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平成30年４月 
熊  本  県 

 第７次熊本県保健医療計画に記載されている主な医療機能を担う医療機関の一覧

について、項目ごとに掲載しています。 



（平成３０年３月１日現在）

●国指定がん診療連携拠点病院

圏域 医療機関名 所在地

熊本大学医学部附属病院 熊本市中央区本荘１－１－１

熊本赤十字病院 熊本市東区長嶺南２－１－１

熊本医療センター 熊本市中央区二の丸１－５

済生会熊本病院 熊本市南区近見５－３－１

有明 荒尾市民病院 荒尾市荒尾２６００

八代 熊本労災病院 八代市竹原町１６７０

球磨 人吉医療センター 人吉市老神町３５

●熊本県指定がん診療連携拠点病院

圏域 医療機関名 所在地

熊本中央病院 熊本市南区田井島１－５－１

熊本地域医療センター 熊本市中央区本荘５－１６－１０

くまもと森都総合病院 熊本市中央区大江３－２－６５

大腸肛門病センター高野病院 熊本市中央区大江３－２－５５

鹿本 山鹿市民医療センター 山鹿市山鹿５１１

菊池 熊本再春荘病院 合志市須屋２６５９

宇城 熊本南病院 宇城市松橋町豊福２３３８

八代 熊本総合病院 八代市通町１０－１０

芦北 国保水俣市立総合医療センター 水俣市天神町１－２－１

天草地域医療センター 天草市亀場町食場８５４－１

天草中央総合病院 天草市東町１０１

●緩和ケアを提供する専用の病棟を有する医療機関

圏域 医療機関名 所在地

イエズスの聖心病院 熊本市西区上熊本２－１１－２４

熊本地域医療センター（再掲） 熊本市中央区本荘５－１６－１０

御幸病院 熊本市南区御幸笛田６－７－４０

桜十字病院 熊本市南区御幸木部１－１－１

メディカルケアセンターファイン 熊本市東区三郎１－１２－２５

朝日野総合病院 熊本市北区室園町１２－１０

鶴田病院 熊本市東区保田窪本町１０－１１２

くまもと森都総合病院（再掲） 熊本市中央区大江３－６－３０

大腸肛門病センター高野病院(再掲） 熊本市中央区大江３－２－５５

鹿本 山鹿市民医療センター（再掲） 山鹿市山鹿５１１

菊池 合志第一病院 合志市御代志８１２－２

阿蘇 阿蘇温泉病院 阿蘇市内牧１１５３－１

宇城 熊本南病院(再掲） 宇城市松橋町豊福２３３８

球磨 人吉医療センター（再掲） 人吉市老神町３５

　が　ん　（第２編第３章第２節第１項関係）

熊本

天草

熊本

熊本
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（平成２９年１２月１３日現在）

●脳卒中急性期拠点医療機関

圏域名 医療機関名 所在地

植木病院 熊本市北区植木町岩野２８５－２９

熊本医療センター 熊本市中央区二の丸１－５

熊本赤十字病院 熊本市東区長嶺南２－１－１

熊本大学医学部附属病院 熊本市中央区本荘１－１－１

熊本中央病院 熊本市南区田井島１－５－１

済生会熊本病院 熊本市南区近見５－３－１

北部脳神経外科・神経内科 熊本市北区楠野町１０６７－１

有明 荒尾市民病院 荒尾市荒尾２６００

保利病院 山鹿市古閑９８４

山鹿中央病院 山鹿市山鹿１０００

菊池 熊本セントラル病院 菊池郡大津町室９５５

阿蘇 阿蘇医療センター 阿蘇市黒川１２６６

熊本総合病院 八代市通町１０ー１０号

熊本労災病院 八代市竹原町１６７０

水俣芦北 水俣市立総合医療センター 水俣市天神町１－２－１

人吉球磨 人吉医療センター 人吉市老神町３５

天草 天草地域医療センター 天草市亀場町食場８５４－１

●脳卒中回復期医療機関

圏域名 医療機関名 所在地

あきた病院 熊本市南区会富町１１２０

