
市町村 医療機関名 住所 TEL 子宮頸がん

熊本市 アクアつかさクリニック 熊本市北区鶴羽田１丁目１４－１ 096-345-0680 ○

熊本市 足立・有馬小児科神経内科 熊本市東区長嶺東４丁目２－１ 096-349-1717 ○

熊本市 あだち内科胃腸科 熊本市北区龍田７丁目３６－４０ 096-338-1888 ○

熊本市 池沢小児科医院 熊本市西区野中１丁目１－１６ 096-354-6123 ○

熊本市 いしばし小児科 熊本市北区津浦町１９－２ 096-211-1115 ○

熊本市 石原・伊牟田内科 熊本市中央区水前寺２丁目１９－８ 096-383-3448 ○

熊本市 いずみクリニック　胃腸科・内科 熊本市東区東本町３－１５ 096-365-9000 ○

熊本市 いちょうの森クリニック 熊本市東区画図町大字重富４５５ 096-201-8700 ○

熊本市 上原胃腸科外科小児科クリニック 熊本市北区武蔵ヶ丘１丁目８－２３ 096-337-3884 ○

熊本市 うしじま小児科クリニック 熊本市南区城南町下宮地字居屋敷５０６ 0964-26-2511 ○

熊本市 浦本医院 熊本市西区春日２丁目１１－１６ 096-352-2960 ○

熊本市 えがみ小児科 熊本市北区楠８丁目１６－６３ 096-339-0331 ○

熊本市
えず総合診療所
きむら・きたに・よこやま・えがし
らクリニック

熊本市東区画図町重富５１０－１ 096-214-8787 ○

熊本市
江津耳鼻咽喉科・アレルギー科クリ
ニック

熊本市東区江津４丁目５－１ 096-370-8770 ○

熊本市 えとう小児科クリニック 熊本市西区島崎２丁目２－１３ 096-351-8282 ○

熊本市 おがた小児科 熊本市西区花園５丁目２４－８９ 096-326-5411 ○

熊本市 おがた小児科内科医院 熊本市北区飛田３丁目９－２０ 096-344-8282 ○

熊本市 おかもとクリニック 熊本市東区月出２丁目４－１ 096-386-5553 ○

熊本市 柏木医院 熊本市中央区坪井２丁目８－１７ 096-343-5108 ○

熊本市 片瀨内科医院 熊本市中央区八王寺町３６－４１ 096-379-3111 ○

熊本市 川口内科クリニック 熊本市東区湖東１丁目２－１９ 096-214-0055 ○

熊本市 川尻尾﨑内科 熊本市南区川尻５丁目１－６２ 096-357-9115 ○

熊本市 北野小児科医院 熊本市南区近見２丁目２－３０ 096-352-8990 ○

熊本市 清藤クリニック 熊本市北区武蔵ヶ丘４丁目１０－１４ 096-223-5373 ○

熊本市 熊本市立熊本市民病院 熊本市東区東町４丁目１－６０ 096-365-1711 ○

熊本市 熊本心身医療クリニック 熊本市東区沼山津４丁目１－２０ 096-285-7721 ○

熊本市 熊本赤十字病院 熊本市東区長嶺南２丁目１－１ 096-384-2111 ○

熊本市 熊本地域医療センター 熊本市中央区本荘５丁目１６－１０ 096-363-3311 ○

熊本市 熊本中央病院 熊本市南区田井島１丁目５－１ 096-370-3111 ○

熊本市 熊本バースクリニック 熊本市南区八幡５丁目１０－２３ 096-320-2334 ○

熊本市 グレースメディカルクリニック 熊本市東区佐土原１丁目１６－３６ 096-360-9013 ○

熊本市 くわみず病院 熊本市中央区神水１丁目１４－４１ 096-381-2248 ○

熊本市 河本内科小児科クリニック 熊本市北区徳王１丁目７－１ 096-323-6300 ○

熊本市 小島内科小児科医院 熊本市中央区帯山５丁目２５－２７ 096-381-9852 ○

熊本市 駒木小児科クリニック 熊本市中央区上水前寺２丁目４－２５ 096-383-8711 ○

熊本市 さかぐち小児科医院 熊本市東区戸島西３丁目１－３５ 096-331-7772 ○

