熊本県
（令和元年度）実施機関一覧表
実施機関名

所在地

電話番号

熊本市医師会ヘルスケアセンター

熊本県熊本市中央区本荘5-15-12

096-366-2711

石原外科胃腸科医院

熊本県熊本市南区八幡7-3-14

096-357-9201

戸山・横田医院

熊本県熊本市東区小峯2-5-33

096-365-2222

小山内科クリニック

熊本県熊本市中央区城東町4-7 ｸﾞﾗﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ熊本ﾋﾞﾙ2F

096-322-5809

楢原医院

熊本県熊本市南区近見2-14-1

096-354-5768

土井内科胃腸科医院

熊本県熊本市南区砂原町341

096-227-1818

花畑クリニック

熊本県熊本市中央区花畑町1-5

096-324-2861

みとま神経内科クリニック

熊本県熊本市中央区新大江2-5-12

096-372-3133

牧内科循環器科医院

熊本県熊本市南区川尻1-1-1

096-357-9007

石神クリニック

熊本県熊本市西区出町2-15

096-322-6018

藤好クリニック

熊本県熊本市中央区古川町25-1

096-353-2233

せんだメディカルクリニック

熊本県熊本市中央区島崎1-32-1

096-356-8223

なかがわ内科クリニック

熊本県熊本市中央区横手1-8-5

096-325-5050

あきた病院

熊本県熊本市南区会富町1120

096-227-1611

かたおか整形外科・リウマチ科

熊本県熊本市西区城山下代3-1-6

096-329-2222

おがた小児科

熊本県熊本市西区花園5-24-89

096-326-5411

いずみ整形外科

熊本県熊本市南区鳶町2-8-11

096-358-7000

緒方脳神経外科医院

熊本県熊本市西区池田1-14-82

096-353-5300

豊田消化器外科医院

熊本県熊本市東区江津1-30-20

096-371-4835

古賀クリニック

熊本県熊本市中央区本山4-1-43

096-324-1201

ヤマサキ胃腸科クリニック

熊本県熊本市南区馬渡2-12-21

096-379-6151

牧野皮膚科医院

熊本県熊本市中央区水前寺1-17-17

096-340-8002

井内科クリニック

熊本県熊本市中央区水前寺4-30-23

096-383-0291

みねとまクリニック

熊本県熊本市北区武蔵ヶ丘2-1-30

096-337-3370

おかもとクリニック

熊本県熊本市東区月出2-4-1

096-386-5553

ふじの医院

熊本県熊本市南区良町1-6-36

096-214-8990

北部脳神経外科・神経内科

熊本県熊本市北区楠野町1067-1

096-275-2468

寺尾病院

熊本県熊本市北区小糸山町759

096-272-0601

とくべ内科クリニック

熊本県熊本市東区長嶺東8-1-47

096-380-1030

桜十字熊本東病院

熊本県熊本市東区三郎1-12-25

096-383-5555

大林新地クリニック

熊本県熊本市北区清水新地7-9-22

096-386-3337

田上病院

熊本県熊本市中央区南千反畑町10-3

096-354-5885

川尻尾﨑内科

熊本県熊本市南区川尻5-1-62

096-357-9115

とくなが内科胃腸科外科クリニック

熊本県熊本市東区若葉1-35-11

096-368-2896

蛇島肛門科外科

熊本県熊本市中央区出水1-6-13

096-364-2002

小貫医院

熊本県熊本市北区龍田5-10-43

096-338-0711

すどう・きたの医院

熊本県熊本市中央区新大江1-5-13

096-364-3635

竹下外科整形外科医院

熊本県熊本市中央区大江5-4-24

096-372-6411

小堀胃腸科外科

熊本県熊本市中央区黒髪2-32-3

096-344-1001

朝日野総合病院

熊本県熊本市北区室園町12-10

096-341-5075

サキサカ病院

熊本県熊本市中央区新町2-10-27

096-326-0303

みわクリニック

熊本県熊本市中央区帯山5-8-22

096-381-6666

田島内科クリニック

熊本県熊本市中央区南千反畑町11-1

096-325-3888

橋本整形外科内科

熊本県熊本市北区改寄町2380-5

096-272-0052

大林内科医院

熊本県熊本市中央区内坪井町10-13

096-352-0045

八景水谷クリニック

熊本県熊本市北区八景水谷1-31-16

096-344-8811

天神内科医院

熊本県熊本市中央区大江6-22-22

096-366-2233

柏田内科クリニック

熊本県熊本市中央区坪井3-1-44

096-343-2555

熊本県1

実施機関名

所在地

電話番号

山田内科医院

熊本県熊本市東区保田窪本町16-35

096-382-2700

小野・出来田内科医院

熊本県熊本市中央区横手1-2-121

096-355-7532

内尾土井クリニック

熊本県熊本市中央区山崎町8-11

096-352-3031

浜崎医院

熊本県熊本市中央区新町2-9-6

096-352-0556

水前寺内科循環器科

熊本県熊本市中央区水前寺4-19-24

096-384-1058

白石内科医院

熊本県熊本市中央区桜町2-22

096-325-6630

さとう胃腸内科クリニック

熊本県熊本市北区西梶尾町452-3

096-245-0093

川口消化器内科

熊本県熊本市東区新南部2-7-58

096-382-3100

長嶺南クリニック

熊本県熊本市東区月出7-1-12

096-387-0803

鶴田病院

熊本県熊本市東区保田窪本町10-112

096-382-0500

はせがわクリニック

熊本県熊本市西区春日7-19-38

096-322-7701

青磁野リハビリテーション病院

熊本県熊本市西区島崎2-22-15

096-312-1332

表参道吉田病院

熊本県熊本市中央区北千反畑町2-5

096-343-6161

池田内科医院

熊本県熊本市西区城山下代3-1-2

096-329-8818

鶴田胃腸科内科医院

熊本県熊本市中央区坪井1-9-26

096-343-2801

中熊内科胃腸科外科医院

熊本県熊本市南区並建町518

096-227-0023

かねみつ胃腸科外科医院

熊本県熊本市西区新土河原2-3-43

096-326-1500

松元整形･外科

熊本県熊本市北区飛田4-10-10

096-345-3993

砥上内科胃腸科医院

熊本県熊本市中央区黒髪6-27-1

096-345-8211

福光内科循環器科

熊本県熊本市中央区新大江2-23-22

096-362-2228

直海内科クリニック

熊本県熊本市中央区本山町78

096-352-6631

村上内科循環器科医院

熊本県熊本市中央区本山4-1-15

096-353-6201

宮脇クリニック

熊本県熊本市中央区出水5-11-24

096-366-3181

立石内科

熊本県熊本市西区春日1-8-23-1

096-322-6565

重永内科クリニック

熊本県熊本市西区上代1-19-6

096-322-3355

川原胃腸科内科

熊本県熊本市中央区新町3-9-10

096-352-0945

成田クリニック

熊本県熊本市東区江津1-1-1

096-363-7771

永知医院

熊本県熊本市西区春日1-3-8

096-353-5087

よしむた総合診療所

熊本県熊本市東区小山6-10-15

096-380-5442

おがた胃腸科内科

熊本県熊本市南区平田1-13-6

096-212-3933

出町内科

熊本県熊本市西区出町5-38

096-322-7752

阿部内科医院

熊本県熊本市中央区本荘6-12-14

096-362-4008

熊本循環器科病院

熊本県熊本市南区御幸笛田2-15-6

096-378-0345

三浦内科クリニック

熊本県熊本市中央区中央街1-27

096-323-0732

おおゆみクリニック

熊本県熊本市北区楡木2-11-56

096-339-3066

橋口医院

熊本県熊本市中央区渡鹿5-17-26

096-364-2821

北部病院

熊本県熊本市北区四方寄町1281-3

096-245-1115

県庁前クリニック

熊本県熊本市中央区水前寺6-23-15

096-385-7168

福山整形外科医院

熊本県熊本市中央区水道町1-23 加地ﾋﾞﾙ5F

096-353-3810

桜町クリニック

熊本県熊本市中央区桜町2-17 第2甲斐田ﾋﾞﾙ1F

096-312-1900

ともクリニック

熊本県熊本市中央区安政町1-25 石澤ﾋﾞﾙ4F

096-355-2387

南部中央病院

熊本県熊本市南区南高江6-2-24

096-357-3322

しみず整形外科内科クリニック

熊本県熊本市南区出仲間6-11-1

096-378-1822

御幸病院

熊本県熊本市南区御幸笛田6-7-40

096-378-1166

桜十字病院

熊本県熊本市南区御幸木部1-1-1

096-378-1182

比企病院

熊本県熊本市東区尾ノ上3-1-34

096-381-5151

水前寺胃腸科外科

熊本県熊本市中央区水前寺3-3-28

096-384-1930

八木産婦人科医院

熊本県熊本市中央区水前寺1-19-5

096-383-2311

宇土内科胃腸科医院

熊本県熊本市中央区国府1-19-5

096-364-7175

原口胃腸科内科クリニック

熊本県熊本市南区田迎4-8-12

096-370-2088

武藤眼科・大久保内科

熊本県熊本市中央区子飼本町1-18

096-343-3510

熊本県2

実施機関名

所在地

電話番号

山田外科クリニック

熊本県熊本市中央区草葉町2-31

096-352-5994

佐藤医院

熊本県熊本市西区上熊本3-2-10

096-355-0200

髙田千年クリニック

熊本県熊本市中央区新町1-8-17

096-351-3005