朝日野総合病院 熊本市北区室園町１２－１０

足立・有馬小児科神経内科 熊本市東区長嶺東４－２－１

植木病院 熊本市北区植木町岩野２８５－２９ 

菊南病院 熊本市北区鶴羽田３－１－５３

九州記念病院 熊本市中央区水前寺公園３－３８

熊本機能病院 熊本市北区山室６－８－１

くまもと成仁病院 熊本市東区戸島２－３－１５

熊本第一病院 熊本市南区田迎町田井島２２４

熊本託麻台リハビリテーション病院 熊本市中央区帯山８－２－１

熊本脳神経外科病院 熊本市中央区本荘６－１－２１

くわみず病院 熊本市中央区神水１－１４－４１ 

江南病院 熊本市中央区渡鹿５－１－３７

桜十字病院 熊本市南区御幸木部１－１－１

　脳　卒　中　（第２編第３章第２節第２項関係）

八代

鹿本

熊本中央

熊本中央
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圏域名 医療機関名 所在地

十善病院 熊本市中央区南熊本３－６－３４

城南病院 熊本市南区城南町舞原無番地

水前寺とうや病院 熊本市中央区水前寺５－２－２２

杉村病院 熊本市中央区本荘３－７－１８

聖ヶ塔病院 熊本市西区河内町船津８９７

青磁野リハビリテーション病院 熊本市西区島崎２－２２－１５

田上病院 熊本市中央区南千反畑町１０－３ 

鶴田病院 熊本市東区保田窪本町１０－１１２

寺尾病院 熊本市北区小糸山町７５９ 

にしくまもと病院 熊本市南区富合町古閑１０１２

西日本病院 熊本市東区八反田３－２０－１ 

博愛会病院 熊本市中央区紺屋今町４－３

平成とうや病院 熊本市南区出仲間８－２－１５

北部脳神経外科・神経内科 熊本市北区楠野町１０６７－１

北部病院 熊本市北区四方寄町１２８１－３

本庄内科病院 熊本市東区新外３－９－１

御幸病院 熊本市南区御幸笛田６－７－４０

武蔵ヶ丘病院 熊本市北区楠７－１５－１

桜十字熊本東病院 熊本市東区三郎１－１２－２５

宇城総合病院 宇城市松橋町久具６９１

金森医院 宇土市本町６－５

くまもと温石病院 下益城郡美里町中小路８３５

済生会みすみ病院 宇城市三角町波多７７５－１

間部病院 下益城郡美里町永富３２８

谷田病院 上益城郡甲佐町岩下１２３

山都町包括医療センターそよう病院 上益城郡山都町滝上４７６－２

リハビリテーションセンター熊本回生会病院 上益城郡嘉島町鯰１８８０

荒尾市民病院 荒尾市荒尾２６００

荒尾中央病院 荒尾市増永１５４４－１

有明成仁病院 玉名郡長洲町宮野２７７５

伊藤医院 荒尾市四ツ山町３－５－２

公立玉名中央病院 玉名市中１９５０

新生翠病院 荒尾市増永２６２０

関整形外科 荒尾市荒尾１７２

藤枝医院 荒尾市蔵満１８８４－１

山田クリニック 荒尾市東屋形２－１４－９

悠紀会病院 玉名市上小田１０６３

有明

熊本中央
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圏域名 医療機関名 所在地

保利病院 山鹿市古閑９８４

山鹿温泉リハビリテーション病院 山鹿市新町１２０４

山鹿中央病院 山鹿市山鹿１０００

菊池郡市医師会立病院 菊池市大琳寺７５－３

熊本再春荘病院 合志市須屋２６５９

熊本セントラル病院 菊池郡大津町室９５５

熊本リハビリテーション病院 菊池郡菊陽町曲手７６０

合志第一病院 合志市御代志８１２－２

東熊本第二病院 菊池郡菊陽町辛川１９２３－１

阿蘇医療センター 阿蘇市黒川１２６６

阿蘇温泉病院 阿蘇市内牧１１５３－１

阿蘇立野病院 阿蘇郡南阿蘇村立野１８５－１

桜十字八代病院 八代市通町８－９

林整形外科医院 八代市高下西町１４２６

峯苫医院 八代市坂本町坂本４１３９－１

八代敬仁病院 八代市海士江町２８１７

