指定医療機関（病院・診療所等）
医療機関名称

平成３０年１０月１日現在
医療機関所在地

電話番号

主な診療科目

Ｕデンタルオフィス

熊本県熊本市東区月出三丁目１番４５号

096-385-2607

歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

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

泌尿器科、内科、皮フ科、アレルギー科、性病科

あきた病院

熊本県熊本市南区会富町１１２０

096-227-1611

内科、循環器内科、消化器内科、呼吸器内科、外科、整形外科、リ

アクアつかさクリニック

熊本県熊本市北区鶴羽田１丁目１４番１号

096-345-0680

内科、小児科、循環器内科、呼吸器内科、アレルギー科

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

整形外科、内科、腎臓内科、泌尿器科、人工透析内科、リウマチ科

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

内科、腎臓内科、人工透析内科

あさはら整形外科

熊本県熊本市北区室園町１０番１３号

096-345-8500

整形外科、リハビリテーション科、リウマチ科、内科

あそうだ整形外科クリニック

熊本県熊本市北区麻生田２－１４－８

096-337-6611

整形外科

あだち内科胃腸科

熊本県熊本市北区龍田７－３６－４０

096-338-1888

内科、胃腸科、外科、肛門科、リハビリテーション科

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

循環器科、内科

アラキ整形外科

熊本県熊本市西区春日３－１－２０

096-326-8000

整形外科、リハビリテーション科

あわい眼科医院

熊本県熊本市東区八反田１－９－２

096-383-2005

眼科

イーグル歯科クリニック

熊本県熊本市東区東町３－２－１８

096-367-1196

一般歯科・小児歯科・矯正歯科

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

内科、緩和ケア内科、呼吸器内科、リハビリテーション科

いしはら皮膚外科クリニック

熊本県熊本市南区近見２丁目１７－３７

096-325-1112

形成外科、皮膚科、美容皮膚科、アレルギー科

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

胃腸科、内科、肛門科、小児科、リハビリテーション科、外科

いずみ整形外科

熊本県熊本市南区鳶町２－８－１１

096-358-7000

整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科

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

胃腸内科、内科、外科、呼吸器外科

いなだ眼科

熊本県熊本市西区花園２－１－５８

096-311-2830

眼科

いのまた眼科

熊本県熊本市東区下江津４丁目１－２１

096-273-8823

眼科

うちの産婦人科

熊本県熊本市南区八幡５丁目１０番１２号

096-288-5566

婦人科、産科

えがしらクリニック

熊本県熊本市東区画図町重富５１０－１

096-214-8787

内科、リハビリテーション科

えがみ小児科

熊本県熊本市北区楠８丁目１６－６３

096-339-0331

小児科

医療機関名称

医療機関所在地

電話番号

主な診療科目

えふく歯科医院

熊本県熊本市西区城山半田一丁目２番７号

096-329-5522

歯科、小児歯科

おおつか歯科医院

熊本県熊本市北区麻生田２－１－１

096-215-8070

歯科、小児歯科、歯科口腔外科

おおつか整形外科

熊本県熊本市東区御領２丁目１９―１５

096-388-1577

整形外科、リハビリテーション科、内科、リウマチ科

おかざき歯科クリニック

熊本県熊本市南区城南町東阿高２１番２

0964-28-7773

歯科、歯科口腔外科、小児歯科、矯正歯科

おがた胃腸科内科

熊本県熊本市南区平田１ー１３ー６

096-212-3933

消科器内科、内科、循環器科、呼吸器内科

おがた小児科

熊本県熊本市西区花園５－２４－８９

096-326-5411

内科、小児科、アレルギー科

おがた小児科内科医院

熊本県熊本市北区飛田３－９－２０

096-344-8282

小児科、内科、アレルギー科、麻酔科、リハビリテーション科

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

内科、消化器科、小児科、心臓血管外科

おにつか歯科医院

熊本県熊本市西区横手３－１１－２０ 馬原ビル１Ｆ

096-326-4618

歯科

おびやま在宅クリニック

熊本県熊本市中央区帯山４丁目４１番２３号

096-297-7126

内科、麻酔科

おみね田中クリニック

熊本県熊本市東区小峯２丁目２番１５６号

096-331-0303

内科、消化器内科、内視鏡内科

かじお温泉クリニック

熊本市北区梶尾町１７００－１

096-346-3300

内科、リハビリテーション科

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

整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科

かなもと歯科医院

熊本県熊本市南区白藤４－３－１５

096-358-7108

歯科、小児歯科、歯科口腔外科

かまた眼科クリニック

熊本県熊本市東区長嶺南２－４－１１

096-381-8632

眼科

かみくまもと耳鼻咽喉科

熊本市中央区段山本町６番１号

096-288-3387

アレルギー科、耳鼻咽喉科

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

内科

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

内科、胃腸科、消化器科、呼吸器科、肛門科、外科、リハビリテー

きぬはら整形外科クリニック

熊本県熊本市中央区出水４－２６－１１

096-373-1377

整形外科、リハビリテーション科

きはら循環器科内科

熊本県熊本市中央区黒髪１丁目１－２５

096-343-0511

循環器科、内科

きらクリニック

熊本県熊本市東区小山町２４９３番地特別養護老人ホーム
白川の里

096-380-6696

内科、放射線科

くすのきハロー歯科診療所

熊本県熊本市北区楠６丁目１番３７号

096-339-3030

歯科、小児歯科

くまがい眼科

熊本県熊本市中央区水前寺公園５番３８号 ラティス水前寺
096-383-0555
公園１Ｆ

眼科

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

皮膚科

096-370-2000

医療機関名称

医療機関所在地

電話番号

主な診療科目

くまもと江津湖療育医療センター

熊本県熊本市東区画図町大字重富５７５

096-370-0501

内科、小児科

くまもと在宅クリニック

熊本県熊本市中央区水前寺６丁目４８番３３号２Ｆ

096-381-1100

内科、外科、緩和ケア内科

くまもと森都総合病院

熊本県熊本市中央区大江三丁目２番６５号

096-364-6000

内科、肝臓・消化器内科、循環器科、腎臓内科、外科、整形外科、

くまもと森都総合病院（歯科）

熊本県熊本市中央区大江三丁目２番６５号

096-364-6000

歯科

くまもと成城病院

熊本県熊本市北区室園町１０－１７

096-344-3311

内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、神経内科、リハビリ

くまもと成仁病院

熊本県熊本市東区戸島２丁目３番１５号

096-380-7011

内科、糖尿病内科、代謝内科、内分泌内科、呼吸器内科、消化器内

くまもと乳腺・胃腸外科病院

熊本県熊本市中央区南熊本４丁目３－５

096-366-1155

乳腺外科、胃腸外科、胆のう外科、内視鏡外科、乳腺内科、がん化

くまもと発育クリニック

熊本県熊本市北区室園町２０－４０

096-346-8219

小児科

くまもと悠心病院

熊本県熊本市東区小山町１８０８－２

096-389-1882

精神科

くりあ診療所

熊本県熊本市西区春日６丁目４番３２号

096-247-6363

内科、代謝内科、呼吸器内科、放射線科

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

内科、小児科、循環器内科、糖尿病脂質代謝内科

くろかみ心身クリニック

熊本県熊本市中央区黒髪１－３－１６

096-343-6682

精神科、心療内科、内科

くわみず病院

熊本県熊本市中央区神水１－１４－４１

096-381-2248

内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、消化器外科、婦人科

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

内科、呼吸器科、循環器科、消化器内科、放射線科

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

内科、リハビリテーション科、放射線科

こすみ皮膚科クリニック

熊本県熊本市中央区山崎町３１

096-325-0333

皮膚科

さかぐち小児科医院

熊本県熊本市東区戸島西３丁目１－３５

096-331-7772

小児科

サキサカ病院

熊本県熊本市中央区新町２－１０－２７

096-326-0303

外科、整形外科、内科、麻酔科（勾坂正明）

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

内科、小児科、呼吸器科、循環器科、胃腸科、アレルギー科、リハ

さくらのもり歯科医院

熊本県熊本市東区小山２丁目１３－４５

096-388-0880

歯科、小児歯科、矯正歯科、歯科口腔外科

さくらんぼこどもクリニック

熊本県熊本市中央区帯山１－２５－１

096-340-0415

小児科、内科、神経内科、脳神経外科