三和クリニック

熊本県熊本市西区城山下代3-6-1

096-329-6777

熊本博愛病院

熊本県熊本市北区楠6-6-60

096-338-7117

片岡産婦人科医院

熊本県熊本市北区龍田4-30-45

096-339-1103

渡辺医院

熊本県熊本市東区画図町下無田1465-1

096-378-7330

斉藤寿外科医院

熊本県熊本市北区高平2-25-36

096-344-7982

武藤泌尿器科クリニック

熊本県熊本市東区東野2-2-1

096-365-0511

足立・有馬小児科神経内科

熊本県熊本市東区長嶺東4-2-1

096-349-1717

水上医院

熊本県熊本市中央区黒髪6-9-20

096-343-2913

たけの胃腸科内科

熊本県熊本市南区野口2-12-1

096-320-2555

前田内科胃腸科小児科クリニック

熊本県熊本市北区清水本町4-3

096-343-4204

杉野クリニック

熊本県熊本市西区春日7-19-7

096-352-8247

堀尾内科医院

熊本県熊本市西区河内町船津2945-1

096-276-1515

しまさきバス通り総合内科クリニック

熊本県熊本市西区島崎2-8-20

096-288-4149

佐田クリニック

熊本県熊本市中央区渡鹿4-10-7

096-372-5577

すえふじ医院

熊本県熊本市中央区出水1-5-38

096-375-0375

平成とうや病院

熊本県熊本市南区出仲間8-2-15

096-379-0108

桜木頭痛クリニック

熊本県熊本市東区桜木4-17-17

096-277-7070

安政町メディカルクリニック

熊本県熊本市中央区安政町6-28

096-356-0333

坂本内科循環器科医院

熊本県熊本市東区江津2-26-20

096-366-2580

慈恵病院

熊本県熊本市西区島崎6-1-27

096-355-6131

石川整形外科リウマチ科

熊本県熊本市南区田井島2-3-47

096-379-6800

てつクリニック

熊本県熊本市北区麻生田2-14-22

096-339-2200

そのだ脳神経外科消化器内科

熊本県熊本市東区画図町所島135-1

096-379-3888

いずみクリニック 胃腸科・内科

熊本県熊本市東区東本町3-15

096-365-9000

上熊本内科

熊本県熊本市西区上熊本1-3-4

096-325-1331

桑原クリニック

熊本県熊本市中央区南熊本2-11-27

096-362-3511

慶徳加来病院

熊本県熊本市中央区練兵町98

096-322-2611

聖アンナレディスクリニック

熊本県熊本市中央区帯山4-2-82

096-381-9670

前田胃腸科内科クリニック

熊本県熊本市東区長嶺南1-6-26

096-386-8686

嶋田病院

熊本県熊本市中央区練兵町24

096-324-3515

くまもと成仁病院

熊本県熊本市東区戸島2-3-15

096-380-7011

魚返外科胃腸科医院

熊本県熊本市東区三郎2-1-17

096-381-0805

有明海リハビリテーションクリニック

熊本県熊本市南区奥古閑町4375-3

096-223-2175

イエズスの聖心病院

熊本県熊本市西区上熊本2-11-24

096-352-7181

江南病院

熊本県熊本市中央区渡鹿5-1-37

096-375-1112

杉村病院

熊本県熊本市中央区本荘3-7-18

096-372-3322

原口循環器科内科医院

熊本県熊本市東区保田窪2-1-4

096-383-3880

山下内科医院

熊本県熊本市西区二本木1-2-30

096-322-6511

やましろ病院

熊本県熊本市中央区坪井1-3-46

096-343-1200

菅医院

熊本県熊本市中央区新町4-1-24

096-352-0849

稲葉内科医院

熊本県熊本市西区花園1-20-60

096-352-3427

城北胃腸科内科クリニック

熊本県熊本市北区高平3-14-35

096-341-5050

さくらクリニック

熊本県熊本市北区麻生田5-13-8

096-337-3677

野津原内科医院

熊本県熊本市中央区黒髪6-1-23

096-343-0720

あだち内科胃腸科

熊本県熊本市北区龍田7-36-40

096-338-1888

林田クリニック

熊本県熊本市中央区萩原町3-21

096-379-7755

つるはらクリニック

熊本県熊本市東区上南部2-4-2

096-227-7100

外科眼科 何医院

熊本県熊本市南区幸田2-7-30

096-378-5171

熊本県3

実施機関名

所在地

電話番号

春日クリニック

熊本県熊本市西区春日3-25-1

096-351-7151

きたの胃腸科内科クリニック

熊本県熊本市東区東本町1-43

096-367-2525

田島医院

熊本県熊本市西区田崎3-1-25

096-352-2433

熊本内科病院

熊本県熊本市中央区手取本町7-1

096-356-5500

島崎井上クリニック

熊本県熊本市西区島崎4-11-19

096-322-8333

北熊本井上産婦人科医院

熊本県熊本市北区鶴羽田1-14-27

096-345-3911

片瀨内科医院

熊本県熊本市中央区八王寺町36-41

096-379-3111

福島循環器科内科医院

熊本県熊本市東区健軍1-10-2

096-367-9655

清ら内科産婦人科医院

熊本県熊本市東区西原2-11-3

096-382-3388

イオンタウン田崎 総合診療クリニック

熊本県熊本市西区田崎町380 ｲｵﾝﾀｳﾝ田崎2F

096-353-2200

上村内科クリニック

熊本県熊本市中央区上京塚町4-1

096-382-3888

前田内科医院

熊本県熊本市中央区上水前寺1-1-26

096-381-2548

小沢医院

熊本県熊本市中央区南熊本4-3-20

096-371-2231

室原内科小児科

熊本県熊本市中央区国府1-11-9

096-364-3080

菊南病院

熊本県熊本市北区鶴羽田3-1-53

096-344-1711

近見医院

熊本県熊本市南区近見8-14-55

096-358-1008

六反田内科・循環器科

熊本県熊本市南区島町4-14-30

096-358-6010

西村内科・脳神経外科病院

熊本県熊本市中央区南熊本2-7-7

096-363-5111

東部クリニック

熊本県熊本市東区秋津新町1-28

096-369-3331

あいこう泌尿器科・内科クリニック

熊本県熊本市南区良町1-22-5

096-334-2700

福田病院

熊本県熊本市中央区新町2-2-6

096-322-2995

宮津内科クリニック

熊本県熊本市中央区水前寺6-45-3

096-223-7231

まちの胃腸科外科

熊本県熊本市東区東野2-4-6

096-369-8071

庄野循環器科内科医院

熊本県熊本市東区健軍4-5-4

096-331-3777

清水まんごくクリニック

熊本県熊本市北区清水万石4-1-5

096-341-1325

津野田内科医院

熊本県熊本市東区東京塚町1-32

096-381-5259

三宅クリニック

熊本県熊本市西区小島3-39-3

096-329-5600

三嶋内科

熊本県熊本市北区武蔵ヶ丘8-4-61

096-339-6000

前野胃腸科クリニック

熊本県熊本市南区平成2-7-21

096-370-1511

水前寺脳神経外科医院

熊本県熊本市中央区水前寺3-30-40

096-384-0186

しまだ内科クリニック

熊本県熊本市中央区黒髪5-4-48

096-341-1360

沢田内科医院

熊本県熊本市中央区帯山4-21-22

096-382-6401

竹下内科医院

熊本県熊本市中央区大江5-4-6

096-211-5171

もとむら小児クリニック

熊本県熊本市東区新外4-6-8

096-365-7711

赤坂クリニック

熊本県熊本市東区新外3-9-67

096-367-6980

服部胃腸科

熊本県熊本市中央区新町2-12-35

096-325-2300

石原・伊牟田内科

熊本県熊本市中央区水前寺2-19-8

096-383-3448

末次内科

熊本県熊本市西区上高橋2-13-6

096-329-4755

島津クリニック

熊本県熊本市西区春日7-16-8

096-354-1525

胃腸科・内科こうせいクリニック

熊本県熊本市南区白藤1-21-91

096-357-5511

後藤内科クリニック

熊本県熊本市南区御幸笛田4-14-23

096-370-1110

木村胃腸科内科医院

熊本県熊本市南区八幡11-7-1

096-357-5221

緒方消化器内科

熊本県熊本市中央区通町23

096-353-2361

柴田内科・柴田整形外科

熊本県熊本市中央区内坪井町2-5

096-359-1231

南熊本病院

熊本県熊本市中央区南熊本3-7-27

096-366-1268

芹川消化器内科クリニック

熊本県熊本市東区栄町4-18

096-368-3926

こう内科循環器科医院

熊本県熊本市南区田迎6-11-43

096-379-2323

熊本託麻台リハビリテーション病院

熊本県熊本市中央区帯山8-2-1

096-381-5111

岡﨑クリニック

熊本県熊本市東区下南部3-3-14

096-385-0055

小山胃腸科内科クリニック

熊本県熊本市中央区水前寺公園28-39

096-381-7273

西部脳神経外科内科

熊本県熊本市西区上代7-29-20

096-329-6611

熊本県4

実施機関名

所在地

電話番号

山本内科クリニック

熊本県熊本市東区健軍本町11-6

096-331-5511

平岡内科クリニック

熊本県熊本市東区長嶺西1-6-95

096-340-8617

魚住クリニック

熊本県熊本市中央区出水7-36-25

096-370-7111

くわみず病院附属 平和クリニック

熊本県熊本市中央区本荘2-15-18

096-371-4751

くわみず病院

熊本県熊本市中央区神水1-14-41

096-381-2630