熊本市 桜木頭痛クリニック 熊本市東区桜木４丁目１７－１７ 096-277-7070 ○

熊本市 さくらクリニック 熊本市北区麻生田５丁目１３－８ 096-337-3677 ○



熊本市 さくら小児科 熊本市南区出仲間９丁目７－３０ 096-379-6573 ○

熊本市 さくらんぼこどもクリニック 熊本市中央区帯山１丁目２５－１ 096-340-0415 ○

熊本市 さとう胃腸内科クリニック 熊本市北区西梶尾町４５２－３ 096-245-0093 ○

熊本市 沢田内科医院 熊本市中央区帯山４丁目２１－２２ 096-382-6401 ○

熊本市 慈恵病院 熊本市西区島崎６丁目１－２７ 096-355-6131 ○

熊本市 しまだ内科クリニック 熊本市中央区黒髪５丁目２－５ 096-341-1360 ○

熊本市 清水まんごくクリニック 熊本市北区清水万石４丁目１－５ 096-341-1325 ○

熊本市 末次内科 熊本市西区上高橋２丁目１３－６ 096-329-4755 ○

熊本市 すえふじ医院 熊本市中央区出水１丁目５－３８ 096-375-0375 ○

熊本市 杉野クリニック 熊本市西区春日７丁目１９－７ 096-352-8247 ○

熊本市 瀬口医院　ささ小児科 熊本市南区白藤２丁目２－３８ 096-357-9475 ○

熊本市 せぐち小児科クリニック 熊本市南区江越２丁目２４－３３ 096-334-1331 ○

熊本市 竹下内科医院 熊本市中央区大江５丁目４－６ 096-211-5171 ○

熊本市 田畑こどもクリニック 熊本市東区健軍本町１－５ 096-214-7112 ○

熊本市 つるはらクリニック 熊本市東区上南部２丁目４－２ 096-227-7100 ○

熊本市 出町おがたこどもクリニック 熊本市西区出町４－１０ 096-351-4970 ○

熊本市 土井医院 熊本市南区銭塘町２０２９－５ 096-223-0252 ○

熊本市 砥上内科胃腸科医院 熊本市中央区黒髪６丁目２７－１ 096-345-8211 ○

熊本市 とみあい内科クリニック 熊本市南区富合町新４２４－３ 096-288-3133 ○

熊本市 中嶋内科 熊本市北区硯川町１１３４ 096-245-0005 ○

熊本市
なかの耳鼻咽喉科アレルギー科クリ
ニック

熊本市南区田迎４丁目９－４１ 096-370-6000 ○

熊本市 長嶺そよかぜクリニック 熊本市東区月出６丁目５－１３０ 096-285-4123 ○

熊本市 西村内科脳神経外科病院 熊本市中央区南熊本２丁目７－７ 096-363-5111 ○

熊本市 にのみやクリニック 熊本市中央区帯山２丁目１２－１０ 096-381-8766 ○

熊本市 白山あらき胃腸科・肛門科・内科 熊本市中央区菅原町７－１２ 096-363-8880 ○

熊本市 八王寺町クリニック 熊本市中央区八王寺町１６－７３ 096-378-6880 ○

熊本市 はっとり小児科 熊本市中央区南熊本４丁目３－４０ 096-371-3122 ○

熊本市 はらぐちこどもクリニック 熊本市北区麻生田２丁目１－６ 096-386-3211 ○

熊本市 ひぐち小児科・小児外科 熊本市東区花立５丁目９－１６ 096-331-0021 ○

熊本市 広重クリニック 熊本市東区新外２丁目５－１５ 096-368-6110 ○

熊本市 福田病院 熊本市中央区新町２丁目２－６ 096-322-2995 ○

熊本市 藤川医院 熊本市東区水源１丁目１８－２ 096-368-2447 ○

熊本市 平成こどもクリニック 熊本市中央区平成２丁目１５－７ 096-370-6337 ○

熊本市 ぺえ小児科内科医院 熊本市南区八分字町８９－１ 096-227-3163 ○

熊本市 堀尾内科医院 熊本市西区河内町船津２９４５－１ 096-276-1515 ○

熊本市 まえだクリニック 熊本市北区龍田８丁目１５－６４ 096-338-1637 ○