ささおか整形外科リハビリテーションクリニック

熊本県熊本市南区田迎１－６－５

096-334-3111

整形外科、リハビリテーション科、リウマチ科、麻酔科

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ー３

096-245-0093

胃腸科、内科、小児科、放射線科

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

内科、胃腸科（消化器科）

医療機関名称

医療機関所在地

電話番号

主な診療科目

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丁目８番２０号

096-288-4149

内科、糖尿病内科、小児科、心療内科

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

内科、呼吸器内科、消化器科、循環器科、アレルギー科

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ー１１ー１

096-378-1822

整形外科、内科、リウマチ科、リハビリテーション科、麻酔科

しもむらクリニック

熊本県熊本市南区島町４丁目４番１号

096-358-8666

放射線診断科、内科

すえふじ医院

熊本県熊本市中央区出水１－５－３８

096-371-9912

内科、循環器科、小児科

すどう・きたの医院

熊本県熊本市中央区新大江１ー５ー１３

096-364-3635

内科、外科、呼吸器科、胃腸科、循環器科、こう門科、リハビリ科

すみれ眼科クリニック

熊本県熊本市南区鳶町２丁目４番１号

096-320-2333

眼科

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丁目３２－１

096-356-8223

整形外科、内科、リウマチ科、リハビリテーション科

そのだ脳神経外科消化器内科

熊本市東区画図町所島１３５－１

096-379-3888

脳神経外科、内科、リハビリテーション科

ソラクリニック

熊本県熊本市東区佐土原２丁目７番１号

096-273-9050

精神科、心療内科、内科

たかき消化器内科

熊本県熊本市東区花立２－６－８

096-331-3113

内科、小児科、消化器科、呼吸器科、循環器科、神経内科

たかはし歯科クリニック

熊本県熊本市東区下江津２丁目５－８４

096-214-8644

歯科・小児歯科

たぐち整形外科クリニック

熊本県熊本市東区山ノ神２丁目１４－９１

096-331-4976

整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科

たけの胃腸科内科

熊本県熊本市南区野口２－１２－１

096-320-2555

胃腸科、内科、肛門科

たけむら耳鼻咽喉科クリニック

熊本県熊本市北区楠８丁目８－８

096-338-4133

耳鼻咽喉科

たさき眼科クリニック

熊本県熊本市西区田崎１丁目３－７６

096-245-7766

眼科

たつだ整形外科

熊本県熊本市北区龍田１丁目１６－７

096-249-4777

整形外科・リハビリテーション科・リウマチ科

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

皮膚科、アレルギー科、循環器内科、心臓血管外科、リウマチ科、

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

内科、呼吸器科、アレルギー科

つきで整形外科

熊本県熊本市東区月出１丁目３－３

096-213-1666

整形外科、リハビリテーション科、リウマチ科

つるはら クリニック

熊本県熊本市東区上南部２丁目４－２

096-227-7100

内科、小児科、循環器内科

デグチデンタルオフィス

熊本県熊本市東区西原２－１３－３

096-382-2000

一般歯科、小児歯科

てつクリニック

熊本県熊本市北区麻生田２－１４－２２

096-339-2200

内科、呼吸器内科、呼吸器外科、循環器内科、消化器内科

てらしま歯科医院

熊本県熊本市南区田迎６－２－６

096-378-9361

歯科、小児歯科、歯科口腔外科

医療機関名称

医療機関所在地

電話番号

主な診療科目

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一丁目３５番１１号

096-368-2896

内科、胃腸科、外科、消化器科、肛門科、放射線科、小児科

とくべ内科クリニック

熊本県熊本市東区長嶺東８丁目１－４７

096-380-1030

内科、循環器科、消化器科、呼吸器科、小児科

とだか内科クリニック

熊本県熊本市東区下江津２丁目１３－５

096-379-7500

糖尿病内科、代謝内科、内科

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

内科・呼吸器内科・消化器内科

ともクリニック

熊本県熊本市中央区安政町１－２５石澤ビル４階

096-355-2387

精神科、心療内科、内科

なかがわ整形

熊本県熊本市北区武蔵ケ丘２－２－２

096-386-3188

整形外科、リハビリテーション科

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

内科

なかくま眼科

熊本県熊本市東区三郎２－１５－８シュプリ－ムステ－ジ１Ｆ 096-277-6688

眼科

ながみね耳鼻咽喉科クリニック

熊本県熊本市東区長嶺南７－９－１０

096-388-8787

耳鼻咽喉科・アレルギー科

ながみね田村整形外科

熊本県熊本市東区戸島西３－１－３９

096-331-3210

整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科

なかむらファミリークリニック

熊本県熊本市北区武蔵ケ丘７丁目１－１

096-339-1711

内科

なかむら漢方内科

熊本県熊本市中央区新屋敷３丁目９－２２

096-211-5511

漢方内科、内科

なかむら皮ふ科形成外科

熊本県熊本市東区長嶺南５－１－３

096-234-6100

皮膚科、形成外科

なごみクリニック

熊本県熊本市北区清水新地六丁目６番１２号

096-321-6544

内科、外科

ニキハーティーホスピタル

熊本県熊本市東区月出４－６－１００

096-384-3111

精神科、神経科、神経内科

にしくまもと病院

熊本県熊本市南区富合町古閑１０１２番地

096-358-1118

整形外科、内科、糖尿病・代謝内科、神経内科、呼吸器内科、循環

にしだ整形外科

熊本県熊本市東区下江津３丁目１５番５号

096-370-3310

整形外科、リハビリテーション科、リウマチ科

はくざん胃腸科・循環器科クリニック

熊本県熊本市中央区菅原町１－１８

096-364-6060

胃腸科、循環器科、外科、内科、肛門科、消化器科、麻酔科、放射

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

内科、胃腸科

はっとり心療クリニック

熊本市中央区水前寺１－２１－３０メイフェア水前寺２F

096-382-1324

精神科、児童精神科

ひがし眼科医院

熊本県熊本市南区出仲間１－５－２４

096-379-3737

眼科

ひかり眼科クリニック

熊本県熊本市南区南高江７丁目７－３０

096-358-1511

眼科

ピネル記念病院

熊本県熊本市東区佐土原１－８－３３

096-368-3930

精神科、神経内科

ひまわり在宅クリニック

熊本県熊本市南区江越２丁目１４番２６号

096-285-3251

内科、脳神経外科、疼痛緩和内科

医療機関名称

医療機関所在地

電話番号

主な診療科目

ひらやまクリニック

熊本県熊本市北区武蔵ケ丘５ー２３ー７

096-337-8838

泌尿器科、性病科

ひらやま整形外科クリニック

熊本県熊本市西区中原町骨居込６８８番地－１０

096-329-5000

整形外科、内科

ヒルサイドガーデンクリニック

熊本県熊本市南区城南町今吉野９８９

0964-28-0018

内科、外科

フォーシーズンズレディースクリニック

熊本県熊本市中央区城東町４番７号 グランガーデン熊本ビ
096-278-7870
ル２階

婦人科

ふくもと整形外科

熊本県熊本市東区花立一丁目１３番１５号

096-285-5500

整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科、麻酔科

ふじの医院

熊本県熊本市南区良町１丁目６番３６号

096-214-8990

内科、外科、呼吸器科、消化器科

ほんだ耳鼻咽喉科医院

熊本県熊本市東区新南部３－１－５

096-213-1008

耳鼻科、アレルギー科

まえだクリニック

熊本県熊本市北区龍田８－１５－６４

096-338-1637

内科、呼吸器科、小児科

まちだ歯科クリニック

熊本県熊本市西区野中２－１３－１３

096-212-4800

歯科、小児歯科、矯正歯科、歯科口腔外科

みつぐまち診療所

熊本県熊本市北区貢町１３５

096-323-6122

老年精神科、内科、放射線診断科

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

内科、消化器科

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丁目１番７９号

096-237-7555

肝臓・消化器内科、内科

みやざきこどもクリニック

熊本県熊本市東区東町４丁目６－３０

096-368-0390

小児科

みやじま眼科

熊本県熊本市東区水源２丁目３－３

096-331-8228

眼科

みゆき天明クリニック

熊本市南区奥古閑町１６８８

096-223-1000

内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科

みらい小児科クリニック

熊本市中央区新大江１丁目１２－１６

096-361-3939

小児科、アレルギー科

むらかみ内科クリニック

熊本県熊本市東区山ノ神二丁目２－３２

096-331-2551

内科、循環器内科、心療内科、漢方内科

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