かじお温泉クリニック

熊本県熊本市北区梶尾町1700-1

096-346-3300

くわみず病院附属 くすのきクリニック

熊本県熊本市北区龍田5-1-41

096-339-0187

白山あらき胃腸科肛門科内科

熊本県熊本市中央区菅原町7-12

096-363-8880

西村内科医院

熊本県熊本市東区花立1-4-10

096-214-7001

千場内科クリニック

熊本県熊本市北区清水新地1-5-38

096-343-8988

本庄内科病院

熊本県熊本市東区新外3-9-1

096-368-2811

森川レディースクリニック

熊本県熊本市中央区水前寺6-31-1

096-381-4115

熊本機能病院

熊本県熊本市北区山室6-8-1

096-345-8111

やん胃腸科外科医院

熊本県熊本市西区上熊本3-16-18

096-351-1377

戸島中央クリニック

熊本県熊本市東区戸島西1-27-26

096-367-6000

みつぐまち診療所

熊本県熊本市北区貢町135

096-323-6122

西日本病院

熊本県熊本市東区八反田3-20-1

096-380-1111

山口病院

熊本県熊本市西区田崎3-1-17

096-356-0666

あけぼのクリニック

熊本県熊本市南区白藤5-1-1

096-358-7211

あけぼの第２クリニック

熊本県熊本市中央区本山3-1-2

096-353-2510

武蔵ヶ丘病院

熊本県熊本市北区楠7-15-1

096-339-1161

東病院

熊本県熊本市南区出仲間5-2-2

096-378-2222

西村クリニック

熊本県熊本市北区武蔵ヶ丘9-3-11

096-337-6600

大塚内科

熊本県熊本市東区花立5-1-36

096-365-7855

秋津レークタウンクリニック

熊本県熊本市東区秋津町秋田3441-20

096-368-6007

井病院

熊本県熊本市中央区八王寺町27-11

096-379-4600

河本内科小児科クリニック

熊本県熊本市北区徳王1-7-1

096-323-6300

川口内科クリニック

熊本県熊本市東区湖東1-2-19

096-214-0055

三隅医院

熊本県熊本市南区川尻4-7-33

096-357-9446

松本外科内科医院

熊本県熊本市中央区新市街12-5

096-352-0338

たなか益田クリニック

熊本県熊本市西区上熊本2-12-28

096-352-0131

本多内科医院

熊本県熊本市中央区帯山3-8-61

096-381-2552

中嶋内科

熊本県熊本市北区硯川町1134

096-245-0005

下田内科クリニック

熊本県熊本市北区鶴羽田3-14-23

096-345-5015

外科内科 池田医院

熊本県熊本市中央区八王寺町12-31

096-378-2231

中川クリニック

熊本県熊本市中央区安政町3-4-NTビル2F

096-356-6636

大腸肛門科上野クリニック

熊本県熊本市中央区本荘町671-1

096-371-2020

上原胃腸科外科小児科クリニック

熊本県熊本市北区武蔵ヶ丘1-8-23

096-337-3884

たかき消化器内科

熊本県熊本市東区花立2-6-8

096-331-3113

帯山中央病院

熊本県熊本市中央区帯山4-5-18

096-382-6111

たしま外科内科医院

熊本県熊本市西区田崎2-2-48

096-355-6900

三の宮内科泌尿器科医院

熊本県熊本市北区龍田1-16-1

096-338-3511

大腸肛門病センター高野病院

熊本県熊本市中央区大江3-2-55

096-320-6510

くまもと成城病院

熊本県熊本市北区室園町10-17

096-344-3311

新町いえむらクリニック

熊本県熊本市中央区新町1-7-15

096-353-5656

森永上野胃・腸・肛門科

熊本県熊本市中央区坪井6-22-1

096-346-0111

メディカルスクエア 九品寺クリニック

熊本県熊本市中央区九品寺5-15-13

096-364-1777

山城外科胃腸科

熊本県熊本市北区武蔵ヶ丘4-10-10

096-338-2676

小島内科小児科医院

熊本県熊本市中央区帯山5-25-27

096-381-9852

日赤通り 谷﨑ＭＡクリニック

熊本県熊本市中央区帯山8-1-11

096-374-7878

ゆのはら産婦人科医院

熊本県熊本市中央区南熊本5-9-3

096-372-1110

熊本県5

実施機関名

所在地

電話番号

仁誠会クリニック黒髪

熊本県熊本市中央区黒髪6-29-37

096-345-6533

仁誠会クリニック新屋敷

熊本県熊本市中央区新屋敷1-14-2

096-211-5151

仁誠会クリニックながみね

熊本県熊本市東区戸島西2-3-10

096-331-2211

もりの木クリニック

熊本県熊本市東区長嶺南3-8-112

096-387-3212

川野病院

熊本県熊本市中央区大江6-25-1

096-366-3275

くまなんヒコクリニック

熊本県熊本市中央区萩原町17-17-1F

096-370-2000

さめしま整形外科医院

熊本県熊本市中央区妙体寺町3-1

096-345-3645

前田内科医院

熊本県熊本市中央区白山2-11-16

096-364-3952

くまもと麻酔科クリニック

熊本県熊本市東区沼山津1-3-1

096-360-0500

たつだ整形外科

熊本県熊本市北区龍田1-16-7

096-249-4777

なかむらファミリークリニック

熊本県熊本市北区武蔵ヶ丘7-1-1

096-339-1711

山口胃腸科

熊本県熊本市東区三郎1-14-23

096-349-8336

桜間脳神経外科

熊本県熊本市中央区妙体寺町5-2

096-343-2511

はくざんクリニック

熊本県熊本市中央区菅原町1-18

096-364-6060

アクアつかさクリニック

熊本県熊本市北区鶴羽田1-14-1

096-345-0680

よもぎクリニック

熊本県熊本市北区四方寄町1411-9

096-275-6088

松原リウマチ科整形外科

熊本県熊本市東区月出5-3-15

096-214-0551

熊本田崎クリニック

熊本県熊本市西区田崎2-5-30

096-211-0011

しばた内科胃腸科

熊本県熊本市北区清水岩倉1-1-11

096-344-3111

宮本内科小児科医院

熊本県熊本市中央区細工町4-21

096-325-7100

村田外科・胃腸科・ひふ科医院

熊本県熊本市中央区本山1-5-16

096-356-3232

水前寺 とうや病院

熊本県熊本市中央区水前寺5-2-22

096-384-2288

片岡内科医院

熊本県熊本市南区八幡11-18-8

096-357-8155

水本整形外科・いわした内科

熊本県熊本市中央区国府2-17-34

096-362-3311

聖ヶ塔病院

熊本県熊本市西区河内町船津897

096-276-1151

浦本医院

熊本県熊本市西区春日2-11-16

096-352-2960

九州記念病院

熊本県熊本市中央区水前寺公園3-38

096-383-2121

八王寺町クリニック

熊本県熊本市中央区八王寺町16-73

096-378-6880

堤整形外科クリニック

熊本県熊本市中央区大江1-20-2

096-361-1881

柏木医院

熊本県熊本市中央区坪井2-8-17

096-343-5108

きはら循環器科内科

熊本県熊本市中央区黒髪1-1-25

096-343-0511

熊本健康・体力づくりセンター

熊本県熊本市北区山室6-8-1

096-345-8113

なかの耳鼻咽喉科アレルギー科クリニック

熊本県熊本市南区田迎4-9-41

096-370-6000

保田窪整形外科病院

熊本県熊本市東区保田窪5-7-27

096-381-8711

末永産婦人科医院

熊本県熊本市西区二本木2-10-13

096-352-7280

さくら通りクリニック

熊本県熊本市中央区萩原町17-24

096-274-3725

やまもと内科・心療内科

熊本県熊本市東区京塚本町1-8

096-383-3831

清田循環器科内科医院

熊本県熊本市東区沼山津3-6-3

096-365-3322

十善病院

熊本県熊本市中央区南熊本3-6-34

096-372-2688

熊本第一病院

熊本県熊本市南区田迎町田井島224

096-370-7333

前田産婦人科医院

熊本県熊本市南区出仲間7-2-32

096-378-8010

國武整形外科医院

熊本県熊本市南区近見6-1-31

096-323-9290

宮本外科・消化器内科

熊本県熊本市北区八景水谷2-6-26

096-345-7588

えがしらクリニック

熊本県熊本市東区画図町重冨510-1

096-214-8787

尾田胃腸内科・内科

熊本県熊本市中央区南熊本1-9-25 ACTY熊本2F

096-375-0028

水前寺公園クリニック

熊本県熊本市中央区水前寺公園4-2-1F

096-385-3335

まえだクリニック

熊本県熊本市北区龍田8-15-64

096-338-1637

中村内科医院

熊本県熊本市東区健軍4-3-16

096-367-0701

虹クリニック

熊本県熊本市南区薄場3-11-51

096-357-7500

東熊クリニック

熊本県熊本市東区戸島西3-7-15

096-365-0033

はっとり小児科

熊本県熊本市中央区南熊本4-3-40

096-371-3122

熊本県6

実施機関名

所在地

電話番号

いちぐちクリニック

熊本県熊本市東区錦ヶ丘33-1

096-331-3770

わかばクリニック

熊本県熊本市東区若葉3-13-20

096-285-6014

花園内科クリニック

熊本県熊本市西区花園5-13-21

096-325-0800

和田医院

熊本県熊本市南区川口町2017-1

096-223-0019

しもむらクリニック

熊本県熊本市南区島町4-4-1

096-358-8666

宇土泌尿器科内科クリニック

