-0175 田村7-7-2 801-5101 8時半～12時半 13時半～17時半 月～土 月火・木金 × 不要 × -
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