内科、消化器内科、循環器内科、放射線科

もりの歯科クリニック

熊本県熊本市西区池田二丁目１番８２号

096-352-8241

歯科、小児歯科、矯正歯科、歯科口腔外科

もりの木クリニック

熊本県熊本市東区長嶺南３ー８ー１１２

096-387-3212

内科、消化器科、循環器科

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

胃腸科、内科、外科、肛門科、リハビリテーション科

やましろ病院

熊本県熊本市中央区坪井１－３－４６

096-343-1200

整形外科、内科、麻酔科、リウマチ科、呼吸器科、放射線科、外科

やまのかみ眼科

熊本市東区山ノ神２丁目１４番５５号

096-214-6100

眼科

やまもと内科・心療内科

熊本県熊本市東区京塚本町１番８号

096-383-3831

内科、心療内科、老年内科、糖尿病、漢方

医療機関名称

医療機関所在地

電話番号

主な診療科目

ややまち歯科クリニック

熊本市南区良町２丁目８－５

096-282-8887

歯科、小児歯科、歯科口腔外科

ゆみこ歯科クリニック

熊本県熊本市西区小島４丁目４－１６

096-319-4181

歯科

よしむた総合診療所

熊本県熊本市東区小山六丁目１０番１５号

096-380-5442

内科、循環器内科、消化器内科、アレルギー科、糖尿病内科

よしむらクリニック

熊本県熊本市東区長嶺南４丁目１番３４号

096-282-8300

内科、糖尿病内科

よねざわ眼科

熊本県熊本市北区兎谷１丁目２－１８

096-343-0880

眼科

よねむら眼科クリニック

熊本県熊本市北区植木町広住３９７－１

096-275-5211

眼科

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

内科、呼吸器科、消化器内科、循環器科、小児科、精神科

わかばクリニック

熊本県熊本市東区若葉３丁目１３番２０号

096-285-6014

内科、消化器内科

わたなべ眼科クリニック

熊本県熊本市西区城山下代３－２－１

096-329-6011

眼科

阿部内科医院

熊本県熊本市中央区本荘６－１２－１４

096-362-4008

内科

阿部皮膚科医院

熊本県熊本市中央区下通１丁目１－１４マテリア８ビル３階

096-322-8103

皮膚科、アレルギー科

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

外科、胃腸科、麻酔科、リハビリテーション科、内科、呼吸器科、

伊井産婦人科病院

熊本県熊本市中央区大江本町８－１５

096-364-4003

産科、婦人科、麻酔科

伊東歯科口腔病院

熊本県熊本市中央区子飼本町４番１４号

096-343-0377

歯科、歯科口腔外科、小児歯科、矯正歯科、麻酔科

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

内科、胃腸科

医療法人 インジェックス 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番 イオンタウン田崎２Ｆ

096-353-2200

内科、消化器内科

医療法人 永明会 定永耳鼻咽喉科クリニック

熊本県熊本市東区京塚本町７番１７号

096-386-2855

耳鼻咽喉科、アレルギー科

医療法人 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

内科、消化器科、小児科

医療法人 幸会 なかの耳鼻咽喉科アレルギー
熊本県熊本市南区田迎４丁目９番４１号
科クリニック

096-370-6000

耳鼻咽喉科、アレルギー科

医療法人 清藤クリニック

熊本県熊本市北区武蔵ヶ丘４丁目１０－１４

096-223-5373

内科、呼吸器内科、小児科、精神科、緩和ケア内科

医療法人 点睛 小島眼科

熊本県熊本市中央区坪井４丁目５番２１号

096-344-8858

眼科

医療法人 徳祐会 やまさき歯科医院

熊本県熊本市中央区南熊本４丁目７－１９

096-366-5036

一般歯科、小児歯科、歯科口腔外科、矯正歯科

医療法人くだか眼科

熊本県熊本市西区池田１丁目１４番８０号

096-325-8200

眼科

医療法人フロネシス まつもと在宅クリニック

熊本県熊本市中央区神水本町１３－１

096-237-7108

内科、呼吸器内科、緩和ケア内科、リハビリテーション科

医療機関名称

医療機関所在地

電話番号

主な診療科目

医療法人杏和会城南病院

熊本県熊本市南区城南町舞原無番地

0964-28-2555

内科、神経内科、呼吸器内科、消化器内科、精神科、外科、整形外

医療法人医誠会津野田内科医院

熊本県熊本市東区東京塚町１－３２

096-381-5259

内科

医療法人金澤会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

096-354-1731

内科、整形外科、リハビリテーション科、循環器内科、代謝内科、

医療法人憲和会南部中央病院

熊本県熊本市南区南高江６丁目２番２４号

096-357-3322

整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科、内科、消化器内科

医療法人財団聖十字会西日本病院

熊本県熊本市東区八反田３－２０－１

096-380-1111

内科、神経内科、消化器科、呼吸器科、外科、循環器科、整形外科

医療法人寺尾病院

熊本県熊本市北区小糸山町７５９

096-272-0601

内科、外科、耳鼻咽喉科、整形外科、皮膚科、リハビリテーション

医療法人社団 かねみつ胃腸科外科医院

熊本県熊本市西区新土河原２丁目３番４３号

096-326-1500

消化器科、外科、内科、整形外科

医療法人社団映和 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丁目５－１２

096-372-3133

精神科、内科、神経内科、理学治療科

医療法人社団宮本会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

内科、小児科

医療法人社団上塚会上塚外科医院

熊本県熊本市南区川尻６－３－１５

096-357-5711

外科、胃腸科、肛門科

医療法人社団聖英会三嶋内科

熊本県熊本市北区武蔵ケ丘８－４－６１

096-339-6000

内科、呼吸器科、消化器科、循環器科

医療法人社団徳豊会川口消化器内科

熊本県熊本市東区新南部２丁目７－５８

096-382-3100

内科、消化器内科、神経内科、放射線科、精神科

医療法人出田会呉服町診療所

熊本県熊本市中央区呉服町１－２１

096-325-0200

眼科

医療法人出田会出田眼科病院

熊本県熊本市中央区西唐人町３９

096-325-5222

眼科、麻酔科

医療法人順徳会松元整形・外科

熊本県熊本市北区飛田４丁目１０番１０号

096-345-3993

整形外科

医療法人腎生会中央仁クリニック

熊本市東区下江津３丁目７番１５号

096-334-6655

内科、腎臓内科

医療法人聖粒会慈恵病院

熊本県熊本市西区島崎６－１－２７

096-355-6131

外科、内視鏡外科、消化器外科、小児外科、内科、糖尿病、代謝内

医療法人大和大和クリニック

熊本県熊本市中央区九品寺１丁目１４―１７

096-364-5221

循環器内科、内科

医療法人竹下内科医院

熊本県熊本市中央区大江５－４－６

096-211-5171

内科、胃腸科

医療法人朝日野会朝日野総合病院

熊本県熊本市北区室園町１２－１０

096-344-3000

内科、呼吸器内科、糖尿病、代謝内科、消化器内科、循環器内科、

医療法人日隈会日隈病院

熊本県熊本市中央区萩原町９－３０

096-378-3836

精神科、神経内科、神経科

井上整形外科クリニック

熊本県熊本市中央区琴平本町３番４３号

096-364-5510

整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科

井内科クリニック

熊本県熊本市中央区水前寺４丁目３０の２３

096-383-0291

内科、神経内科、リハビリテーション科

井病院

熊本県熊本市中央区八王寺町２７－１１

096-379-4600

外科、内科、胃腸科、消化器科、整形外科、理学診療科、麻酔科

医療機関名称

医療機関所在地

電話番号

主な診療科目

一般財団法人杏仁会江南病院

熊本県熊本市中央区渡鹿五丁目１－３７

096-366-7125

内科、整形外科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、リハビリ

稲葉内科医院

熊本県熊本市西区花園１－２０－６０

096-352-3427

内科、胃腸科消化器科、循環器科、呼吸器科、小児科、放射線科、

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

胃腸科、消化器科、内科

浦本医院

熊本県熊本市西区春日２－１１－１６

096-352-2960

内科、小児科

影下皮膚科クリニック

熊本県熊本市東区西原１－２－６６

096-213-1777

皮膚科、形成外科、アレルギー科

永田耳鼻咽喉科医院

熊本県熊本市南区日吉２－７－５５

096-357-3881

耳鼻咽喉科

越山眼科医院

熊本県熊本市東区錦ケ丘３２－２５

096-368-2468

眼科

榎本内科医院

熊本県熊本市北区植木町平野７７－１

096-273-0220

内科、循環器内科

奥田歯科医院

熊本県熊本市中央区北千反畑町１番２４号

096-343-5673

歯科

岡耳鼻咽喉科医院

熊本県熊本市東区花立２－１６－２４

096-369-0717

耳鼻咽喉科

岡﨑クリニック

熊本県熊本市東区下南部３丁目３番１４号

096-385-0055

内科、消化器科、呼吸器科、外科

岡﨑麻酔科クリニック

熊本県熊本市東区長嶺南５－１－１７

096-369-0616

麻酔科、内科

下通り心身医療クリニック

熊本県熊本市中央区新市街１０－６ベスト電器熊本本店ビ
ル７Ｆ

096-355-8511

精神科、心療内科

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番２号

0964-28-2001