熊本県熊本市南区砂原町472-3

096-227-0788

守屋医院

熊本県熊本市東区若葉3-9-2

096-214-0177

熊本心身医療クリニック

熊本県熊本市東区沼山津4-1-20

096-285-7721

きさぬきクリニック

熊本県熊本市中央区本荘町720-3

096-288-5703

みはらライフケアクリニック

熊本県熊本市東区上南部2-1-79

096-237-7555

上塚外科医院

熊本県熊本市南区川尻6-3-15

096-357-5711

よしむらクリニック

熊本県熊本市東区長嶺南4-1-34

096-282-8300

とだか内科クリニック

熊本県熊本市東区下江津2-13-5

096-379-7500

冨野内科医院

熊本県熊本市東区長嶺南4-10-18

096-383-8211

清藤クリニック

熊本県熊本市北区武蔵ヶ丘4-10-14

096-223-5373

村上クリニック

熊本県熊本市中央区迎町1-1-13

096-354-1798

博愛会病院

熊本県熊本市中央区紺屋今町4-3

096-325-2233

大宮整形外科医院

熊本県熊本市南区南高江7-9-52

096-358-3166

明午橋内科クリニック

熊本県熊本市中央区南千反畑町15-40

096-353-5500

あらき循環器内科

熊本県熊本市中央区西子飼町7-6

096-346-0570

在宅・よろず相談クリニック

熊本県熊本市中央区水前寺3-43-27

096-234-7772

グレースメディカルクリニック

熊本県熊本市東区佐土原1-16-36

096-360-9013

いんでレディースクリニック

熊本県熊本市東区新生2-3-6

096-367-2333

平山ハートクリニック

熊本県熊本市東区佐土原3-11-101

096-367-8080

おびやま在宅クリニック

熊本県熊本市中央区帯山4-41-23

096-297-7126

あさはら整形外科

熊本県熊本市北区室園町10-13

096-345-8500

山崎内科

熊本県熊本市中央区渡鹿1-18-88

096-371-5301

西内科クリニック

熊本県熊本市中央区九品寺3-9-3

096-364-2636

むらかみ内科クリニック

熊本県熊本市東区山ノ神2-2-32

096-331-2551

大和クリニック

熊本県熊本市中央区九品寺1-14-17

096-364-5221

おみね田中クリニック

熊本県熊本市東区小峯2-2-156

096-331-0303

虹の里クリニック

熊本県熊本市東区榎町3-1

096-285-7707

聚楽内科クリニック

熊本県熊本市東区西原1-11-31 B棟1F

096-387-2277

上代成城病院

熊本県熊本市西区上代2丁目2-25

096-356-1515

田中内科クリニック

熊本県熊本市東区戸島西3-2-35

096-388-1122

しおや内科・内視鏡クリニック

熊本県熊本市南区江越2-10-10

096-377-5408

みゆき天明クリニック

熊本県熊本市南区奥古閑町1688

山瀬内科小児科歯科医院

熊本県玉名市高瀬674

(0968)72－3056

鹿井内科

熊本県玉名市高瀬233の1

(0968)72－2275

吉田医院

熊本県玉名市繁根木228

(0968)73－5100

くまもと県北病院機構玉名地域保健医療センター

熊本県玉名市玉名2172

(0968)72－5111

医療法人社団一心会前田小児科医院

熊本県玉名市立願寺138

(0968)74－1333

医療法人如春会浦田医院

熊本県玉名市岩崎1023

(0968)74－2412

医療法人社団清明会平山耳鼻咽喉科医院

熊本県玉名市立願寺136の3

(0968)73－3933

医療法人悠紀会悠紀会病院

熊本県玉名市上小田1063

(0968)74－1131

本里内科医院

熊本県玉名市大倉1574の4

(0968)72－2352

医療法人大光会おおかど胃腸科クリニック

熊本県玉名市六田38の6

(0968)72－5611

医療法人秀和会河野クリニック

熊本県玉名市繁根木131の1の2階

(0968)72－2345

医療法人弘真会大林循環器科内科医院

熊本県玉名市築地25の2

(0968)72－3866

医療法人社団あすなろ会まつおクリニック

熊本県玉名市山田高岡原2016の1

(0968)73－2800

医療法人社団済和会河野医院

熊本県玉名市高瀬349

(0968)73－3734
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医療法人誠真会岡本外科医院

熊本県玉名市亀甲248の1

(0968)74－2277

医療法人 優愛会 酒井医院

熊本県玉名市松木13の2

(0968)71－0777

医療法人有世会 大野内科クリニック

熊本県玉名市宮原706

(0968)72－3405

医療法人寿孝会隈部医院

熊本県玉名市中33

(0968)72－2456

医療法人隆望会ひがし成人・循環器内科クリニック

熊本県玉名市岩崎665-1-1

(0968)71－0600

福本内科医院

熊本県玉名市岱明町鍋834

(0968)57－2811

棚瀬医院

熊本県玉名市岱明町高道677

(0968)57－0103

医療法人大精会古庄胃腸科・内科医院

熊本県玉名市岱明町大野下1512の1

(0968)57－0013

坂田内科医院

熊本県玉名市岱明町高道1196の1

(0968)66－8600

医療法人吉村医院吉村循環器科内科医院

熊本県玉名市横島町横島3894の1

(0968)84－2765

医療法人安田会安田内科医院

熊本県玉名市横島町横島3387

(0968)84－3131

栗崎医院

熊本県玉名市横島町横島7329

(0968)84－3933

医療法人明光会しまかわ胃腸科外科医院

熊本県玉名市横島町横島4301の1

(0968)84－3722

大塚医院

熊本県玉名市天水町小天6986の1

(0968)82－2005

中野医院

熊本県玉名市天水町部田見812の2

(0968)82－3970

宮崎クリニック

熊本県玉名市天水町小天6928の2

(0968)82－2408

医療法人社団聖和会有明成仁病院

熊本県玉名郡長洲町宮野2775

(0968)78－1133

医療法人社団淡河会淡河・黒田医院

熊本県玉名郡長洲町梅田696の1

(0968)78－6517

医療法人田尻会田尻医院

熊本県玉名郡南関町関町1218の1

(0968)53－0016

医療法人親仁会さかき診療所

熊本県玉名郡南関町上長田638の1

(0968)53－1125

医療法人和幸会田宮二郎内科

熊本県玉名郡長洲町長洲2932の3

(0968)78－2150

ながすクリニック

熊本県玉名郡長洲町大字長洲1354

(0968)78－0527

医療法人社団直心会森の里クリニック

熊本県玉名郡和水町大田黒699

(0968)34－2800

医療法人慧仁会西山クリニック

熊本県玉名郡長洲町清源寺2794の1

(0968)78－7811

医療法人木生会安成医院

熊本県玉名郡玉東町木葉755の6

(0968)85－2047

田辺クリニック

熊本県玉名郡南関町上坂下3480

(0968)53－8211

多田隈内科医院

熊本県玉名郡長洲町宮野187の1

(0968)78－3011

和水クリニック

熊本県玉名郡和水町原口729の1

(0968)86－6001

いまおかクリニック

熊本県玉名郡長洲町宮野1468の1

(0968)78－3410

泌尿器科内科むらかみクリニック

熊本県玉名市繁根木40の2

(0968)57－8615

医療法人社団武内会玉名脳神経外科医院

熊本県玉名市岩崎11-1

(0968)75－1511

黒田クリニック 内科・代謝内科

熊本県玉名市寺田４３１－１

(0968)73-6688

あだち内科胃腸科クリニック

熊本県荒尾市本井手1558-95

0968-65-8500

(医)社団 藤ノ瀬会 荒尾駅前クリニック

熊本県荒尾市大正町1-2-3 高森ビル4階

0968-64-1895

(医)社団 荒尾クリニック

熊本県荒尾市荒尾600-3

0968-63-1166

荒尾市民病院

熊本県荒尾市荒尾2600

0968-62-4480

(医)洗心会 荒尾中央病院

熊本県荒尾市増永1544-1

0968-64-1333

(医)博美会 荒尾脳神経外科医院

熊本県荒尾市川登1921

0968-65-6030

(医)藤杏会 伊藤医院

熊本県荒尾市四ツ山町3-5-2

0968-62-0405

(医)社団 勇俊会 上杉整形外科

熊本県荒尾市荒尾789-4

0968-62-0885

(医)社団 牛島会 牛島内科医院

熊本県荒尾市一部904-1

0968-64-2361

(医)樹尚会 佐藤眼科・内科

熊本県荒尾市荒尾字4160-270

0968-65-5900

(医)さとう総合内科クリニック

熊本県荒尾市荒尾813-1

0968-62-1273

(医)杏林会 新生翠病院

熊本県荒尾市増永2620

0968-62-0525

(医)まつもと 高橋医院

熊本県荒尾市野原115-1

0968-68-0035

(医)社団 高整会 高橋整形外科医院

熊本県荒尾市原万田815-2

0968-64-1311

(医)鴻恩会 多田隈整形外科医院

熊本県荒尾市宮内出目691

0968-62-0813

(医)良心会 田中良医院

熊本県荒尾市平山2268-5

0968-66-0666

(医)社団 芳正会 田宮医院

熊本県荒尾市大島町3-4-44

0968-62-0017

(医)恵真会 田宮泌尿器科クリニック

熊本県荒尾市荒尾字上川後田4160-271

0968-65-8330

(医)成風舎 西原クリニック

熊本県荒尾市西原町1-4-24

0968-62-0622
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所在地
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(医)潮悠会 西良文医院