熊本市 みうら小児科クリニック 熊本市東区下江津７丁目７－２０ 096-379-0055 ○

熊本市 みずもとこどもクリニック 熊本市西区上代４丁目１２－１０ 096-325-1238 ○

熊本市 三井小児科医院 熊本市東区尾ノ上４丁目１１－２４８ 096-369-4848 ○

熊本市 みねとまクリニック 熊本市北区武蔵ヶ丘２丁目１－３０ 096-337-3370 ○

熊本市 みやざきこどもクリニック 熊本市東区東町４丁目６－３０ 096-368-0390 ○



熊本市 宮竹小児科医院 熊本市東区沼山津２丁目１－２ 096-360-2260 ○

熊本市 宮本内科小児科医院 熊本市中央区細工町４丁目２１ 096-325-7100 ○

熊本市 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 ○

熊本市 武藤眼科大久保内科 熊本市中央区子飼本町１－１８ 096-343-3510 ○

熊本市
メディカルスクエア 九品寺クリ
ニック

熊本市中央区九品寺５丁目１５－１３ 096-364-1777 ○

熊本市 もとむら小児クリニック 熊本市東区新外４丁目６－８ 096-365-7711 ○

熊本市 山本内科クリニック 熊本市東区健軍本町１１－６ 096-331-5511 ○

熊本市 わかばクリニック 熊本市東区若葉３丁目１３－２０ 096-285-6014 ○

八代市 片岡レディスクリニック 八代市本町３丁目３－３５ 0965-32-2344 ○

八代市 熊本労災病院 八代市竹原町１６７０ 0965-33-4151 ○

八代市 くわはら小児科 八代市植柳上町５６９０－１ 0965-32-5000 ○

八代市 高橋医院 八代市弥生町１２－１ 0965-31-1555 ○

八代市 浜田呼吸器科内科クリニック 八代市大村町１１１３－５ 0965-31-7622 ○

八代市 福田クリニック産婦人科内科 八代市日奈久中西町４１８ 0965-38-0068 ○

八代市 増田内科・胃腸内科 八代市永碇町１２８３－３ 0965-62-8100 ○

八代市 宮城循環器内科 八代市千丁町古閑出６１６ 0965-46-0007 ○

八代市 保田医院 八代市鏡町鏡２３ 0965-52-0037 ○

八代市 わたなべ内科クリニック 八代市永碇町１０７３－５ 0965-37-8255 ○

人吉市 有島耳鼻咽喉科医院 人吉市西間上町園田２３８７－１ 0966-24-2200 ○

人吉市 願成寺ごんどう医院 人吉市願成寺町４４１－２ 0966-22-4700 ○

人吉市 たかはし小児科内科医院 人吉市相良町８－１ 0966-24-2222 ○

人吉市 堤病院附属九日町診療所 人吉市九日町１００ 0966-22-2251 ○

人吉市 増田クリニック小児科 人吉市五日町４４ 0966-22-3570 ○

荒尾市 くどう小児科クリニック 荒尾市東屋形４丁目２－１ 0968-64-5511 ○

荒尾市 くるみクリニック 荒尾市荒尾８１３－１ 0968-62-1273 ○

荒尾市 こどもクリニック友枝 荒尾市荒尾４１６０－２５６ 0968-65-8181 ○

水俣市 市川内科クリニック 水俣市南福寺３－１ 0966-62-0707 ○

水俣市 たなか耳鼻科・眼科クリニック 水俣市桜井町２丁目１－８ 0966-62-8777 ○

水俣市 てらさきクリニック 水俣市浜町１丁目２－３０ 0966-63-1200 ○

水俣市 深水医院 水俣市大園町１丁目４－５ 0966-63-6390 ○

水俣市 本田レディースクリニック 水俣市浜町３丁目６－２１ 0966-63-2019 ○

水俣市 水俣市立総合医療センター 水俣市天神町１丁目２－１ 0966-63-2101 ○

水俣市 宮竹小児科医院 水俣市陣内１丁目２－２５ 0966-69-3501 ○

水俣市 山田クリニック 水俣市旭町２丁目２－５ 0966-63-5188 ○