内科、外科、小児科、麻酔科

下田内科クリニック

熊本県熊本市北区鶴羽田３丁目１４－２３

096-345-5015

内科、呼吸器科、消化器科、循還器科、放射線科、麻酔科

河本内科小児科クリニック

熊本県熊本市北区徳王７－１

096-323-6300

内科、小児科、呼吸器科、循環器科、アレルギー科

花園内科クリニック

熊本県熊本市西区花園５丁目１３番２１号

096-325-0800

内科、循環器内科

花畑クリニック

熊本県熊本市中央区花畑町１－５

096-324-2861

内科、外科、胃腸内科、消化器外科、呼吸器内科、乳腺・内分泌内

駕町ひろなか歯科

熊本県熊本市中央区安政町２－３４－２Ｆ

096-325-8844

歯科

外科眼科何医院

熊本県熊本市南区幸田２－７－３０

096-378-5171

外科、眼科、歯科

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

外科、内科、整形外科、リハビリテーション科

外間整形外科医院

熊本県熊本市西区上熊本２－１３－１２

096-352-7277

整形外科、リハビリテーション科

笠岡眼科

熊本市北区武蔵ケ丘４丁目１７番１７号

096-348-1700

眼科

寒野整形外科医院

熊本県熊本市中央区出水１－７－３０

096-363-2100

整形外科、麻酔科、リハビリテーション科

医療機関名称

医療機関所在地

電話番号

主な診療科目

眼科こがクリニック

熊本県熊本市中央区八王寺町１１番５３号

096-377-1702

眼科

菊川歯科

熊本県熊本市北区楠４丁目３番１８号

096-337-0088

歯科、小児歯科、矯正歯科

菊南病院

熊本県熊本市北区鶴羽田３丁目１番５３号

096-344-1711

内科、循環器内科、消化器内科、呼吸器内科、神経内科、整形外科

吉井皮ふ科

熊本県熊本市東区健軍本町５２－３

096-331-5253

皮膚科、漢方皮膚科、アレルギー科

吉永クリニック

熊本県熊本市東区月出１丁目８－２６

096-383-3000

内科、胃腸内科

吉田小児科内科医院

熊本県熊本市東区東京塚町１８－３４

096-381-0511

小児科・内科

宮崎眼科医院

熊本県熊本市北区植木町植木１９２番地１

096-272-1027

眼科

宮川眼科クリニック

熊本県熊本市北区清水新地６－２－７２

096-348-1860

眼科

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

内科

宮本外科・消化器内科

熊本県熊本市北区八景水谷２丁目６番２６号

096-345-7588

外科、消化器内科、肛門外科、整形外科

宮脇クリニック

熊本県熊本市中央区出水５－１１－２４

096-366-3181

消化器科、呼吸器科、放射線科、皮フ科

宮﨑耳鼻咽喉科医院

熊本県熊本市中央区萩原町７－３０

096-379-0606

耳鼻咽喉科、アレルギー科

弓削病院

熊本県熊本市北区弓削五丁目１２番２５号

096-338-3838

精神科

京塚クリニック

熊本県熊本市中央区帯山３ー３８ー１３

096-213-2511

整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科、内科

橋元歯科

熊本県熊本市中央区帯山３丁目１９－９

096-340-1511

歯科、小児歯科、矯正歯科

橋口医院

熊本県熊本市中央区渡鹿５－１７－２６

096-364-2821

内科、消化器内科、小児科

橋本行生内科

熊本県熊本市中央区水前寺２－２５－１６

096-387-1363

内科

橋本歯科

熊本県熊本市北区麻生田５丁目１７－２３

096-337-7789

歯科、小児歯科

橋本整形外科内科

熊本県熊本市北区改寄町２３８０－５

096-272-0052

整形外科、内科、リハビリテーション科、リウマチ科、外科

近見医院

熊本県熊本市南区近見８丁目１４番５５号

096-358-1008

内科・放射線科・消化器内科・リハビリテーション科

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

整形外科、リハビリテーション科、リウマチ科、循環器内科、呼吸

窪田病院

熊本県熊本市東区長嶺東２－１１－９５

096-380-2038

精神科

熊谷耳鼻咽喉科医院

熊本県熊本市中央区南坪井町４番１９号

096-352-1521

耳鼻咽喉科

熊本ホームケアクリニック

熊本県熊本市中央区神水１－１９－２１セイケイビル１０１

096-387-2918

内科

医療機関名称

医療機関所在地

電話番号

主な診療科目

熊本リウマチ内科

熊本県熊本市北区四方寄町１６０４－７

096-245-5617

内科、リウマチ科、薬物、療法リウマチ科、アレルギー科

熊本駅前木もれびの森心療内科精神科

熊本市西区春日２丁目１－２４グッドライフ熊本駅前２階

096-354-8720

心療内科、精神科

熊本眼科医院

熊本県熊本市中央区九品寺２丁目２－１

096-371-6133

眼科、形成外科

熊本機能病院

熊本県熊本市北区山室６－８－１

096-345-8111

整形外科、リウマチ科、形成外科、神経内科、脳神経外科、循環器

熊本県立こころの医療センター

熊本県熊本市南区富合町平原３９１

096-357-2151

精神科、神経内科、内科、呼吸器内科

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

内科

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

内科

熊本市医師会熊本地域医療センター

熊本県熊本市中央区本荘５丁目１６－１０

096-363-3311

内科、消化器内科、呼吸器内科、循環器内科、代謝内科、小児科、

熊本市立熊本市民病院

熊本県熊本市東区湖東１－１－６０

096-365-1711

内科、精神科、神経内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、

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

外科、内科、整形外科、循環器内科、リハビリテーション科、放射

熊本循環器科病院

熊本県熊本市南区御幸笛田２ー１５ー６

096-378-0345

内科、循環器内科、糖尿病内科、脂質代謝内科、内分泌内科、消化

熊本心身医療クリニック

熊本県熊本市東区沼山津４丁目１番２０号

096-285-7721

精神科、心療内科、婦人科

熊本整形外科病院

熊本県熊本市中央区九品寺１丁目１５ー７

096-366-3666

整形外科、リハビリテーション科、リウマチ科、内科、循環器内科

熊本赤十字病院

熊本県熊本市東区長嶺南２－１－１

096-384-2111

内科、血液・腫瘍内科、神経内科、呼吸器内科、消化器内科、循環

熊本赤十字病院

熊本県熊本市東区長嶺南２－１－１

096-384-2111

歯科、歯科口腔外科

熊本大学医学部附属病院

熊本県熊本市中央区本荘１－１－１

096-344-2111

内科、血液内科、リウマチ科、腎臓内科、代謝内科、呼吸器内科

熊本大学医学部附属病院

熊本県熊本市中央区本荘１－１－１

096-344-2111

歯科口腔外科

熊本第一病院

熊本県熊本市南区田迎町田井島２２４

096-370-7333

内科、呼吸器内科、消化器、肝臓内科、循環器内科、糖尿病、代謝

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丁目２－１

096-381-5111

リハビリテーション科、脳神経外科、神経内科、整形外科、内科、

熊本中央病院

熊本県熊本市南区田井島１ー５ー１

096-370-3111

内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、小児科、外科、整形外科、

熊本田崎クリニック

熊本市西区田崎２丁目５－３０

096-211-0011

整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科、内科、糖尿病内科、循環
器内科、呼吸器内科

熊本東耳鼻咽喉科クリニック

熊本市東区月出五丁目４番８号

096-367-8688

耳鼻咽喉科、アレルギー科、小児耳鼻咽喉科

熊本内科病院

熊本県熊本市中央区手取本町７ー１

096-356-5500

内科、神経内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、リハビリ

熊本脳神経外科病院

熊本県熊本市中央区本荘６丁目１番２１号

096-372-3911

脳神経外科、放射線科、リハビリテーション科

医療機関名称

医療機関所在地

電話番号

主な診療科目

熊本博愛病院

熊本県熊本市北区楠６－６－６０

096-338-7117

内科、放射線科、リハビリテーション科

熊本泌尿器科病院

熊本県熊本市中央区新町４－７－２２

096-354-6781

泌尿器科（泌尿器科、人工透析）、皮膚科、麻酔科、男性性感染症

熊本皮ふ科形成外科

熊本県熊本市中央区帯山３－３７－１５

096-382-0006

皮膚科、形成外科

熊本放射線外科

熊本県熊本市中央区出水７ー９０－２

096-370-0712

脳神経外科、放射線科、外科

熊本未来クリニック

熊本県熊本市北区清水新地三丁目１番２３号

096-386-3386

耳鼻咽喉科

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

腎臓内科、人工透析内科、循環器内科

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

内科、小児科、呼吸器科、循環器科、消化器科、アレルギー科

慶徳加来病院

熊本県熊本市中央区練兵町９８

096-322-2611

内科、消化器科、循環器科、小児科、放射線科

健軍クリニック

熊本県熊本市東区新生２－２－２

096-367-6666

内科、循環器科、呼吸器科

健軍熊本泌尿器科

熊本県熊本市東区健軍３丁目５０―１

096-331-7477

泌尿器科、女性泌尿器科、小児泌尿器科、泌尿器科（男性不妊治療

健軍桜木眼科

熊本県熊本市東区桜木１丁目１番２０号

096-365-2200

眼科