熊本県荒尾市川登2050-8

0968-66-2321

(医)ひらやま医院

熊本県荒尾市増永2737-3

0968-62-0665

(医)平成会 藤枝医院

熊本県荒尾市蔵満1884-1

0968-68-3232

(医)栄和会 ふじさわクリニック

熊本県荒尾市四ツ山町3-6-3

0968-64-2238

(医)社団 荒尾クリニック ふれあいクリニック

熊本県荒尾市川登1761-24

0968-68-6565

松山医院

熊本県荒尾市原万田462

0968-62-0418

(医)九萬会 南整形外科医院

熊本県荒尾市荒尾4544-25

0968-64-2302

(医)本里内科

熊本県荒尾市宮内724-1

0968-64-0556

(医)山田クリニック

熊本県荒尾市東屋形2-14-9

0968-62-7722

(医)吉水会 吉田整形外科クリニック

熊本県荒尾市牛水670-6

0968-62-6200

(医)藤杏会 四ツ山クリニック

熊本県荒尾市四ツ山町3-1-4

0968-62-0407

大塚病院

熊本県熊本市北区植木町豊田603

096-272-0159

新生整形外科医院

熊本県熊本市北区植木町正清58-3

096-274-6253

師井医院

熊本県熊本市北区植木町植木186

096-272-0030

中垣胃腸科医院

熊本県熊本市北区植木町植木80

096-273-1555

藤田外科医院

熊本県熊本市北区植木町滴水440-1

096-272-1527

森田整形外科医院

熊本県熊本市北区植木町一木596

096-273-1011

清田産婦人科医院

熊本県熊本市北区植木町一木178-4

096-273-4111

植木いまふじｸﾘﾆｯｸ

熊本県熊本市北区植木町一木597

096-272-5100

植木ｼﾙﾊﾞｰｸﾘﾆｯｸ

熊本県熊本市北区植木町岩野24

096-273-1333

桑原内科小児科医院

熊本県熊本市北区植木町岩野457-5

096-273-3330

榎本内科医院

熊本県熊本市北区植木町平野77-1

096-273-0220

田原坂クリニック

熊本県熊本市北区植木町平原212

096-272-5487

桑木内科

熊本県山鹿市鹿本町御宇田650

0968-46-2063

中川医院

熊本県山鹿市鹿本町御宇田446

0968-46-3106

平井藤岡医院

熊本県山鹿市鹿本町来民495-1

0968-46-2146

かもと整形外科医院

熊本県山鹿市鹿本町来民560-2

0968-46-5811

武内医院

熊本県山鹿市鹿本町来民693

0968-46-2620

東内科小児科医院

熊本県山鹿市方保田3145-6

0968-44-3444

福間医院

熊本県山鹿市菊鹿町上内田557-3

0968-48-9143

きくか松岡クリニック

熊本県山鹿市菊鹿町宮原86-4

0968-48-2055

山鹿中央病院

熊本県山鹿市山鹿1000

0968-43-6611

保利病院

熊本県山鹿市古閑984

0968-43-1212

徳永循環器科内科医院

熊本県山鹿市山鹿1478-2

0968-44-3111

うちだ内科医院

熊本県山鹿市山鹿343

0968-44-5800

上塚外科胃腸科医院

熊本県山鹿市山鹿1072-1

0968-43-6655

さがわ医院

熊本県山鹿市山鹿1408-4

0968-44-2540

星田内科医院

熊本県山鹿市熊入町123-3

0968-43-7100

山鹿温泉ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

熊本県山鹿市新町1204

0968-43-4151

大坪内科呼吸器科医院

熊本県山鹿市昭和町408

0968-44-7722

井上産婦人科医院

熊本県山鹿市大橋通503-1

0968-44-6615

三森循環器科呼吸器科病院

熊本県山鹿市大橋通1204

0968-42-1234

大橋通クリニック

熊本県山鹿市大橋通703

0968-44-5161

吉里医院

熊本県山鹿市古閑1075-9

0968-43-2188

山鹿回生病院

熊本県山鹿市古閑1500-1

0968-44-2211

藤原クリニック

熊本県山鹿市南島387

0968-42-8887

横手医院

熊本県山鹿市津留2086

0968-44-2773

坂本医院

熊本県山鹿市平山5442-1

0968-44-2763

幸村医院

熊本県山鹿市鹿央町合里411

0968-36-2000

小林医院

熊本県山鹿市鹿北町四丁1705

0968-32-3893

佐藤泌尿器科クリニック

熊本県山鹿市新町204

0968-41-5357
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医療法人庄嶋会 庄嶋医院

熊本県合志市合生4095-1

096-242-3388

医療法人 成和会 成松内科医院

熊本県合志市須屋1840-10

096-345-5151

ナカシマセブンクリニック

熊本県合志市須屋1415-5

096-288-0777

柴田整形外科

熊本県合志市須屋1979-3

096-346-5500

平山内科クリニック

熊本県合志市御代志468-1

096-273-6104

森本整形外科医院

熊本県合志市御代志1665-166

096-242-2231

かたやま内科・漢方クリニック

熊本県合志市御代志2037-3

096-273-6960

緒方整形外科医院

熊本県合志市幾久富1758-690

096-248-8181

医療法人社団 山秀会 山岡胃腸科内科

熊本県合志市幾久富1758-145

096-248-9001

医療法人 仁志会 千年内科クリニック

熊本県合志市幾久富1909-569

096-273-7227

医療法人社団 栄康会 ひかりヶ丘眼科内科医院

熊本県合志市幾久富1909-1379

096-348-6305

和み内科診療所

熊本県合志市栄2127-233

096-248-7534

医療法人 五岳会 宮川内科医院

熊本県合志市栄2497-10

096-248-2155

大森医院

熊本県合志市竹迫1983-2

096-248-0003

医療法人 社団清流会 合志渡邉内科クリニック

熊本県合志市竹迫2291

096-285-9720

岩本整形外科

熊本県合志市豊岡2000-2474

096-223-8899

古賀医院

熊本県菊池市泗水町吉富1935

0968-38-2222

医療法人社団 秀薫会 田中医院

熊本県菊池市泗水町吉富3169-8

0968-38-7070

医療法人社団 清杏会 清原医院

熊本県菊池市泗水町福本775

0968-38-2106

医療法人 菊芳会 岸病院

熊本県菊池市泗水町豊水3388-1

0968-38-2750

医療法人社団 佳翔会 郷胃腸科内科クリニック

熊本県菊池市泗水町豊水3738-1

0968-38-2121

医療法人 牧念人会 牧診療所

熊本県菊池市深川400

0968-25-2317

菊池郡市医師会立病院

熊本県菊池市大琳寺75-3

0968-25-2191

医療法人社団 健誠会 中野クリニック

熊本県菊池市大琳寺275-1

0968-25-5861

杜の里 かねこクリニック

熊本県菊池市藤田40-1

0968-23-7522

たがみクリニック

熊本県菊池市西寺1400-1

0968-24-5353

赤星医院

熊本県菊池市隈府719

0968-25-2738

医療法人 信岡会 菊池中央病院

熊本県菊池市隈府494

0968-25-3141

古荘医院

熊本県菊池市隈府162

0968-25-2046

医療法人 川口会 川口病院

熊本県菊池市隈府823-1

0968-25-2230

米田産婦人科医院

熊本県菊池市隈府497-1

0968-25-2589

隈部医院

熊本県菊池市隈府1015

0968-25-2851

岩根クリニック

熊本県菊池市隈府110

0968-25-4230

医療法人 宮交会 宮本内科クリニック

熊本県菊池市隈府277-2

0968-25-2047

医療法人 西山医院

熊本県菊池市隈府115-4

0968-25-2561

城間クリニック

熊本県菊池市隈府952

0968-25-2506

七城木村クリニック

熊本県菊池市七城町林原1057

0968-26-9555

医療法人社団 喜生会 古田医院

熊本県菊池市七城町甲佐町296

0968-25-2280

てらしま小児科医院

熊本県菊池郡菊陽町津久礼2234-1

096-232-5151

武蔵しもむら医院

熊本県菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘二丁目10-7

096-339-7561

医療法人星乃会 菊陽中部クリニック

熊本県菊池郡菊陽町津久礼868-5

096-232-1566

医療法人社団宮原会 宮原内科皮フ科医院

熊本県菊池郡菊陽町津久礼2377-1

096-232-8383

河野内科クリニック

熊本県菊池郡菊陽町津久礼3011-4

096-233-1717

医療法人社団仁誠会 仁誠会クリニック大津

熊本県菊池郡菊陽町原水2973

096-232-9595

菊陽あきたクリニック

熊本県菊池郡菊陽町原水1156-13

096-232-8383

いけだ泌尿器科・内科

熊本県菊池郡菊陽町原水1166-1

096-233-1000

医療法人社団清仁会 菊陽台病院

熊本県菊池郡菊陽町久保田2984

096-232-1191

医療法人藤岡会 ふじおか内科

熊本県菊池郡菊陽町久保田2733-3

096-232-7550

医療法人社団 慶仁会 本多内科胃腸科医院

熊本県菊池郡菊陽町馬場楠427

096-232-2021

社会医療法人社団 熊本丸田会 熊本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

熊本県菊池郡菊陽町曲手760

096-232-3111

医療法人永田会 東熊本第二病院

熊本県菊池郡菊陽町辛川1923-1

096-232-3939

熊本県10

実施機関名

所在地

電話番号

医療法人 順風会 光の森脳神経外科内科

熊本県菊池郡菊陽町光の森6-1-6

096-232-7711

たぶち内科循環器科

熊本県菊池郡菊陽町光の森3-17-3

096-233-3588

医療法人社団仁誠会 仁誠会クリニック光の森

熊本県菊池郡菊陽町光の森3丁目1-1

096-285-3466

あらいクリニック

熊本県菊池郡大津町錦野394

096-293-2358

樽美外科整形外科医院

熊本県菊池郡大津町大津1177

096-293-2100

医療法人 福田会 ふくだ医院

熊本県菊池郡大津町大津1210-5

096-293-2771

たしろクリニック

熊本県菊池郡大津町大津1212-27

096-340-3220

のざわ医院

熊本県菊池郡大津町引水578-2

096-293-8000

医療法人 潤心会 熊本セントラル病院

熊本県菊池郡大津町室955

096-293-0555

医療法人 恵生会 勝久病院

熊本県菊池郡大津町室261-9

096-293-5000

医療法人社団 聖和会 宮本内科医院

熊本県菊池郡大津町室539-10

096-293-1700

さとう医院

熊本県菊池郡大津町室377-1

096-293-2550

医療法人 樹 竹田津医院

熊本県菊池郡大津町室156

096-293-2521

医療法人 社団岩倉会 岩倉整形外科内科医院

熊本県菊池郡大津町室532-1

096-293-8888

しばた内科クリニック

熊本県菊池郡大津町室55

096-293-2050

医療法人社団光進会 光進会クリニック

熊本県菊池郡大津町室1724-1

096-294-8888

医療法人高森会 阿蘇やまなみ病院

熊本県阿蘇市一の宮町宮地115-1

0967-22-0525

医療法人社団大徳会 大阿蘇病院

熊本県阿蘇市一の宮町宮地5833

0967-22-2111

医療法人社団宏元会 古閑医院

熊本県阿蘇市一の宮町宮地1446-1

0967-22-3000

小野主生医院

熊本県阿蘇市内牧227-12

0967-32-0039

医療法人社団坂梨会 阿蘇温泉病院

熊本県阿蘇市内牧1153-1

0967-32-0881

医療法人社団問端会 問端内科

熊本県阿蘇市内牧115

0967-32-0102

社団法人恵浩会 家入整形外科

熊本県阿蘇市内牧353

0967-32-0048

医療法人社団恒仁会

熊本県阿蘇市黒川1484

0967-34-1211