玉名市 浦田医院 玉名市岩崎１０２３ 0968-74-2412 ○

玉名市 くまもと県北病院 玉名市玉名５５０ 0968-73-5000 ○

玉名市 栗﨑医院 玉名市横島町横島７３２９ 0968-84-3933 ○

玉名市 前田小児科医院 玉名市立願寺１３８ 0968-74-1333 ○

玉名市 まつおクリニック 玉名市山田高岡原２０１６－１ 0968-73-2800 ○

玉名市 もみの木こどもクリニック 玉名市築地５－１ 0968-72-0033 ○

玉名市 安田内科医院 玉名市横島町横島３３８７ 0968-84-3131 ○



山鹿市 坂本医院 山鹿市平山５４４２－１ 0968-44-2763 ○

山鹿市 中川医院 山鹿市鹿本町御宇田４４６ 0968-46-3106 ○

山鹿市 東内科小児科医院 山鹿市方保田３１４５－６ 0968-44-3444 ○

山鹿市 平井藤岡医院 山鹿市鹿本町来民４９５－１ 0968-46-2146 ○

山鹿市 幸村医院 山鹿市鹿央町合里４１１ 0968-36-2000 ○

菊池市 岸病院 菊池市泗水町豊水３３８８－１ 0968-38-2750 ○

菊池市 清原医院 菊池市泗水町福本７７５ 0968-38-2106 ○

菊池市 米田産婦人科医院 菊池市隈府４９７－１ 0968-25-2589 ○

菊池市 西山医院 菊池市隈府１１５－４ 0968-25-2561 ○

宇土市 上野小児科医院 宇土市城之浦町１９６ 0964-22-0324 ○

上天草市 島田小児科医院 上天草市大矢野町登立１９１ 0964-56-0005 ○

上天草市 やまうち医院 上天草市松島町阿村５０７２－１２ 0969-56-0899 ○

宇城市 うちの小児科小児外科 宇城市松橋町松橋１９４７－１ 0964-32-0550 ○

宇城市 じょうどいクリニック 宇城市松橋町南豊崎字硴ノ江５９６－３ 0964-53-9517 ○

宇城市 たかはしクリニック 宇城市小川町川尻２７２－１ 0964-43-0008 ○

宇城市 松橋耳鼻咽喉科・内科クリニック 宇城市松橋町きらら２丁目２－１５ 0964-33-4133 ○

宇城市 まつばせレディースクリニック 宇城市松橋町松橋６８９－１ 0964-34-0303 ○

阿蘇市 阿蘇医療センター 阿蘇市黒川１２６６ 0967-34-0311 ○

阿蘇市 阿蘇温泉病院 阿蘇市内牧１１５３－１ 0967-32-0881 ○

阿蘇市 小野主生医院 阿蘇市内牧２２７－１２ 0967-32-0039 ○

阿蘇市 古閑医院 阿蘇市一の宮町宮地１４４６－１ 0967-22-3000 ○

阿蘇市 たくもと小児科クリニック 阿蘇市黒川１４９９－４ 0967-34-2202 ○

阿蘇市 松見内科クリニック 阿蘇市一の宮町宮地４７３５－６ 0967-22-0260 ○

天草市 天草市立牛深市民病院 天草市牛深町３０５０ 0969-73-4171 ○

天草市 長野内科小児科医院 天草市五和町御領６４５４ 0969-32-2323 ○

天草市 福本病院 天草市牛深町１５２２－４６ 0969-73-3131 ○

天草市 本原内科小児科医院 天草市栖本町湯船原７３５－１ 0969-66-2010 ○

合志市 いけざわこどもクリニック 合志市野々島２４６１ 096-242-6633 ○

合志市 大森医院 合志市竹迫１９８３－２ 096-248-0003 ○

合志市 緒方整形外科医院 合志市幾久富１７５８－６９０ 096-248-8181 ○

合志市 熊本再春医療センター 合志市須屋２６５９ 096-242-1000 ○

合志市 まつもとこどもクリニック 合志市須屋２６４－４ 096-338-8960 ○

合志市 Ｌｅｅこどもクリニック 合志市豊岡２０００－３３ 096-215-5980 ○

美里町 石井クリニック 下益城郡美里町萱野１４２０ 0964-46-3990 ○