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

胃腸科、内科、外科

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

消化器科、内科、肛門科

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

循環器科、内科

戸山・横田医院

熊本市東区小峯２丁目５－３３

096-365-2222

外科、内科、肛門外科、整形外科、リハビリテーション科、皮膚科

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

循環器科、内科、呼吸器内科、消化器内科、神経内科

御幸病院

熊本県熊本市南区御幸笛田６ー７ー４０

096-378-1166

内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、漢方内科、小児科、

工藤歯科医院

熊本市中央区薬園町６－２１

096-344-0615

歯科、小児歯科

広重耳鼻咽喉科医院

熊本県熊本市東区新外２丁目５－１２

096-368-6110

耳鼻咽喉科

江津耳鼻咽喉科・アレルギー科クリニック

熊本県熊本市東区江津４丁目５番１号

096-370-8770

耳鼻咽喉科、アレルギー科

甲斐整形外科

熊本県熊本市南区平成２丁目３－２７

096-285-6751

整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科

行德眼科

熊本県熊本市中央区内坪井町２番２号

096-352-0269

眼科

佐々木脳神経外科

熊本県熊本市南区荒尾１丁目８－６３

096-358-7814

脳神経外科、神経内科

佐田クリニック

熊本県熊本市中央区渡鹿４丁目１０番７号

096-372-5577

内科、胃腸内科、漢方内科、外科、整形外科

医療機関名称

医療機関所在地

電話番号

主な診療科目

佐藤医院

熊本県熊本市西区上熊本３－２－１０

096-355-0200

内科、循環器科

佐藤皮膚科医院

熊本県熊本市中央区南熊本５丁目７番３

096-371-3933

皮膚科

佐伯内科クリニック

熊本県熊本市中央区神水１－３５－１５

096-349-8393

呼吸器科、循環器科、小児科

済生会熊本病院

熊本県熊本市南区近見５－３－１

096-351-8000

内科、外科、消化器内科、消化器外科、呼吸器内科、呼吸器外科、

斎藤耳鼻咽喉科医院

熊本県熊本市中央区神水１－３３－１６

096-381-5375

耳鼻咽喉科

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

内科、神経内科

財団法人杏仁会くまもと青明病院

熊本県熊本市中央区渡鹿５丁目１の３７

096-366-2291

精神科、神経科、心療内科

坂本内科循環器科医院

熊本県熊本市東区江津二丁目２６－２０

096-366-2580

循環器内科、糖尿病内科、内科、皮膚科

桜が丘病院

熊本県熊本市西区池田３－４４－１

096-352-6264

精神科、内科、麻酔科

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

脳神経外科、内科、神経内科、循環器科、放射線科

桜十字熊本東病院

熊本県熊本市東区三郎１－１２－２５

096-383-5555

内科、神経内科、リハビリテーション科

桜十字病院

熊本県熊本市南区御幸木部１ー１ー１

096-378-1111

内科、呼吸器内科、整形外科、漢方内科、循環器内科、脳神経外科

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

内科、神経内科、リハビリテーション科

三の宮内科泌尿器科医院

熊本県熊本市北区龍田１ー１６ー１

096-338-3511

泌尿器科、内科、小児科、皮膚科

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

内科

三宅クリニック

熊本県熊本市西区小島３－３９－３

096-329-5600

内科、胃腸科、外科

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

内科、小児科

山口胃腸科

熊本県熊本市東区三郎１丁目１４－２３

096-349-8336

胃腸内科、内科、消化器内科

山口外科内科医院

熊本県熊本市東区榎町３－１

096-367-2100

外科、内科、消化器内科

山口歯科医院

熊本県熊本市東区桜木１－１２－３０

096-360-2239

歯科、小児歯科

山口病院

熊本県熊本市西区田崎３丁目１－１７

096-356-0666

外科、整形外科、胃腸外科、胃腸内科、肛門外科、肛門内科、呼吸

山崎内科

熊本県熊本市中央区渡鹿１丁目１８－８８

096-371-5301

内科・消化器内科

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

外科、内科、胃腸科

山田眼科

熊本県熊本市中央区世安町２２９番地

096-288-1656

眼科

医療機関名称

医療機関所在地

電話番号

主な診療科目

山田内科医院

熊本県熊本市東区保田窪本町１６番３５号

096-382-2700

内科、消化器科、循環器科、アレルギー科

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

内科、呼吸器科、アレルギー科

師井医院

熊本県熊本市北区植木町植木１８６

096-272-0030

内科、外科、小児科、胃腸科、肛門科、整形外科、リハビリテーシ

歯ならびの歯医者さん

熊本県熊本市北区山室５－６－７

096-245-7224

歯科、矯正歯科、小児歯科、口腔外科

寺原診療所

熊本県熊本市中央区壺川２－１０－５壺川ビル１階

096-323-4160

内科、代謝内科、循環器内科

自衛隊熊本病院

熊本県熊本市東区東本町１５－１

096-368-5111

内科、外科、整形外科、皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻いんこう科

自由が丘病院

熊本県熊本市北区龍田陳内１－３－１０

096-338-3111

精神科、心療内科

室原内科・小児科

熊本県熊本市中央区国府１丁目１１番９号

096-364-3080

内科、小児科

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

内科、神経内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、整形外科、リハ

蛇島肛門科外科

熊本県熊本市中央区出水１丁目６－１３

096-364-2002

肛門科、外科

守屋医院

熊本県熊本市東区若葉３ー９ー２

096-214-0177

内科、脳神経外科

宗像医院

熊本県熊本市南区城南町阿高３２５ー１

0964-28-3188

内科、胃腸科、外科、理学診療科

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

内科、小児科、神経科、リハビリテーション科

十善病院

熊本県熊本市中央区南熊本３丁目６－３４

096-372-2688

内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、外科、呼吸器外科、

重永内科クリニック

熊本県熊本市西区上代１丁目１９番６号

096-322-3355

内科、呼吸器科、循環器科、神経内科、消化器科

出町内科

熊本県熊本市西区出町５－３８

096-322-7752

内科

春日クリニック

熊本県熊本市西区春日３丁目２５番１号

096-351-7151

内科、小児科、リハビリテーション科、麻酔科

緒方歯科医院

熊本県熊本市南区南高江６－４－３

096-357-3692

歯科

緒方消化器内科

熊本県熊本市中央区通町２３

096-353-2361

消化器科、胃腸科、放射線（診断）科、内科

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

脳神経外科、整形外科、麻酔科、リハビリテーション科

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番３９号

096-381-7273

消化器内科、内科

小山内科クリニック

熊本県熊本市中央区城東町４－７

096-322-5809

内科、循環器科

小沢医院

熊本県熊本市中央区南熊本４－３－２０

096-371-2231

内科、消化器科、外科、循環器科

小島内科小児科医院

熊本県熊本市中央区帯山５ー２５ー２７

096-381-9852

内科、小児科

医療機関名称

医療機関所在地

電話番号

主な診療科目

小堀胃腸科外科

熊本県熊本市中央区黒髪２－３２－３

096-344-1001

内科、外科、整形外科、小児外科、胃腸科

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

内科、胃腸科

小野歯科医院

熊本県熊本市東区御領４丁目３－１６

096-389-8885

歯科、小児歯科、矯正歯科

小林病院

熊本県熊本市南区城南町隈庄５７４

0964-28-2025

内科、外科、整形外科、循環器科、胃腸科、泌尿器科

庄野循環器科内科医院

熊本県熊本市東区健軍４ー５ー４

096-331-3777

循環器科、内科

松原リウマチ科・整形外科

熊本県熊本市東区月出５ー３ー１５

096-214-0551

リウマチ科、整形外科、内科、リハビリテーション科

松原歯科医院

熊本県熊本市東区長嶺南４－１１－１１４

096-381-8148

歯科、小児歯科

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

外科、内科、胃腸科、整形外科

松野皮ふ科・形成外科

熊本県熊本市南区田迎２－１８－２０

096-370-4112

皮膚科、形成外科

上熊本内科

熊本県熊本市西区上熊本１－３－４

096-325-1331

内科、循環器科、消化器科、呼吸器科、神経内科、放射線科、心療

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ケ丘１ー８ー２３

