
特定健診及び後期高齢者健診等　指定医療機関一覧(R4.4.１時点）

※ 事前に必ずご予約をしてください。
※ 「問診票」は各医療機関に準備してありますので不要です。

指定医療機関名 所在地 電話番号 指定医療機関名 所在地 電話番号 医療機関名 所在地 電話番号

緒方内科医院 八代郡氷川町宮原694-1 62-2013 福満内科医院 八代市松江町２８８ 35-0293 狩場医院 宇城市豊野町糸石3897 0964-45-2017

和田内科医院 八代郡氷川町鹿島769-1 52-1860 医療法人社団一真会　春野医院 八代市北の丸町３－３７ 35-6111 宇城総合病院 宇城市松橋町久具691 0964-32-3111

伊藤医院 八代郡氷川町網道1536 52-8091 久野内科医院 八代市本町１－７－４０ 32-3408 泉胃腸科外科医院 宇城市松橋町松橋1941 0964-33-2277

ひかわ医院 八代郡氷川町島地419-3 62-8139 うえの内科・胃腸内科 八代市本町２－２－９ 33-1131 うちの小児科小児外科 宇城市松橋町松橋1947-1 0964-32-0550

武内外科胃腸科医院 八代郡氷川町島地1633-1 52-7811 片岡レディスクリニック 八代市本町３－３－３５ 32-2344 竹宮医院 宇城市松橋町松橋480 0964-33-1122

八代北部地域医療センター 八代郡氷川町今151-1 53-5111 本田クリニック 八代市西松江城町５－３５ 32-3410 まつばせ児嶋クリニック 宇城市松橋町きらら2丁目5-4 0964-25-2522

ひかり峯苫クリニック 八代市渡町1717 62-8721 ひらきクリニック 八代市新地町６－２６ 32-4990 みずたみ医院 宇城市松橋町竹崎1115-32 0964-32-3372

高橋医院 八代市弥生町12-1 31-1555 たかの呼吸器科内科クリニック 八代市松崎町１４７ 32-2720 本田医院 宇城市松橋町南豊崎585 0964-32-0555

宮城循環器内科 八代市千丁町古閑出616 46-0007 西医院 八代市郡築４番町４６ 37-0157 中村医院 宇城市松橋町砂川1729-2 0964-32-0722

丸田医院 八代市千丁町吉王丸1598-3 46-0027 後藤胃腸科肛門科クリニック 八代市迎町２－１５－１４ 33-2661 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

保田医院 八代市鏡町鏡23 52-0037 ちりふ内科 八代市豊原中町２２９９－１ 32-6000 坂口医院 宇城市松橋町松橋473 0964-32-0445

福田外科・整形外科ｸﾘﾆｯｸ 八代市鏡町内田697-11 52-0840 久原内科消化器科クリニック 八代市植柳元町５５４０－１ 32-2218 じょうどいクリニック 宇城市松橋町南豊崎596-3 0964-53-9517

尾田内科医院 八代市鏡町鏡村1125-1 52-8011 橋本医院 八代市植柳上町９３１ 32-4155 篠﨑内科クリニック
宇城市松橋町曲野字南田2275-
1

0964-34-3077

松本医院 八代市鏡町両出1503-1 52-0330 医療法人こころ　荒木医院 八代市豊原下町３３２５－１ 32-3258 ダイヤモンドシティクリニック 宇城市小川町河江1-1 0964-34-6071

前田内科医院 八代市鏡町下有佐178 52-1310 桑原医院 八代市敷川内町１２０２ 38-0302 江藤外科胃腸科医院 宇城市小川町河江77-1 0964-43-4433

横田診療所 八代市泉町柿迫3188-2 67-2010 田渕内科クリニック 八代市高下西町２２７１-１ 33-6727 桜十字熊本宇城病院 宇城市小川町北新田5 0964-43-1155

八代市立下岳診療所 八代市泉町下岳1562-1 67-3405 福田クリニック産婦人科内科 八代市日奈久中西町４１８ 38-0068 たかはしクリニック 宇城市小川町川尻272-1 0964-43-0008

八代市立椎原診療所 八代市泉町椎原3-16 67-5151 大塚内科クリニック 八代市日奈久東町２６３ 38-2138 小川中央クリニック 宇城市小川町江頭393-1 0964-43-5363

井上医院 八代市東陽町南1127-1 65-2121 持永外科内科胃腸科医院 八代市平山新町４４７２－３ 35-2772 熊本南病院 宇城市松橋町豊福2338 0964-32-0826

ありの内科呼吸器科 八代市萩原町１－７－２８ 32-5941 久原外科胃腸科医院 八代市植柳上町６５２１ 35-1161 宇城市民病院 宇城市松橋町豊福505 0964-32-0335

ふくとみクリニック 八代市花園町６－１ 33-2913 しおさき内科・胃腸科クリニック 八代市日奈久塩南町２１－１３ 38-1700

宮村医院 八代市萩原町２－１０－４ 32-2414 岡村医院 八代市横手新町１４－４ 39-5665

前田医院 八代市長田町２９５０ 32-3845 熊本総合病院 八代市通町１０－１０ 32-8111

右田クリニック 八代市若草町２－１０ 35-8211 髙田胃腸内科・内科 八代市大村町３５０ 37-7200

八代敬仁病院 八代市海士江町２８１７ 34-7911 放射線科・内科　まきたクリニック 八代市竹原町１４３９－２ 45-9120

小沢内科医院 八代市田中北町４－１２ 35-5382 織田胃腸外科 八代市横手新町２－１７ 35-5300

田中泌尿器科外科医院 八代市錦町８－５ 33-1100 桜十字八代リハビリテーション病院 八代市本町２丁目４－３３ 32-2777

中村内科医院 八代市花園町１０－１ 33-8885 せきがみ内科・糖尿病内科 八代市上日置字八坪４４４７－１ 33-0033

増田内科・胃腸内科 八代市永碇町１２８３－３ 62-8100 ふくろ町クリニック 八代市袋町１－８ 32-1222

平成病院 八代市大村町７２０－１ 32-8171 八代ハートクリニック 八代市錦町１０－１ 33-5353

鶴田胃腸科内科 八代市日置町３１４－４ 31-5000 わたなべ内科クリニック 八代市永碇町１０７３－５ 37-8255

泉内科医院 八代市海士江町３４９０－１ 35-6780 くはら循環器内科・くはら皮フ科 八代市古閑中町１２１０ 62-8877

松岡内科クリニック 八代市通町７－１４ 33-2766 熊本総合病院附属クリニック 八代市妙見町１４５ 33-3620

むらたクリニック 八代市横手本町２－１ 34-1872 八代市医師会健診センター 八代市平山新町４４３８－５ 35-3004

浜田呼吸器科内科クリニック 八代市大村町１１１３－５ 31-7622

八代中央クリニック 八代市永碇町１３６１ 32-8008

倉本・木屋医院 八代市通町５－１３ 32-7057

磧本胃腸科外科医院 八代市松江町１６８－１ 33-0321
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