医療法人社団澄幸会 脇胃腸科

市原胃腸科外科

熊本県阿蘇市内牧1049

0967-32-2500

医療法人坂梨ハート会 坂梨ハートクリニック

熊本県阿蘇市小里249-2

0967-24-6262

松見内科クリニック

熊本県阿蘇市一の宮町宮地4735-6

0967-22-0260

栗林内科医院

熊本県阿蘇市一の宮町宮地3088-1

0967-24-1024

永広医院

熊本県阿蘇郡西原村小森西原3209-2

096-279-2222

医療法人社団順幸会 阿蘇立野病院

熊本県阿蘇郡南阿蘇村立野185-1

0967-68-0111

医療法人社団美峰会 平田医院

熊本県阿蘇郡高森町高森1613-6

0967-62-0216

藤本医院

熊本県阿蘇郡南阿蘇村中松2836

0967-67-0020

熊本県阿蘇郡高森町高森1678

0967-62-0646

医療法人社団順幸会 上村医院

医療法人社団馬原内科医院

馬原内科医院

熊本県阿蘇郡南阿蘇村下野401-5

0967-35-0336

医療法人社団清流会 渡邉内科

熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陰飛塚4667

0967-67-1777

おぐに整形外科

熊本県阿蘇郡小国町宮原1771-1

0967-46-2121

のむら内科クリニック

熊本県阿蘇郡西原村小森1113-3

096-292-2250

医療法人阿蘇久仁会寺崎内科胃腸科クリニック

熊本県阿蘇郡南阿蘇村白川2110-1

0967-62-0378

阿蘇医療センター

熊本県阿蘇市黒川1266

0967-34-0311

小国公立病院

熊本県阿蘇郡小国町宮原1743

0967-46-3111

産山村診療所

熊本県阿蘇郡産山村山鹿489-5

0967-25-2011

おおむら内科クリニック

熊本県阿蘇郡小国町宮原425-12

0967-32-8010

社会医療法人社団熊本丸田会南郷谷整形外科医院

熊本県阿蘇郡高森町高森2186-1

0967-62-3351

渡邉総合内科クリニック

熊本県阿蘇郡高森町高森2022-3

0967-65-2202

阿蘇医療センター波野診療所

熊本県阿蘇市波野大字波野2703

0967-24-2203

髙本脳神経外科医院

熊本県上益城郡益城町惣領１３１６

096-289－0088

ひろやすクリニック

熊本県上益城郡益城町惣領1544－3

096-286-3636

香田整形外科医院

熊本県上益城郡嘉島町北甘木2018

096-237-2811

山地外科胃腸科医院

熊本県上益城郡嘉島町上島1491

096-237-0003

よしむら内科循環器科医院

熊本県上益城郡嘉島町上島2299－1

096-235-7773

榊田泌尿器科外科医院

熊本県上益城郡御船町御船903

096-282-6363

熊本県11

実施機関名

所在地

電話番号

たかぞえ内科・循環器内科クリニック

熊本県上益城郡御船町御船948

096-282-0070

藤岡医院

熊本県上益城郡御船町御船1061

096-282-0405

瀬戸病院

熊本県上益城郡山都町北中島2806

0967-75-0111

矢部広域病院

熊本県上益城郡山都町下馬尾204

0967-72-1121

伴病院

熊本県上益城郡山都町浜町167

0967-72-0029

山都町包括医療センターそよう病院

熊本県上益城郡山都町滝上476‐2

0967-83-1122

荒瀬病院

熊本県上益城郡甲佐町緑町331

096-234-1161

大串内科

熊本県上益城郡嘉島町鯰2778

096-234-7873

泰泉堂牟田医院

熊本県上益城郡御船町御船935

096-282-0216

谷田病院

熊本県上益城郡甲佐町岩下123

096-234-1248

かいがクリニック

熊本県上益城郡益城町木山358の1

096-286-2023

野田医院

熊本県上益城郡山都町浜町２６７

0967-72-0307

砥川クリニック

熊本県上益城郡益城町砥川1726

096-286-5770

狩場医院

熊本県宇城市豊野町糸石3897

0964-45-2017

石井クリニック

熊本県下益城郡美里町萱野1420

0964-46-3990

たのうえ胃腸科クリニック

熊本県下益城郡美里町馬場757-1

0964-47-6032

くまもと温石病院

熊本県下益城郡美里町中小路835

0964-46-3000

美里リハビリテーションクリニック

熊本県下益城郡美里町洞岳1308

0964-48-0211

間部病院

熊本県下益城郡美里町永富328

0964-47-0032

泉胃腸科外科医院

熊本県宇城市松橋町松橋1941

0964-33-2277

竹宮医院

熊本県宇城市松橋町松橋480

0964-33-1122

くどう日日医院

熊本県宇城市松橋町松橋936

0964-32-0010

県南髙木クリニック

熊本県宇城市松橋町松橋815-6

0964-34-0177

坂口医院

熊本県宇城市松橋町松橋473

0964-32-0445

まつばせ児嶋クリニック

熊本県宇城市松橋町きらら2-5-4

0964-25-2522

みずたみ医院

熊本県宇城市松橋町竹崎1115-32

0964-32-3372

熊本南病院

熊本県宇城市松橋町豊福2338

0964-32-0826

国民健康保険宇城市民病院

熊本県宇城市松橋町豊福505

0964-32-0335

宇城総合病院

熊本県宇城市松橋町久具691

0964-32-3111

清水整形外科医院

熊本県宇城市松橋町久具323-1

0964-32-2207

本田医院

熊本県宇城市松橋町南豊崎585

0964-32-0555

じょうどいクリニック

熊本県宇城市松橋町南豊崎字硴ノ江596-3

0964-53-9517

中村医院

熊本県宇城市松橋町砂川1729-2

0964-32-0722

ダイヤモンドシティクリニック

熊本県宇城市小川町河江1-1

0964-34-6071

江藤外科胃腸科医院

熊本県宇城市小川町河江77-1

0964-43-4433

たかはしクリニック

熊本県宇城市小川町川尻272-1

0964-43-0008

土屋医院

熊本県宇城市小川町江頭121

0964-43-0333

小川中央クリニック

熊本県宇城市小川町江頭393-1

0964-43-5363

おおもり病院

熊本県宇城市小川町北新田5

0964-43-1155

下田クリニック

熊本県熊本市南区城南町さんさん１丁目6-2

0964-28-2001

小林病院

熊本県熊本市南区城南町隈庄574

0964-28-2025

熊本光洋台病院

熊本県熊本市南区城南町今吉野1020

0964-28-6000

くまもと南部広域病院

熊本県熊本市南区城南町舞原無番地

0964-28-2555

和漢堂松田医院

熊本県熊本市南区城南町藤山360-2

0964-28-3331

たまのい内科クリニック

熊本県熊本市南区城南町阿高157

0964-28-1555

大隈整形外科医院

熊本県熊本市南区城南町千町2052-2

0964-28-6600

みすみ胃腸科外科

熊本県熊本市南区富合町杉島921-1

096-358-1700

とみあい内科クリニック

熊本県熊本市南区富合町新424-3

096-288-3133

にしくまもと病院

熊本県熊本市南区富合町古閑1012

096-357-0435

うちの小児科小児外科

熊本県宇城市松橋町松橋1947-1

0964-32-0550

本多医院

熊本県宇土市浦田町313

0964-22-3692
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金森医院

熊本県宇土市本町6丁目5

0964-22-0017

尾崎医院

熊本県宇土市本町1丁目8

0964-22-0241

もろが整形外科医院

熊本県宇土市旭町144-1

0964-23-2341

近藤クリニック

熊本県宇土市松山町4400-2

0964-23-5558

みどりかわクリニック

熊本県宇土市野鶴町340-1

0964-22-1171

福田医院

熊本県宇土市本町3丁目64

0964-22-0002

七川医院

熊本県宇土市浦田町140

0964-22-0555

やまもと泌尿器科クリニック

熊本県宇土市南段原町79-4

0964-58-1411

松田内科循環器科クリニック

熊本県宇土市三拾町144-2

0964-23-6555

佐藤医院

熊本県宇城市三角町戸馳1680

0964-52-2748

池田胃腸科内科

熊本県宇城市三角町波多159-1

0964-52-2610

小篠内科医院

熊本県宇城市不知火町長崎183

0964-33-1206

きむら医院

熊本県宇城市不知火町御領708-10

0964-32-0437

ありの内科呼吸器科

熊本県八代市萩原町１－７－２８

0965-32-5941

ふくとみクリニック

熊本県八代市花園町６－１

0965-33-2913

宮村医院

熊本県八代市萩原町２－１０－４

0965-32-2414

前田医院

熊本県八代市長田町２９５０

0965-32-3845

医療法人右田会 右田クリニック

熊本県八代市若草町２－１０

0965-35-8211

八代敬仁病院

熊本県八代市海士江町２８１７

0965-34-7911

医療法人社団 腎愛会 大手町クリニック

熊本県八代市大手町１－７－１８

0965-32-2606

小沢内科医院

熊本県八代市田中北町４－１２

0965-35-5382

医療法人社団 田中泌尿器科外科医院

熊本県八代市錦町８－５

0965-33-1100

中村内科医院

熊本県八代市花園町１０－１

0965-33-8885

増田内科・胃腸内科

熊本県八代市永碇町１２８３－３

0965-62-8100

医療法人社団 平成会 平成病院

熊本県八代市大村町７２０－１

0965-32-8171

鶴田胃腸科内科

熊本県八代市日置町３１４－４

0965-31-5000

泉内科医院

熊本県八代市海士江町３４９０－１

0965-35-6780

医療法人師天会 松岡内科クリニック

熊本県八代市通町７－１４

0965-33-2766

医療法人社団中川会 中川外科医院

熊本県八代市横手町１５１２－３

0965-33-3300

むらたクリニック

熊本県八代市横手本町２－１

0965-34-1872

医療法人社団博慈会 浜田呼吸器科内科クリニック

熊本県八代市大村町１１１３－５

0965-31-7622

社会医療法人芳和会 八代中央クリニック

熊本県八代市永碇町１３６１

0965-32-8008

医療法人社団俊光会 木屋内科胃腸科

熊本県八代市通町５－１３

0965-32-7057

磧本胃腸科外科医院

熊本県八代市松江町１６８－１

0965-33-0321

福満内科医院

熊本県八代市松江町２８８

0965-35-0293

医療法人社団一真会 春野医院

熊本県八代市北の丸町３－３７

0965-35-6111

久野内科医院

熊本県八代市本町１－７－４０

0965-32-3408

うえの内科・胃腸内科

熊本県八代市本町２－２－９

0965-33-1131

片岡レディスクリニック

熊本県八代市本町３－３－３５

0965-32-2344

本田クリニック

熊本県八代市西松江城町５－３５

0965-32-3410

ひらきクリニック

熊本県八代市新地町６－２６

0965-32-4990

たかの呼吸器科内科クリニック

熊本県八代市松崎町１４７

0965-32-2720

西医院

熊本県八代市郡築４番町４６

0965-37-0157

後藤胃腸科肛門科クリニック

熊本県八代市迎町２－１５－１４

0965-33-2661

医療法人社団城南会 ちりふ内科

熊本県八代市豊原中町２２９９－１

0965-32-6000

久原内科消化器科クリニック

熊本県八代市植柳元町５５４０－１

0965-32-2218

橋本医院

熊本県八代市植柳上町９３１

0965-32-4155

医療法人社団 優林会 林整形外科医院

熊本県八代市高下西町１４２６

0965-35-2600

桑原医院

熊本県八代市敷川内町１２０２

0965-38-0302

田渕内科クリニック

熊本県八代市高下西町２２７１-１

0965-33-6727

医療法人社団杏泉会 福田クリニック産婦人科内科

熊本県八代市日奈久中西町４１８

0965-38-0068
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医療法人社団みずほ会 持永外科内科胃腸科医院