096-337-3884

胃腸科、外科、内科、小児科、肛門科

上村内科クリニック

熊本県熊本市中央区上京塚４番１号

096-382-3888

内科、透析内科、消化器内科、胃腸内科、循環器内科、糖尿病内科

上代成城病院

熊本県熊本市西区上代２丁目２番２５号

096-356-1515

内科、循環器内科、消化器内科、呼吸器内科、放射線科

上通りメンタルクリニック

熊本県熊本市中央区上通町５－２０セントラルハイツ２０２

096-211-0632

精神科・診療内科

上野クリニック

熊本県熊本市中央区本荘町６７１－１

096-371-2020

肛門科、消化器科、内科、外来、放射線科

城間整形外科

熊本県熊本市西区出町４－４

096-311-2800

整形外科、リハビリテーション科

城山耳鼻咽喉科

熊本県熊本市西区城山大塘一丁目２４－１９

096-329-0888

耳鼻咽喉科アレルギー科

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

胃腸科、消化器科、内科、肛門科

城本胃腸科内科クリニック

熊本県熊本市中央区九品寺５－８－９

096-362-0322

内科、消化器内科

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

泌尿器科、内科、循環器科、麻酔科

植木町歯科クリニック

熊本県熊本市北区植木町鐙田１４６７－１

096-272-1511

歯科、歯科口腔外科、小児歯科

新屋敷在宅クリニック

熊本県熊本市中央区新屋敷２丁目１３－１２コート新屋敷３０
096-373-6680
２号

内科、整形外科、心療内科

新屋敷山下歯科・矯正歯科

熊本県熊本市中央区新屋敷３丁目９番４号 ５階

096-373-6480

歯科、小児歯科、矯正歯科

新水前寺クリニック

熊本県熊本市中央区水前寺公園１－２４－１０２

096-285-3741

漢方内科・内科

医療機関名称

医療機関所在地

電話番号

主な診療科目

新地ハロー歯科診療所

熊本県熊本市北区清水新地６丁目６番７号

096-337-3686

歯科、小児歯科

新町いえむらクリニック

熊本県熊本市中央区新町１ー７ー１５

096-353-5656

内科、小児科、消化器科

新町メンタルクリニック

熊本市中央区新町１丁目７番１７号

096-288-1581

心療内科、精神科

森永上野胃・腸・肛門科

熊本県熊本市中央区坪井６ー２２ー１

096-346-0111

胃腸科、肛門科、外科、内科、小児科、小児外科

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

整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科

神谷内科医院

熊本県熊本市中央区紺屋町２の１１

096-354-4121

内科、呼吸器科、胃腸科、循環器科、小児科

仁誠会クリニックながみね

熊本県熊本市東区戸島西２丁目３－１０

096-331-2211

内科

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

内科、腎臓内科

仁誠会クリニック新屋敷

熊本県熊本市中央区新屋敷１丁目１４－２

096-211-5151

腎臓内科・人工透析内科

陣内病院

熊本県熊本市中央区九品寺６－２－３

096-363-0011

内科、糖尿病内科、循環器科、神経内科、眼科

水上医院

熊本県熊本市中央区黒髪６－９－２０

096-343-2913

泌尿器科、内科

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

内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、神経内科、リハビリ

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

外科、内科、消化器外科、泌尿器科

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夢参道ビル１階

096-385-3335

内科、呼吸器内科

水前寺大腸肛門科医院

熊本県熊本市中央区水前寺３－５－１１

096-381-2241

肛門科、消化器科

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

内科、循環器科、呼吸器科、放射線科、消化器科

水前寺皮フ科医院

熊本県熊本市中央区水前寺２－１９－３

096-382-4551

皮膚科、性病科、アレルギー科

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

内科、整形外科、循環器科、リハビリテーション科

杉耳鼻咽喉科医院

熊本県熊本市中央区帯山９丁目５－２０

096-383-3087

耳鼻咽喉科、アレルギー科

杉村病院

熊本県熊本市中央区本荘３－７－１８

096-372-3322

内科、循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、消化器外科、代謝内

杉野クリニック

熊本県熊本市西区春日７－１９－７

096-352-8247

小児科、内科

成田クリニック

熊本県熊本市東区江津１－１－１

096-363-7771

胃腸科、外科、内科、肛門科、理学療法科

成尾整形外科病院

熊本県熊本市中央区岡田町１２－２４

096-371-1188

整形外科、リハビリテーション科、リウマチ科、麻酔科、漢方内科

整形外科井上病院

熊本県熊本市中央区本荘町６４４

096-364-5511

整形外科

医療機関名称

医療機関所在地

電話番号

主な診療科目

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

内科、循環器内科、小児科、リハビリテーション科

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

内科

聖ケ塔病院

熊本県熊本市西区河内町船津８９７

096-276-1151

内科、神経内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、外科、アレルギ

西村クリニック

熊本県熊本市北区武蔵ケ丘９ー３ー１１

096-337-6600

内科、胃腸科、循環器科

西村内科医院

熊本県熊本市東区花立１－４－１０

096-214-7001

循環器科、リハビリテーション科、内科、アレルギー科、呼吸器科

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

内科、脳神経外科、放射線診断科、循環器内科、消化器内科、呼吸器
内科

西田歯科医院

熊本県熊本市北区清水新地６－７－１４

096-338-8324

歯科

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

内科、呼吸器内科

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

脳神経外科、内科、神経内科、放射線科、リハビリテーション科

西野歯科医院

熊本県熊本市中央区子飼本町６－２６

096-343-5952

歯科、小児歯科、口腔外科

石原・伊牟田内科

熊本県熊本市中央区水前寺２丁目１９－８

096-383-3448

内科、小児科、放射線科、循環器科、消化器科、呼吸器科

石原循環器科内科医院

熊本県熊本市東区西原２－１１－３

096-382-3388

循環器科、内科、リハビリテーション科

石神クリニック

熊本県熊本市西区出町２－１５

096-322-6018

内科、胃腸科、循環器科、糖尿病内分泌科

石川整形外科リウマチ科

熊本県熊本市南区田井島２ー３ー４７

096-379-6800

整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科

赤坂外科内科クリニック

熊本県熊本市東区新外３－９－６７

096-367-6980

外科、整形外科、内科、循環器内科、麻酔科

赤星医院

熊本市中央区神水１丁目１６－１６

096-383-1251

内科、小児科

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

内科（循環器科、呼吸器科、消化器科）

川原胃腸科内科

熊本県熊本市中央区新町３－９－１０

096-352-0945

胃腸科、内科、肛門科

川原整形外科

熊本県熊本市中央区新大江２－１９－１５

096-362-2400

整形外科、リハビリテーション科、リウマチ科、形成外科、内科

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

内科、アレルギー科、呼吸器科、消化器科、小児科

川尻尾﨑内科

熊本県熊本市南区川尻５－１－６２

096-357-9115

内科、消化器内科、呼吸器内科、循環器内科

川島整形外科

熊本県熊本市中央区子飼本町１－１３

096-345-2666

整形外科

川野胃腸科内科

熊本県熊本市中央区本山１－６－１９

096-355-7121

胃腸科

川野病院

熊本県熊本市中央区大江６－２５－１

096-366-3275

泌尿器科

医療機関名称

医療機関所在地

電話番号

主な診療科目

前田胃腸科・内科クリニック

熊本県熊本市東区長嶺南１丁目６－２６

096-386-8686

内科、消化器内科

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

内科・胃腸科・小児科

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

内科、胃腸科、呼吸器科、放射線科、リハビリテーション科

前田内科医院

熊本県熊本市中央区白山２丁目１１－１６

096-364-3952

呼吸器内科、内科、小児科、アレルギー科、消化器内科

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

胃腸科、内科、外科、肛門科

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

小児科、神経内科、内科、リハビリテーション科

村上耳鼻咽喉科医院

熊本県熊本市西区池田１－３２－６６