玉東町 安成医院 玉名郡玉東町木葉７５５－６ 0968-85-2047 ○

南関町 さかき診療所 玉名郡南関町上長田６３８－１ 0968-53-1125 ○

南関町 田尻医院 玉名郡南関町関町１２１８－１ 0968-53-0016 ○

南関町 田辺クリニック 玉名郡南関町上坂下３４８０ 0968-53-8211 ○

長洲町 有明成仁病院 玉名郡長洲町宮野２７７５ 0968-78-1133 ○

長洲町 多田隈内科医院 玉名郡長洲町宮野１８７－１ 0968-78-3011 ○

和水町 国民健康保険和水町立病院 玉名郡和水町江田４０４０ 0968-86-3105 ○



和水町 和水クリニック 玉名郡和水町原口７２９－１ 0968-86-6001 ○

和水町 森の里クリニック 玉名郡和水町大田黒６９９ 0968-34-2800 ○

大津町 あらいクリニック 菊池郡大津町錦野３９４ 096-293-2358 ○

大津町 光進会クリニック 菊池郡大津町室１７２４－１ 096-294-8888 ○

大津町 さとう医院 菊池郡大津町室３７７－１ 096-293-2550 ○

大津町 竹田津医院 菊池郡大津町室１５６ 096-293-2521 ○

大津町 ふくだ医院 菊池郡大津町大津１２１０－５ 096-293-2771 ○

菊陽町 菊陽レディースクリニック 菊池郡菊陽町新山２丁目８－２３ 096-213-5656 ○

菊陽町 たぶち内科循環器科 菊池郡菊陽町光の森３丁目１７－３ 096-233-3588 ○

菊陽町 ちが産婦人科医院 菊池郡菊陽町原水２９５１－１ 096-232-9131 ○

菊陽町 武蔵しもむら医院 菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘２丁目１０－７ 096-339-7561 ○

菊陽町 よしもと小児科 菊池郡菊陽町原水１１５６－２ 096-233-2520 ○

南阿蘇村 藤本医院 阿蘇郡南阿蘇村中松２８３６ 0967-67-0020 ○

御船町 榊田泌尿器科外科医院 上益城郡御船町御船９０３ 096-282-6363 ○

嘉島町 大串内科 上益城郡嘉島町大字鯰２７７８ 096-234-7873 ○

益城町 かいがクリニック 上益城郡益城町木山３５８－１ 096-286-2023 ○

甲佐町 荒瀬病院 上益城郡甲佐町緑町３３１ 096-234-1161 ○

甲佐町 小屋迫医院 上益城郡甲佐町岩下９６ 096-234-0165 ○

甲佐町 谷田病院 上益城郡甲佐町岩下１２３ 096-234-1248 ○

山都町 坂本クリニック 上益城郡山都町下市３９－１ 0967-72-0210 ○

山都町 野田医院 上益城郡山都町浜町２６７ 0967-72-0307 ○

山都町 伴病院 上益城郡山都町浜町１６７－１ 0967-72-0029 ○

山都町 山口医院 上益城郡山都町菅尾４９８ 0967-83-0506 ○

芦北町 井上医院 芦北郡芦北町佐敷１６７ 0966-82-2503 ○

芦北町 百崎内科医院 芦北郡芦北町田浦８０６ 0966-87-1777 ○

錦町 酒瀬川内科 球磨郡錦町西１４－８ 0966-38-0050 ○

錦町 高田内科医院 球磨郡錦町一武１５７６ 0966-38-3677 ○

あさぎり町 やまむら小児科・内科 球磨郡あさぎり町免田東１４９７－６４ 0966-45-0005 ○

多良木町 球磨郡公立多良木病院 球磨郡多良木町多良木４２１０ 0966-42-2560 ○

相良村 緒方医院 球磨郡相良村川辺１７６４ 0966-35-0131 ○

苓北町 天草慈恵病院 天草郡苓北町上津深江２７８－１０ 0969-37-1111 ○

苓北町
重症心身障害児施設
はまゆう療育園

天草郡苓北町志岐１２１５ 0969-35-1258 ○

苓北町 苓北医師会病院 天草郡苓北町富岡３６００－３ 0969-35-1133 ○


