2019年度 健康診査実施機関一覧（2019（令和元）年6月時点）

町名

がん検診

実施機関名

乳

重
要
が、人間ドックでも受診券が利用可能な機関です。予約時に、受診券を利用したい旨を必ずお伝えください。
※印がある機関（熊本県厚生農業協同組合連合会、済生会熊本病院、熊本中央病院）は人間ドック受診時のみ受診券が利用可能であり、
特定健診のみのご利用はできませんのでご注意ください。

町名

実施機関名

がん検診
乳

子宮

胃

電話番号

中央区
安政町

安政町メディカルクリニック

096-356-0333

中川クリニック
魚住クリニック
すえふじ医院
出水
蛇島肛門科外科
宮脇クリニック
大林内科医院
内坪井町
柴田内科・柴田整形外科
川野病院
竹下外科整形外科医院
竹下内科医院
大江
堤整形外科クリニック
天神内科医院

096-356-6636
096-370-7111
096-375-0375
096-364-2002
096-366-3181
096-352-0045
096-359-1231
096-366-3275
096-372-6411
096-211-5171
096-361-1881
096-366-2233

大腸肛門病センター高野病院 ○

096-320-6510

帯山中央病院
小島内科小児科医院

○

熊本託麻台リハビリテーション病院

○

096-381-9852

沢田内科医院

096-381-5111
096-382-6401

帯山 聖アンナレディスクリニック ○ ○

096-381-9670

○

日赤通り 谷﨑ＭＡクリニック

本多内科医院
みわクリニック
おびやま在宅クリニック
上京塚町 上村内科クリニック
上水前寺 前田内科医院
北千反畑町 表参道吉田病院
草葉町 山田外科クリニック
西内科クリニック

096-382-6111

096-374-7878
096-381-2552

○

096-381-6666
096-297-7126
096-382-3888
096-381-2548

○

○

096-343-6167
096-352-5994
096-364-2636

九品寺 メディカルスクエア九品寺クリニック

096-364-1777

大和クリニック
きはら循環器科内科
小堀胃腸科外科
○
○
しまだ内科クリニック
○
黒髪 仁誠会クリニック黒髪
砥上内科胃腸科医院
野津原内科医院
水上医院
くわみず病院
神水
くわみず病院健診センター ○ ○
子飼本町 武藤眼科・大久保内科

096-364-5221

水本整形外科・いわした内科

国府 宇土内科胃腸科医院
室原内科小児科
壺川 寺原診療所
紺屋今町 博愛会病院

096-343-0511
096-344-1001
096-341-1360
096-345-6533
096-345-8211
096-343-0720
096-343-2913
096-381-2248
096-381-2630
096-343-3510
096-362-3311

○

096-364-7175
096-364-3080
096-323-4160

○

096-325-2233

町名

実施機関名

がん検診
乳

子宮

胃

電話番号

細工町 宮本内科小児科医院

096-325-7100

桜町クリニック
桜町
白石内科医院
島崎 せんだメディカルクリニック
城東町 小山内科クリニック
すどう・きたの医院
○
新大江 福光内科循環器科
みとま神経内科クリニック
新市街 松本外科内科医院
○
川原胃腸科内科
○
菅医院
サキサカ病院
新町いえむらクリニック
新町
髙田千年クリニック
服部胃腸科
○
浜崎医院
福田病院
○ ○
仁誠会クリニック新屋敷
新屋敷
なかむら漢方内科
石原・伊牟田内科
○
井内科クリニック
県庁前クリニック

096-312-1900

在宅・よろず相談クリニック

水前寺胃腸科外科
○
水前寺 とうや病院
水前寺
水前寺内科循環器科
水前寺脳神経外科医院
牧野皮膚科医院
宮津内科クリニック
森川レディースクリニック ○ ○
八木産婦人科医院
○ ○
小山胃腸科内科クリニック
○
水前寺
九州記念病院
公園
水前寺公園クリニック
水道町 福山整形外科医院
白山あらき胃腸科肛門科内科
○
菅原町
はくざんクリニック
○
中央街 三浦内科クリニック
柏木医院
柏田内科クリニック
坪井 鶴田胃腸科内科医院
○
森永上野胃・腸・肛門科
○
○
やましろ病院
手取本町 熊本内科病院
○
○
通町 緒方消化器内科
○
渡鹿 江南病院
○