096-351-8733

耳鼻咽喉科

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

内科、循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、放射線科

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

外科、内科、胃腸科、肛門科、皮膚科、泌尿器科、整形外科、リハ

帯山中央病院

熊本県熊本市中央区帯山４丁目５－１８

096-382-6111

内科、漢方内科、消化器内科、呼吸器内科、糖尿病内科、リハビリ

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

整形外科、リハビリテーション、リウマチ科

大山皮膚科医院

熊本県熊本市南区近見１－４－１５

096-326-3355

内科、小児科、皮膚科、性病科、アレルギー科、形成外科

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丁目２番５５号

096-320-6500

肛門内科、肛門外科、内科、消化器内科、外科、消化器外科、大腸

大塚病院

熊本県熊本市北区植木町豊田６０３

096-272-0159

内、胃腸、循環器、外、整形、こう門、リハビリ、麻酔

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

内科、胃腸科、循環器科、外科、肛門科、心臓血管外科、リハビリ

大林内科医院

熊本県熊本市中央区内坪井町１０－１３

096-352-0045

呼吸器科、内科、小児科、消化器科、神経内科、循環器科

大塚内科

熊本県熊本市東区花立５丁目１－３６

096-365-7855

内科、消化器科、循環器科、呼吸器科

沢田内科医院

熊本県熊本市中央区帯山４－２１－２２

096-382-6401

内科、循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、血液腫瘍内科

沢木歯科医院

熊本県熊本市東区東野１－９－８

096-367-1311

歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

地方職員共済組合熊本診療所

熊本県熊本市中央区水前寺６－１８－１

096-383-1111

内科

池上第二クリニック

熊本県熊本市中央区細工町２丁目６グランブルー五福１Ｆ

096-326-5566

心療内科、精神科

池沢小児科医院

熊本県熊本市西区野中１丁目１番１６号

096-354-6123

小児科

池田内科医院

熊本県熊本市西区城山下代３丁目１番２号

096-329-8818

内科、呼吸器内科、消化器内科、小児科、神経内科、循環器内科

中垣胃腸科医院

熊本県熊本市北区植木町植木８０

096-273-1555

内科、外科、消化器内科、胃腸内科、肛門外科

医療機関名称

医療機関所在地

電話番号

主な診療科目

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

内科、胃腸科、外科

中川クリニック

熊本県熊本市中央区安政町３番４号

096-356-6636

整形外科

中村整形外科

熊本県熊本市西区池田二丁目５－２２

096-323-7770

整形外科、リハビリテーション科

中村内科医院

熊本県熊本市東区健軍四丁目３番１６号

096-367-0701

腎臓内科、内科、人工透析内科

中嶋内科

熊本県熊本市北区硯川町１１３４

096-245-0005

内科、小児科

町野胃腸科外科

熊本県熊本市東区東野２丁目４－６

096-369-8071

胃腸科・外科・内科・整形外科・肛門科

長嶺南クリニック

熊本県熊本市東区月出７－１－１２

096-387-0803

内科、精神科、心療内科

鳥谷医院

熊本県熊本市中央区九品寺５－７－１２

096-371-9660

耳鼻咽喉科

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

内科、循環器科、消化器科

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

消化器内科（胃腸内科）

鶴田病院

熊本県熊本市東区保田窪本町１０－１１２

096-382-0500

内科、消化器内科、内視鏡内科、循環器内科、神経内科、整形外科

堤整形外科クリニック

熊本県熊本市中央区大江１丁目２０－２

096-361-1881

整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科・外科・内科 他

天神内科医院

熊本県熊本市中央区大江６－２２－２２

096-366-2233

内科、呼吸器科、循環器科、消化器科、神経内科

天野整形外科皮ふ科医院

熊本県熊本市西区田崎１－３－８０

096-326-2002

整形外科、皮膚科

田迎眼科クリニック

熊本市南区出仲間８丁目１－１０

096-285-5859

眼科

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

外科、内科

田崎橋耳鼻咽喉科クリニック

熊本県熊本市西区田崎２－１－６６

096-354-1133

耳鼻咽喉科、アレルギー科

田上内科クリニック

熊本県熊本市東区東本町１番１号

096-214-1011

内科・小児科・消化器科・呼吸器科・循環器科

田上病院

熊本県熊本市中央区南千反畑町１０－３

096-354-5885

内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、心療内科、糖尿病内

田尻クリニック

熊本県熊本市中央区水前寺２丁目６番３号

096-385-5430

内科

田中耳鼻咽喉科

熊本県熊本市中央区新市街７番１７号

096-354-0055

耳鼻咽喉科

田島医院

熊本県熊本市西区田崎３－１－２５

096-352-2433

内科、神経内科

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

内科、糖尿病内科、消化器内科

田嶋外科内科医院

熊本県熊本市西区田崎２－２－４８

096-355-6900

外科、内科、呼吸器内科、消化器内科、整形外科、リハビリテーシ

医療機関名称

医療機関所在地

電話番号

主な診療科目

渡辺医院

熊本県熊本市東区画図町下無田１４６５－１

096-378-7330

外科、内科、消化器

渡辺歯科クリニック

熊本市東区花立３－３－２６

096-367-4333

一般歯科、小児歯科

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

内科、外科、胃腸科、放射線科、皮ふ科

土井医院

熊本県熊本市南区銭塘町２０２９－５

096-223-0252

循環器科、内科、小児科

土井内科胃腸科医院

熊本県熊本市南区砂原町３４１

096-227-1818

内科、糖尿病内科、内分泌内科、小児科、皮膚科、胃腸内科

冬田循環器科内科医院

熊本県熊本市東区長嶺東２－１－１０

096-389-0030

内科、循環器科、麻酔科

嶋田病院

熊本県熊本市中央区練兵町２４

096-324-3515

腎臓内科、人工透析内科、代謝内科、内科

東家耳鼻咽喉科医院

熊本県熊本市北区植木町舞尾５８８－１

096-273-1111

耳鼻咽喉科

東熊クリニック

熊本県熊本市東区戸島西三丁目７番１５号

096-365-0033

内科、消化器内科、リハビリテーション科

東町グラン歯科

熊本県熊本市東区東町２丁目１－２

096-285-5032

歯科・小児歯科・歯科口腔外科

東病院

熊本県熊本市南区出仲間５－２－２

096-378-2222

外科、内科、整形外科、消化器内科、消化器外科、乳腺外科、リハ

東部クリニック

熊本県熊本市東区秋津新町１－２８

096-369-3331

内科、脳神経外科、放射線診療科、循環器科、消化器科、呼吸器科

藤好クリニック

熊本県熊本市中央区古川町２５－１

096-353-2233

肛門科、消化器科、心療内科

藤田外科医院

熊本県熊本市北区植木町滴水４４０の１

096-272-1527

外科、内科、胃腸科、整形外科

藤木眼科

熊本県熊本市東区戸島西３丁目２番４５号

096-331-3388

眼科

藤木皮膚科クリニック

熊本県熊本市中央区呉服町２－３６－１

096-356-4112

皮膚科、アレルギー科、形成外科

独立行政法人国立病院機構熊本医療センター 熊本県熊本市中央区二の丸１の５

096-353-6501

内科、腎臓内科、血液内科、糖尿病、内分泌科、呼吸器内科、消化

独立行政法人国立病院機構熊本医療センター 熊本県熊本市中央区二の丸１の５

096-353-6501

歯科、歯科口腔外科

内科・熊本クリニック

熊本県熊本市東区沼山津４ー１ー１

096-367-4681

内科

内田クリニック

熊本県熊本市中央区水前寺２丁目６－２０

096-285-5073

心療内科、精神科

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

内科、神経内科、呼吸器科、消化器科、循環器科

楢原医院

熊本県熊本市南区近見２丁目１４－１

096-354-5768

内科

南熊本病院

熊本県熊本市中央区南熊本３－７－２７

096-366-1268

整形外科、リハビリテーション科、内科、リウマチ科、麻酔科

虹クリニック

熊本県熊本市南区薄場３丁目１１番５１号

096-357-7500

内科、呼吸器内科、呼吸器外科、消化器内科、循環器内科

医療機関名称

医療機関所在地

電話番号

主な診療科目

虹の里クリニック

熊本県熊本市東区榎町３番１号

096-285-7707

内科、循環器内科

虹の里渡鹿診療所

熊本県熊本市東区渡鹿八丁目１－７０

096-372-7300

内科、循環器内科

日隈眼科医院

熊本県熊本市中央区練兵町５６

096-352-3681

眼科

日赤通り谷﨑ＭＡクリニック

熊本県熊本市中央区帯山８丁目１－１１

096-374-7878

内科、胃腸内科、アレルギー科、小児科

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２－１－１

096-384-3100