熊本県八代市平山新町４４７２－３

0965-35-2772

医療法人社団久原会 久原外科胃腸科医院

熊本県八代市植柳上町６５２１

0965-35-1161

しおさき内科・胃腸科クリニック

熊本県八代市日奈久塩南町２１－１３

0965-38-1700

岡村医院

熊本県八代市横手新町１４－４

0965-39-5665

医療法人社団 信会 髙田胃腸内科・内科

熊本県八代市大村町３５０

0965-37-7200

医療法人まきた会 放射線科・内科 まきたクリニック

熊本県八代市竹原町１４３９－２

0965-45-9120

医療法人社団 織田胃腸外科

熊本県八代市横手新町２－１７

0965-35-5300

医療法人八代桜十字 桜十字八代病院

熊本県八代市通町８－９

0965-32-7158

せきがみ内科・糖尿病内科

熊本県八代市上日置字八坪４４４７－１

0965-33-0033

鶴田クリニック

熊本県八代市古閑中町１３８６－１

0965-31-6000

医療法人社団 博友会 ふくろ町クリニック

熊本県八代市袋町１－８

0965-32-1222

八代ハートクリニック

熊本県八代市錦町１０－１

0965-33-5353

わたなべ内科クリニック

熊本県八代市永碇町１０７３－５

0965-37-8255

八代市医師会健診センター

熊本県八代市平山新町４４３８－５

0965-35-3004

くはら循環器内科・くはら皮フ科

熊本県八代市古閑中町1210番地

0965-62-8877

峯苫医院

熊本県八代市坂本町坂本4139-1

0965-45-2127

医療法人明朋会 高橋医院

熊本県八代市坂本町坂本4228-17

0965-45-2323

宮城循環器内科

熊本県八代市千丁町古閑出616

0965-46-0007

丸田医院

熊本県八代市千丁町吉王丸1598-3

0965-46-0027

保田医院

熊本県八代市鏡町鏡23

0965-52-0037

医療法人社団福田会 福田外科・整形外科ｸﾘﾆｯｸ

熊本県八代市鏡町内田697-11

0965-52-0840

医療法人社団幸済会 尾田内科医院

熊本県八代市鏡町鏡村1125-1

0965-52-8011

医療法人社団司会 松本医院

熊本県八代市鏡町両出1503-1

0965-52-0330

医療法人社団隆愛会 前田内科医院

熊本県八代市鏡町下有佐178

0965-52-1310

横田診療所

熊本県八代市泉町柿迫3188-2

0965-67-2010

八代市立下岳診療所

熊本県八代市泉町下岳1562-1

0965-67-3405

八代市立椎原診療所

熊本県八代市泉町椎原3-16

0965-67-5151

緒方内科医院

熊本県八代郡氷川町宮原694-1

0965-62-2013

和田内科医院

熊本県八代郡氷川町鹿島769-1

0965-52-1860

伊藤医院

熊本県八代郡氷川町網道1536

0965-52-8091

ひかわ医院

熊本県八代郡氷川町島地419-3

0965-62-8139

井上医院

熊本県八代市東陽町南1127-1

0965-65-2121

医療法人社団明佑会 ひかり峯苫クリニック

熊本県八代市渡町1717

0965-62-8721

一般社団法人八代郡医師会 八代北部地域医療センター

熊本県八代郡氷川町今151-1

0965-53-5111

医療法人 岡部病院

熊本県水俣市桜井町３丁目３－３

0966-63-3311

社会医療法人芳和会 水俣協立病院

熊本県水俣市桜井町２丁目２－１２

0966-63-1704

医療法人啓愛会 白梅病院

熊本県水俣市浜４０８９－１

0966‐63‐7575

医療法人善哉会 山田クリニック

熊本県水俣市旭町２丁目２－５

0966‐63‐5188

医療法人 深水医院

熊本県水俣市大園町１丁目４－５

0966‐63-6390

医療法人寺崎会 てらさきクリニック

熊本県水俣市浜町１丁目２－３０

0966‐63‐1200

医療法人社団秀洋会 市川内科クリニック

熊本県水俣市南福寺３－１

0966‐62‐0707

医療法人社団学賢 尾田胃腸科

熊本県水俣市平町１丁目１－１

0966‐63‐3438

医療法人すえひろ会 渕上クリニック

熊本県水俣市塩浜町２－４７

0966-63-6552

医療法人啓愛会 まなべクリニック

熊本県水俣市古賀町２丁目５－３６

0966-84-9080

医療法人新清会 篠原医院

熊本県葦北郡芦北町佐敷３７０－１

0966-82-2046

医療法人康生会 芦北クリニック

熊本県葦北郡芦北町湯浦４１７－１

0966-86-1200

医療法人三松會 松本医院

熊本県葦北郡芦北町花岡１６６６－４

0966‐82‐2019

医療法人社団弘翔会 井上医院

熊本県葦北郡芦北町佐敷１６７

0966‐82‐2503

医療法人寺崎会 七浦てらさきクリニック

熊本県葦北郡芦北町芦北２０９０

0966-82-5666

医療法人伸和会 宮島医院

熊本県葦北郡芦北町佐敷３４８－１

0966‐82‐2254

医療法人康生会 溝部病院

熊本県葦北郡芦北町湯浦４０３－１

0966-86-2770
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竹本医院

熊本県葦北郡芦北町湯浦２１８－３

0966‐86‐0075

百崎内科医院

熊本県葦北郡芦北町田浦８０６

0966‐87‐1777

駅前クリニック

熊本県芦北郡津奈木町岩城２１２４－１

0966-78-5980

国保水俣市立総合医療センター

熊本県水俣市天神町１丁目２－１

0966‐63‐2101

医療法人恵泉会 万江病院

熊本県人吉市瓦屋町１７１８－１

(0966)22－2357

医療法人蘇春堂 球磨病院

熊本県人吉市上青井町１７６

(0966)22－3121

岡医院

熊本県人吉市南町２０－１

(0966)22－3371

光永医院

熊本県人吉市瓦屋町１８６０－７

(0966)22－2366

医療法人健成会 ひとよし内科

熊本県人吉市七地町２８－１

(0966)24－1211

医療法人 外山胃腸病院

熊本県人吉市南泉田町１

(0966)22－3221

田中クリニック

熊本県人吉市鬼木町６６１

(0966)22－7222

伊津野医院

熊本県人吉市鶴田町９－２

(0966)22－3066

医療法人社団新晃会 浜田醫院

熊本県人吉市瓦屋町１１２１－６

(0966)22－3415

医療法人壮久会 手塚病院

熊本県人吉市上青井町１６１

(0966)22－5271

しらおく内科クリニック

熊本県人吉市中青井町２９５－８

(0966)25－1550

医療法人回生会 堤病院

熊本県人吉市下林町２３２

(0966)22－0200

医療法人回生会 堤病院附属九日町診療所

熊本県人吉市九日町１００

(0966)22－2251

みのだ内科循環器科

熊本県人吉市西間上町２５６９－２

(0966)28－3111

外山内科

熊本県人吉市二日町２２

(0966)22－2003

願成寺ごんどう医院

熊本県人吉市願成寺町４４１－２

(0966)22－4700

医療法人暁清会 小林脳神経外科

熊本県人吉市宝来町１２８５－５

(0966)24－8331

田中医院

熊本県人吉市瓦屋町１４４０－１

(0966)24－6127

医療法人社団とやまクリニック とやまクリニック胃腸科肛門科

熊本県人吉市宝来町１２－９

(0966)28－3375

医療法人社団同心会人吉リハビリテーション病院

熊本県人吉市下新町３５９

(0966)24－6111

医療法人社団健正会 宮原医院

熊本県球磨郡多良木町大字多良木260

0966-42-2082

権頭医院

熊本県球磨郡相良村四浦東2815

0966-36-0008

医療法人弘顯会 岩井クリニック

熊本県球磨郡あさぎり町深田東445-1

0966-49-2181

医療法人佳朋会 脳神経外科小林クリニック

熊本県球磨郡錦町西3604-106

0966-38-5670

医療法人 みずほ会 酒瀬川内科

熊本県球磨郡錦町西14-8

0966-38-0050

医療法人社団仁田畑クリニック 仁田畑クリニック

熊本県球磨郡多良木町大字多良木895-6

0966-42-1123

高田内科医院

熊本県球磨郡錦町一武1576

0966-38-3677