【問い合わせ】特定･後期健診：国保年金課（096-328-2280）
がん検診：健康づくり推進課（096-361-2145）
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096-325-6630
096-356-8223
096-322-5809
096-364-3635
096-362-2228
096-372-3133
096-352-0338
096-352-0945
096-352-0849
096-326-0303
096-353-5656
096-351-3005
096-325-2300
096-352-0556
096-322-2995
096-211-5151
096-211-5511

佐田クリニック
渡鹿 橋口医院
山崎内科
西子飼町 あらき循環器内科
くまなんヒコクリニック
さくら通りクリニック
萩原町
林田クリニック
夢診療所
白山 前田内科医院
井病院
片瀨内科医院
八王寺町
外科内科 池田医院
八王寺町クリニック
花畑町 花畑クリニック
古川町 藤好クリニック
阿部内科医院
本荘 くわみず病院附属 平和クリニック
杉村病院
きさぬきクリニック
本荘町
大腸肛門科上野クリニック
小沢医院
尾田胃腸内科・内科
桑原クリニック
十善病院
南熊本
西村内科・脳神経外科病院
南熊本病院
ゆのはら産婦人科医院
はっとり小児科
熊本県厚生農業協同組合連合会

096-383-3448
096-383-0291
096-385-7168
096-234-7772
096-384-1930
096-384-2288
096-384-1058
096-384-0186
096-340-8002
096-223-7231

子宮

096-372-5577

○

096-364-2821
096-371-5301
096-346-0570
096-370-2000
096-274-3725

○

096-379-7755

096-364-3952

○

○
○
○

湖東
栄町
桜木

096-353-2233
096-362-4008
096-371-4751

○

096-372-3322
096-288-5703
096-371-2020
096-371-2231

○

096-375-0028
096-362-3511

○

○
○

096-372-2688
096-363-5111
096-366-1268

○ ○

096-372-1110
096-371-3122

※

田島内科クリニック
田上病院
明午橋内科クリニック
桜間脳神経外科
妙体寺町
さめしま整形外科医院
迎町 村上クリニック
あけぼの第２クリニック
古賀クリニック
本山
村上内科循環器科医院

096-328-1262
096-325-3888

村田外科・胃腸科・ひふ科医院 ○

096-354-5885

○

096-353-5500
096-343-2511
096-345-3645
096-354-1798
096-353-2510
096-324-1201
096-353-6201

○

096-356-3232

096-381-7273

山崎町 内尾土井クリニック

096-352-3031

096-383-2121

小野・出来田内科医院
なかがわ内科クリニック
慶徳加来病院
練兵町
嶋田病院

096-355-7532

横手

秋津新町

096-343-5108

秋津町 秋津レークタウンクリニック

096-343-2801
096-346-0111
096-343-1200
096-356-5500
096-353-2361
096-375-1112

096-322-2611
096-324-3515

東部クリニック

096-323-0732

096-343-2555

096-325-5050

東区

096-364-6060

そのだ脳神経外科消化器内科

096-369-3331
096-368-6007

○

画図町 渡辺医院

えがしらクリニック
坂本内科循環器科医院
江津 豊田消化器外科医院
成田クリニック
榎町 虹の里クリニック

096-379-3888
096-378-7330
096-214-8787
096-366-2580

○
○

健軍

096-378-2231

096-352-6631

096-363-8880

京塚本町

健軍本町

本山町 直海内科クリニック

096-353-3810

上南部

096-379-3111

096-324-2861

096-371-4835
096-363-7771
096-285-7707

がん検診
乳
○

子宮

佐土原

電話番号

胃
096-381-5151

戸山・横田医院
小峯
おみね田中クリニック
小山 よしむた総合診療所
つるはらクリニック

096-379-4600

096-378-6880

○

実施機関名

尾ノ上 比企病院

096-214-8477

096-383-2311

096-385-3335

町名

胃

南千反
畑町

096-381-4115

電話番号

096-365-2222

○

096-331-0303
096-380-5442
096-227-7100

○

みはらライフケアクリニック

やまもと内科・心療内科
庄野循環器科内科医院
中村内科医院
福島循環器科内科医院
山本内科クリニック
川口内科クリニック
芹川消化器内科クリニック
桜木頭痛クリニック
平山ハートクリニック

096-237-7555
096-383-3831
096-331-3777
096-367-0701
096-367-9655
096-331-5511
096-214-0055