内科、放射線科、婦人科

博愛会病院

熊本県熊本市中央区紺屋今町４番３号

096-325-2233

内科、糖尿病、代謝内科、消化器内科、循環器内科、婦人科、外科

柏田内科クリニック

熊本県熊本市中央区坪井３丁目１－４４

096-343-2555

内科、胃腸内科

柏木医院

熊本県熊本市中央区坪井２－８－１７

096-343-5108

内科、循環器科、小児科

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

内科、胃腸科、肛門科、外来外科、小児科、消化器科、胆石、肝臓

白石内科医院

熊本県熊本市中央区桜町２－２２

096-325-6630

内科、呼吸器科、消化器科、循環器科

白藤耳鼻咽喉科クリニック

熊本県熊本市南区白藤１丁目２６－１５

096-320-0555

耳鼻科、アレルギー科

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

内科、循環器科、小児科、呼吸器科、リハビリテーション科

八景水谷クリニック

熊本県熊本市北区八景水谷１丁目３１番１６号

096-344-8811

内科・呼吸器科・循環器科・胃腸科・消化器内科・呼吸器外科 他

比企病院

熊本県熊本市東区尾ノ上３－１－３４

096-381-5151

消化器内科、外科、整形外科、放射線科、リハビリテーション科、

皮ふ科前川クリニック

熊本県熊本市北区清水新地６丁目８－５

096-339-3121

皮膚科、内科、小児科

尾上歯科医院

熊本県熊本市南区八分字町３１１７－１

096-227-2534

歯科、小児歯科

尾田胃腸内科・内科

熊本県熊本市中央区南熊本１丁目９番２５号ＡＣＴＹ熊本２Ｆ 096-375-0028

胃腸内科、内科、内視鏡内科、内視鏡外科

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

内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、心臓内科、胃腸内科

冨野内科医院

熊本県熊本市東区長嶺南４ー１０ー１８

096-383-8211

内科、循環器科、呼吸器科、消化器科、アレルギー科

武蔵ケ丘病院

熊本県熊本市北区楠７－１５－１

096-339-1161

内科、循環器科、呼吸器科、神経内科、耳鼻咽喉科、心療内科、整

武田整形外科

熊本県熊本市南区田井島３－１５－２５

096-377-6501

整形外科、リハビリテーション科

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

眼科、内科

武藤泌尿器科クリニック

熊本県熊本市東区東野２丁目２－１

096-365-0511

泌尿器科、内科、皮膚科

服部胃腸科

熊本県熊本市中央区新町２－１２－３５

096-325-2300

消化器内科、内科

医療機関名称

医療機関所在地

電話番号

主な診療科目

福井歯科医院

熊本県熊本市東区健軍本町２９番８号

096-285-3555

歯科、小児歯科

福永耳鼻咽喉科医院

熊本県熊本市中央区新屋敷１－２１－７

096-371-2101

耳鼻咽喉科、アレルギー科、気管食道科

福島クリニック

熊本県熊本市南区田井島２ー７ー１

096-370-0211

内科

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

内科、循環器科、呼吸器内科、胃腸科

平井皮膚科アレルギー科

熊本県熊本市北区武蔵ヶ丘４丁目１０－２５

096-348-1877

皮膚科・形成外科

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

内科、呼吸器科、アレルギー科、消化器科、循環器科

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

心臓血管外科、内科、循環器科

平山泌尿器科医院

熊本県熊本市北区八景水谷１－２４－３２

096-345-8588

泌尿器科、性病科

平成とうや病院

熊本県熊本市南区出仲間８丁目２番１５号

096-379-0108

内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、神経内科、リハビリ

米村眼科医院

熊本県熊本市中央区帯山２－４－２０

096-382-7190

眼科

片岡内科医院

熊本県熊本市南区八幡１１－１８－８

096-357-8155

内科、循環器科

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

整形外科、形成外科、リウマチ科、リハビリテーション科、麻酔科

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

外科、消化器外科、消化器内科、整形外科、脳神経外科

北岡外科医院

熊本県熊本市中央区九品寺１－１－４

096-362-9171

外科、消化器科、整形外科、肛門科、泌尿器科

北部眼科・小児眼科

熊本県熊本市北区四方寄町１２８１－１

096-245-1156

眼科

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

脳神経外科、神経内科、内科、外科、放射線科、リハビリテーショ

北部病院

熊本県熊本市北区四方寄町１２８１－３

096-245-1115

内科、外科、胃腸科、神径内科、整形外科、皮膚科、肛門科、眼科

北野小児科医院

熊本県熊本市南区近見２－２－３０

096-352-8990

小児科

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

内科、循環器科、小児科

牧野けんじ皮ふ科医院

熊本県熊本市中央区北千反畑町１－２８

096-215-1212

皮膚科、形成外科、アレルギー科

堀江内科医院

熊本県熊本市中央区新大江３－１７－３

096-383-2458

内科、消化器科、循環器科、呼吸器科

堀尾内科医院

熊本県熊本市西区河内町船津２９４５－１

096-276-1515

内科、循環器科、呼吸器科、消化器科、神経内科、アレルギー科

本庄内科病院

熊本県熊本市東区新外３丁目９－１

096-368-2811

内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、神経内科、放射線科

本多内科医院

熊本県熊本市中央区帯山３丁目８－６１

096-381-2552

内科

医療機関名称

医療機関所在地

電話番号

主な診療科目

末次内科

熊本県熊本市西区上高橋２丁目１３－６

096-329-4755

内科

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番４０号

096-353-5500

内科、消化器内科、放射線科

明生病院

熊本県熊本市北区大窪２丁目６番２０号

096-324-5211

精神科、神経科

木下耳鼻咽喉科医院

熊本県熊本市北区清水亀井町１９－１４

096-344-1303

耳鼻咽喉科

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

内科、消化器科

木村歯科クリニック

熊本県熊本市中央区水前寺１丁目５－４ 下村ビル２Ｆ

096-385-1551

歯科、口腔外科、矯正、小児歯科

野津原内科医院

熊本県熊本市中央区黒髪６－１－２３

096-343-0720

内科、循環器科、呼吸器科、胃腸科、糖尿病内科、リハビリテーシ

友枝歯科医院

熊本県熊本市北区武蔵丘５丁目１番１６号

096-339-4539

歯科、歯科口腔外科、小児歯科、矯正歯科

悠愛病院

熊本県熊本市東区画図町下無田１１３９

096-378-3355

内科、リハビリテーション科

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ー３

096-223-2175

整形外科、神経内科、リハビリテーション科、リウマチ科

夕診クリニック

熊本県熊本市南区野田２丁目９－１

096-357-8888

内科、小児科、乳腺内科、放射線科

翼ハロー歯科・内科診療所

熊本県熊本市東区画図町大字重富５２９－１

096-243-0182

歯科

翼ハロー歯科・内科診療所

熊本県熊本市東区画図町重富５２９－１

096-243-0182

内科

立石内科

熊本県熊本市西区春日１丁目８番２３－１号

096-322-6565

呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、内科

龍田病院

熊本県熊本市中央区黒髪６丁目１２番５１号

096-343-1463

精神科・診療内科

林田クリニック

熊本県熊本市中央区萩原町３－２１

096-379-7755

胃腸科、内科、外科、麻酔科、ペインクリニック

蓮台寺クリニック

熊本県熊本市西区蓮台寺３丁目４番３号

096-355-2810

内科、循環器内科

蓮台寺クリニック［歯科］

熊本市西区蓮台寺３丁目４番３号

096-355-2810

歯科

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

内科、循環器科、消化器科、リハビリテーション科

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

内科、小児科、漢方内科、心療内科、アレルギー科、麻酔科

和田医院

熊本県熊本市南区川口町２０１７－１

096-223-0019

内科（消化器、代謝、循環器）、外科、小児科

國武整形外科医院

熊本県熊本市南区近見６丁目１－３１

096-323-9290

整形外科、リハビリテーション科

國武整形外科皮膚科クリニック

熊本県熊本市東区若葉１丁目３７－１５

096-369-7224

整形外科、リハビリテーション科、皮膚科、美容皮膚科

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

内科

医療機関名称

医療機関所在地

電話番号

主な診療科目

萬生会在宅療養支援診療所

熊本県熊本市北区清水亀井町１番２６

096-346-2511

内科

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

内科、放射線科、消化器科、呼吸器科