渡辺医院

熊本県球磨郡多良木町大字多良木256-1

0966-42-2541

やまむら小児科・内科

熊本県球磨郡あさぎり町東1497-64

0966-45-0005

医療法人誠心会 東 病院

熊本県球磨郡あさぎり町岡原北946

0966-45-5711

医療法人社団三枝会 犬童内科胃腸科医院

熊本県球磨郡あさぎり町上北169-2

0966-45-1125

医療法人藤風会 こんどう整形外科

熊本県球磨郡あさぎり町免田東2791

0966-45-6555

医療法人八紘会 そのだ医院

熊本県球磨郡湯前町953-1

0966-43-2063

ほづみ皮膚科医院

熊本県球磨郡錦町西1065-3

0966-26-5300

医療法人 一公会 上球磨クリニック

熊本県球磨郡多良木町大字多良木2905-1

0966-42-5868

医療法人 仙寿会 緒方医院

熊本県球磨郡相良村川辺1764

0966-35-0131

中山内科・循環器内科クリニック

熊本県天草市太田町8-8

0969-25-1711

やまうち医院

熊本県上天草市松島町阿村5072-12

0969-56-0899

春田医院

熊本県上天草市松島町阿村808-6

0969-56-0052

天草市立栖本病院

熊本県天草市栖本町馬場2560-14

0969-66-2165

本原内科小児科医院

熊本県天草市栖本町湯船原735-1

0969-66-2010

くらたけ小松医院

熊本県天草市倉岳町宮田1133-2

0969-64-3737

開内科医院

熊本県天草市下浦町2090-1

0969-23-0561

三浦医院

熊本県天草市有明町大浦766-10

0969-54-0306

稲村医院

熊本県天草市本渡町本渡848-6

0969-23-8168

毛利内科

熊本県天草市本町下河内843-1

0969-22-3468

天草第一病院

熊本県天草市今釜新町3413-6

0969-24-3777
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木山・中村クリニック

熊本県天草市小松原町16-13

0969-23-4412

酒井外科・内科医院

熊本県天草市港町16-11

0969-22-4133

永芳医院

熊本県天草市栄町12-31

0969-23-1166

本原クリニック

熊本県天草市古川町10-25

0969-24-1175

ニュー天草病院

熊本県天草市太田町2-1

0969-22-3191

荘田医院

熊本県天草市南町1-27

0969-22-2497

おおどうクリニック

熊本県天草市亀場町亀川1731-1

0969-22-5156

天草郡市医師会立天草地域健診センター

熊本県天草市亀場町食場1181-1

0969-24-4166

天草ふれあいクリニック

熊本県天草市丸尾町16-34

0969-24-1400

国民健康保険天草市立新和病院

熊本県天草市新和町小宮地763-3

0969-46-2003

国民健康保険天草市立河浦病院

熊本県天草市河浦町白木河内223-11

0969-76-1151

福本病院

熊本県天草市牛深町1522-46

0969-73-3131

天草市立牛深市民病院

熊本県天草市牛深町3050

0969-73-4171

佐藤クリニック

熊本県天草市牛深町3460-102

0969-73-3155

中邑医院

熊本県天草市久玉町1411-133

0969-74-0370

小松医院

熊本県天草市久玉町61

0969-72-6111

松本内科・眼科

熊本県天草市久玉町5716-6

0969-72-2833

長野内科小児科医院

熊本県天草市五和町御領6454

0969-32-2323

楽洋クリニック

熊本県天草市五和町二江4488-5

0969-33-2020

中村こども・内科クリニック

熊本県天草市五和町二江1477-57

0969-33-0144

猪口医院

熊本県天草郡苓北町坂瀬川748

0969-37-0001

天草慈恵病院

熊本県天草郡苓北町上津深江278-10

0969-37-1730

苓北クリニック

熊本県天草郡苓北町富岡3273-2

0969-35-1119

天草郡市医師会立苓北医師会病院

熊本県天草郡苓北町富岡3600-3

0969-35-1133

村上医院

熊本県上天草市姫戸町姫浦2528-6

0969-58-3102

姫戸医院

熊本県上天草市姫戸町姫浦2544-6

0969-58-3583

竹中医院

熊本県上天草市姫戸町二間戸2279-2

0969-58-2148

国民健康保険天草市立御所浦診療所

熊本県天草市御所浦町御所浦2891-3

0969-67-2007

島田小児科医院

熊本県上天草市大矢野町登立191

0964-56-0005

毛利医院

熊本県上天草市大矢野町登立9145

0964-56-2111

上天草内科呼吸器科クリニック

熊本県上天草市大矢野町登立9616-8

0964-56-3100

宮﨑外科胃腸科医院

熊本県上天草市大矢野町上1519

0964-56-0600

吉田クリニック

熊本県上天草市大矢野町中8308-1

0964-57-0246

上天草市立上天草総合病院

熊本県上天草市龍ヶ岳町高戸1419-19

0969-62-1122

葦原医院

熊本県天草市今釜町8の13

0969-23-4988

島子ごとう医院

熊本県天草市有明町大島子1990の1

0969-52-0111

わせだ直子レディースクリニック

熊本県天草市港町16の31

0969-24-8711

在宅とつながるクリニック天草

熊本県天草市宮地岳町1734の2

0969-28-0515

やました医院

熊本県天草市北原町2の1

0969-27-0131

天草総合内科・内視鏡クリニック

熊本県天草市亀場町亀川1680

0969-22-1155

尾上医院

熊本県天草市大浜町8の10

0969-22-4433

公益財団法人 熊本県総合保健センター

熊本県熊本市東区東町四丁目11番1号

096-365-8800

日本赤十字社 熊本健康管理センター

熊本県熊本市東区長嶺南二丁目1番1号

096-387-6710

熊本県厚生農業協同組合連合会

熊本県熊本市中央区南千反畑町2番3号

096-328-1256

一般社団法人 日本健康倶楽部熊本支部

熊本県熊本市南区江越二丁目19番33号

096-359-7789

くまもと県北病院機構 公立玉名中央病院附属健診センター 熊本県玉名市中１９４７

0968-73-6135

国民健康保険和水町立病院

熊本県玉名郡和水町江田４０４０

0968-86-3696

熊本市立植木病院

熊本県熊本市北区植木町岩野285-29

096-273-2111

菊池養生園保健組合 菊池広域保健センター

熊本県菊池市泗水町吉富2193番地1

0968-38-2820

社会医療法人 潤心会 熊本セントラル病院

熊本県菊池郡大津町大字室９５５

096-293-7939

独立行政法人地域医療機能推進機構 熊本総合病院

熊本県八代市通町１０－１０

0965-32-8111
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実施機関名

所在地

電話番号

独立行政法人地域医療機能推進機構 人吉医療センター

熊本県人吉市老神町三五番地

0966-22-7070

球磨郡公立多良木病院企業団総合健診センター「コスモ」

熊本県球磨郡多良木町大字多良木4210

0966-42-2410

独立行政法人地域医療機能推進機構 天草中央総合病院

熊本県天草市東町１０１番地

0969-22-0077

上天草市立上天草総合病院

熊本県上天草市龍ヶ岳町高戸1419-19

0969-62-0983

山鹿市民医療センター

熊本県山鹿市山鹿５１１

0968-44-3633

医療法人社団 昭和会 関整形外科

熊本県荒尾市荒尾１７２

0968-64-0237

医療法人 顕勝会 まつえクリニック

熊本県宇城市松橋町久具７００番地

0964-32-3911

公益財団法人 福岡県すこやか健康事業団総合健診センター

福岡県久留米市百年公園１番１号

0942-35-8195
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