○

096-368-3926
096-277-7070
096-367-8080

グレースメディカルクリニック

096-360-9013

魚返外科胃腸科医院
三郎 桜十字熊本東病院
山口胃腸科
下江津 とだか内科クリニック
下南部 岡﨑クリニック
新生 いんでレディースクリニック
新南部 川口消化器内科
赤坂クリニック
新外 本庄内科病院
もとむら小児クリニック
おかもとクリニック
長嶺南クリニック
月出
松原リウマチ科整形外科
吉永クリニック
戸島 くまもと成仁病院
仁誠会クリニックながみね
東熊クリニック
戸島西
戸島中央クリニック
田中内科クリニック
長嶺西 平岡内科クリニック
足立・有馬小児科神経内科
長嶺東
とくべ内科クリニック
冨野内科医院
日赤熊本健康管理センター
長嶺南 前田胃腸科内科クリニック
もりの木クリニック
よしむらクリニック
錦ヶ丘 いちぐちクリニック
清ら内科産婦人科医院
西原
聚楽内科クリニック
清田循環器科内科医院
沼山津 熊本心身医療クリニック
くまもと麻酔科クリニック
八反田 西日本病院
大塚内科
花立 西村内科医院
たかき消化器内科
東京塚町 津野田内科医院
東野 まちの胃腸科外科

096-381-0805
096-383-5555
096-349-8336
096-379-7500

○

○
○

096-385-0055
096-367-2333

○

096-382-3100
096-367-6980

○

096-368-2811
096-365-7711
096-386-5553
096-387-0803
096-214-0551
096-383-3000

○

096-380-7011
096-331-2211
096-365-0033
096-367-6000

○

096-388-1122
096-340-8617
096-349-1717
096-380-1030
096-383-8211

○ ○

096-387-6710

○

096-386-8686
096-387-3212
096-282-8300
096-331-3770

○ ○

096-382-3388
096-387-2277
096-365-3322

○

096-285-7721
096-360-0500

○

○

096-380-1111
096-365-7855
096-214-7001
096-331-3113
096-381-5259

○

096-369-8071

【問い合わせ】特定･後期健診：国保年金課（096-328-2280）
がん検診：健康づくり推進課（096-361-2145）
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町名

がん検診

実施機関名

乳

子宮

町名

乳
096-365-0511

○
東本町
きたの胃腸科内科クリニック ○
○
東町 熊本県総合保健センター
○ ○ ○
原口循環器科内科医院
保田窪
保田窪整形外科病院
○
保田窪 鶴田病院
本町 山田内科医院
○
山ノ神 むらかみ内科クリニック
胃腸科・内科

とくなが内科胃腸科外科クリニック

096-365-9000
096-367-2525
096-365-2323
096-383-3880
096-381-8711
096-382-0500

出仲間

奥古閑町

川口町

096-214-0177
096-285-6014

川尻

西区
096-353-5300
096-329-5600
096-352-2960

096-354-1525
096-352-8247
096-322-6565
096-353-5087

○

田崎町

砂原町
田井島

096-329-4755
096-276-1151
096-276-1515
096-355-6131
096-322-8333

青磁野リハビリテーション病院

096-312-1332

田迎

096-329-8818
096-329-2222

鳶町

096-329-6777
096-326-1500

富合町

096-211-0011

○

096-352-2433

並建町

096-355-6900

096-322-7752

野口
野田
平田
平成
馬渡

096-322-6511

南高江

096-356-0666

○

イオンタウン田崎 総合診療クリニック

096-353-2200
096-322-6018

○ ○

096-352-7280
096-352-3427

御幸木部

096-326-5411
096-325-0800

御幸笛田

南区
会富町 あきた病院

○

096-227-1611

八幡

麻生田
改寄町

○

096-357-9115

096-357-9446
096-378-5171
096-358-8666

植木町

096-358-6010
0964-28-6600
0964-28-6000
0964-28-2025
0964-28-2001

くまもと南部広域病院(旧：城南病院)

○

0964-28-2555

梶尾町

楠

096-358-7211

楠野町

096-357-5511

小糸山町

宇土泌尿器科内科クリニック

096-227-0788

清水岩倉

土井内科クリニック
石川整形外科リウマチ科

096-227-1818

胃腸科・内科こうせいクリニック

熊本中央病院健診センター

○

清水新地

096-379-6800

※

096-370-3111

清水本町

こう内科循環器科医院

096-379-2323

清水万石

なかの耳鼻咽喉科アレルギー科クリニック

096-370-6000

硯川町

済生会熊本病院予防医療センター

○

096-370-2088
096-370-7333

高平

096-323-9290

※

近見医院
楢原医院
いずみ整形外科
とみあい内科クリニック
にしくまもと病院
みすみ胃腸科外科
中熊内科胃腸科外科医院
たけの胃腸科内科
夕診クリニック
○
おがた胃腸科内科
前野胃腸科クリニック
○
ヤマサキ胃腸科クリニック
大宮整形外科医院
南部中央病院
○
桜十字病院
熊本循環器科病院
後藤内科クリニック
御幸病院
石原外科胃腸科医院

片岡内科医院
木村胃腸科内科医院

096-351-8155

○

096-358-1008
096-354-5768
096-358-7000
096-288-3133
096-357-0435
096-358-1700
096-227-0023
096-320-2555
096-357-8888

○
○

096-212-3933
096-370-1511
096-379-6151
096-358-3166

○

096-357-3322

子宮

電話番号

龍田

096-370-1110

○

096-378-1166
096-357-9201

がん検診
乳

096-357-8155

○

096-357-5221

子宮

096-334-2700

上原胃腸科外科小児科クリニック

ふじの医院

096-214-8990

清藤クリニック

096-345-3993
096-323-6122

○

096-339-2200

くわみず病院附属

096-339-0187

くすのきクリニック

096-337-3677
096-272-0052
096-272-5100
096-273-1333
096-273-0220
096-272-0159
096-273-4111
096-273-2111
096-273-3330

西村クリニック
三嶋内科
みねとまクリニック
山城外科胃腸科
朝日野総合病院
室園町 くまもと成城病院
あさはら整形外科
山室 熊本機能病院
北部病院
四方寄町
よもぎクリニック

○

武蔵ヶ丘

096-274-6253
096-272-1527

菊鹿町
熊入町

096-273-1011
096-272-0030

古閑

096-346-3300
096-338-7117
096-339-1161
096-275-2468
096-272-0601

山鹿

096-344-3111
096-386-3337
096-343-8988
096-343-4204

鹿央町
鹿北町

096-341-1325
096-245-0005
096-344-7982

鹿本町

096-341-5050
096-338-1888
096-338-0711
096-339-1103

昭和町
新町

096-338-3511
096-249-4777

大橋通

096-338-1637
096-345-0680
096-344-1711
096-345-3911
096-345-5015

津留
南島
平山
方保田

096-339-3066
096-344-8811
096-345-7588

096-337-6600
096-339-6000

○

096-337-3370
096-338-2676

○ ○ ○

096-341-5075
096-344-3311
096-345-8500

○
○

096-345-8111
096-245-1115
096-275-6088

きくか松岡クリニック
福間医院
星田内科医院
山鹿回生病院
保利病院
吉里医院
山鹿中央病院
上塚外科胃腸科医院
さがわ医院
徳永循環器科内科医院
うちだ内科医院
山鹿市民医療センター
幸村医院
小林医院
中川医院
桑木内科
平井藤岡医院
かもと整形外科医院
武内医院
大坪内科呼吸器科医院
佐藤泌尿器科クリニック
山鹿温泉ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院
三森循環器科呼吸器科病院
井上産婦人科医院
大橋通クリニック
横手医院
藤原クリニック
坂本医院
東内科小児科医院

0968-48-2055
0968-48-9143
0968-43-7100
0968-44-2211
0968-43-1212
0968-43-2188
0968-43-6611
0968-43-6655
0968-44-2540
0968-44-3111
0968-44-5800
0968-44-3633
0968-36-2000
0968-32-3893
0968-46-3106
0968-46-2063
0968-46-2146
0968-46-5811
0968-46-2620

○

0968-44-7722
0968-41-5357
0968-43-4151
0968-42-1234
0968-44-6615
0968-44-5161
0968-44-2773
0968-42-8887
0968-44-2763
0968-44-3444

熊本市外（玉名市・合志市・八代市・嘉島町）

096-323-6300
096-245-0093

096-339-1711

熊本市外（山鹿市）

096-272-5487
096-273-1555

096-337-3884
096-223-5373

なかむらファミリークリニック

（医）てつクリニック
さくらクリニック
橋本整形外科内科
植木いまふじクリニック
植木シルバークリニック
榎本内科医院
大塚病院
○
清田産婦人科医院
○
熊本市立植木病院
○
桑原内科小児科医院
田原坂クリニック
○
中垣胃腸科医院
○
新生整形外科医院
藤田外科医院
森田整形外科医院
師井医院
かじお温泉クリニック
熊本博愛病院
武蔵ヶ丘病院
○
北部脳神経外科・神経内科
寺尾病院
○
しばた内科胃腸科
大林新地クリニック
○
千場内科クリニック
前田内科胃腸科小児科クリニック
○
清水まんごくクリニック
中嶋内科
斉藤寿外科医院
城北胃腸科内科クリニック
○
あだち内科胃腸科
○
小貫医院
片岡産婦人科医院
○ ○

電話番号

胃

飛田 松元整形・外科
貢町 みつぐまち診療所

あいこう泌尿器科・内科クリニック

三の宮内科泌尿器科医院
たつだ整形外科
まえだクリニック
アクアつかさクリニック
菊南病院
○
鶴羽田
北熊本井上産婦人科医院
○ ○
下田内科クリニック
○
徳王 河本内科小児科クリニック
西梶尾町 さとう胃腸内科クリニック
楡木 おおゆみクリニック
八景水谷クリニック
八景水谷
宮本外科・消化器内科
○
○

実施機関名

胃

096-378-1182
096-378-0345

町名

北区

096-357-9007

原口胃腸科内科クリニック
田迎町 熊本第一病院
國武整形外科医院
近見

良町

096-357-5711

0964-28-3331

白藤

八幡

096-223-0019

松田医院
あけぼのクリニック

096-356-1515

○

みゆき天明クリニック
和田医院
上塚外科医院
川尻尾﨑内科
牧内科循環器科医院
三隅医院
外科眼科 何医院
しもむらクリニック
六反田内科・循環器科
大隈整形外科医院
熊本光洋台病院
小林病院
下田クリニック

096-223-1000

096-325-1331

096-329-6611

○

096-223-2175

ヒルサイドガーデンクリニック

096-322-3355

○

有明海リハビリテーションクリニック

0964-28-0068

096-351-1377

○

096-357-7500

○

がん検診

実施機関名

096-378-8010

096-352-7181

096-352-0131

かたおか整形外科・リウマチ科

096-379-0108

0964-28-1555

096-355-0200

○ ○ ○

096-377-5408

096-378-2222
096-378-1822

○ ○

町名

乳

たまのい内科クリニック

096-288-4149

石神クリニック
出町
出町内科
山下内科医院
二本木
末永産婦人科医院
稲葉内科医院
花園 おがた小児科
花園内科クリニック

城南町

電話番号

096-322-7701

しまさきバス通り総合内科クリニック

三和クリニック
新土河原 かねみつ胃腸科外科医院
熊本田崎クリニック
田島医院
田崎
たしま外科内科医院
山口病院

島町

096-351-7151

池田内科医院
城山下代

幸田

胃
○
○

しみず整形外科内科クリニック

平成とうや病院
前田産婦人科医院
薄場 虹クリニック

096-382-2700
096-331-2551

子宮

江越 しおや内科・内視鏡クリニック
東病院
○

096-368-2896

若葉 守屋医院
わかばクリニック
池田 緒方脳神経外科医院
小島 三宅クリニック
浦本医院
春日クリニック
島津クリニック
春日 杉野クリニック
立石内科
永知医院
はせがわクリニック
イエズスの聖心病院
上熊本内科
上熊本 佐藤医院
たなか益田クリニック
やん胃腸科外科医院
重永内科クリニック
上代 西部脳神経外科内科
上代成城病院
上高橋 末次内科
聖ヶ塔病院
河内町
堀尾内科医院
慈恵病院
島崎井上クリニック
島崎

がん検診

実施機関名

胃

東野 武藤泌尿器科クリニック
いずみクリニック

電話番号

【問い合わせ】特定･後期健診：国保年金課（096-328-2280）
がん検診：健康づくり推進課（096-361-2145）

2019年度 健康診査実施機関一覧

玉 天水 大塚医院
合

0968-82-2005

竹迫 合志渡邉内科クリニック
御代志

かたやま内科・漢方クリニック

096-285-9720
096-273-6960

八 永碇 わたなべ内科クリニック

0965-37-8255

嘉 鯰 大串内科

096-234-7873

がん検診・特定健診等をセットで受診できます！ ※胃がん検診は胃部エックス線検査です。【完全予約制】

種

類

実施機関名

所

在

地

中央区本荘5丁目15番12号
肺がん・胃がん・大腸がん・特定健診等
熊本県総合保健センター 東区東町4丁目11番1号
胃がん・大腸がん・特定健診等 日赤熊本健康管理センター 東区長嶺南2丁目1番1号
熊本市医師会ヘルスケアセンター

電話番号
096-366-2711
096-365-2323
096-387-6710

※この他に、日時場所を指定して実施する集団健診でも受診することができます。詳しくは市政だより、地域の回覧板等をご覧ください。