八代市医師会立病院 八代市平山新町４４３８－３

八代北部地域医療センター 八代郡氷川町今１５１－１

渕上病院 水俣市塩浜町２－１９

水俣市立総合医療センター 水俣市天神町１－２－１

山田クリニック 水俣市旭町２－２－５

愛生会外山病院 人吉市南泉田町８９

球磨郡公立多良木病院 球磨郡多良木町多良木４２１０ 

外山胃腸病院 人吉市南泉田町１

人吉中央温泉病院 人吉市上青井町１７０－１

人吉リハビリテーション病院 人吉市下新町３５９

天草厚生病院 天草市有明町小島子１３６０

天草慈恵病院 天草郡苓北町上津深江２７８－１０

天草セントラル病院 天草市五和町御領９０９３

天草第一病院 天草市今釜新町３４１３－６

天草地域医療センター 天草市亀場町食場８５４－１

天草中央総合病院 天草市東町１０１

松本内科・眼科 天草市久玉町５７１６－６

　上記の医療機関名は「熊本県総合医療情報システム・くまもと医療ナビ」
　（http://mis.kumamoto.med.or.jp/）にも掲載しています。

鹿本

菊池

水俣芦北

八代

阿蘇

天草

人吉球磨
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（平成２９年１２月７日現在）

●心筋梗塞等の心血管疾患急性期拠点病院

圏域 医療機関名 所在地

熊本医療センター 熊本市中央区二の丸１－５

熊本機能病院 熊本市北区山室６－８－１

熊本赤十字病院 熊本市東区長嶺南２－１－１

熊本大学医学部附属病院 熊本市中央区本荘１－１－１

熊本地域医療センター 熊本市中央区本荘５－１６－１０

熊本中央病院 熊本市南区田井島１－５－１

済生会熊本病院 熊本市南区近見５－３－１

杉村病院 熊本市中央区本荘３－７－１８

荒尾市民病院 荒尾市荒尾２６００

公立玉名中央病院 玉名市中１９５０

鹿本 山鹿市民医療センター 山鹿市山鹿５１１

菊池 熊本再春荘病院 合志市須屋２６５９

阿蘇 阿蘇医療センター 阿蘇市黒川１２６６

熊本総合病院 八代市通町１０－１０

熊本労災病院 八代市竹原町１６７０

水俣芦北 水俣市立総合医療センター 水俣市天神町１－２－１

人吉球磨 人吉医療センター 人吉市老神町３５

天草 天草地域医療センター 天草市亀場町食場８５４−１

●心筋梗塞等の心血管疾患回復期医療機関

圏域 医療機関名 所在地

朝日野総合病院 熊本市北区室園町１２－１０

菊南病院 熊本市北区鶴羽田３－１－５３

熊本機能病院 熊本市北区山室６－８－１

熊本循環器科病院 熊本市南区御幸笛田２－１５－６

くまもと成城病院 熊本市北区室園町１０－１７

熊本赤十字病院 熊本市東区長嶺南２－１－１

熊本大学医学部附属病院 熊本市中央区本荘１－１－１

熊本地域医療センター 熊本市中央区本荘５－１６－１０

熊本中央病院 熊本市南区田井島１－５－１

くわみず病院 熊本市中央区神水１－１４－４１

江南病院 熊本市中央区渡鹿５－１－３７ 

済生会熊本病院 熊本市南区近見５－３－１

熊本中央

　心筋梗塞等の心血管疾患　（第２編第３章第２節第３項関係）

八代

有明

熊本中央
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圏域 医療機関名 所在地

桜十字病院 熊本市南区御幸木部１－１－１

杉村病院 熊本市中央区本荘３－７－１８

聖ヶ塔病院 熊本市西区河内町船津８９７ 

青磁野リハビリテーション病院 熊本市西区島崎２－２２－１５

田上病院 熊本市中央区南千反畑町１０－３

鶴田病院 熊本市東区保田窪本町１０－１１２

西日本病院 熊本市東区八反田３－２０－１

平山ハートクリニック 熊本市東区佐土原３－１１－１０１

平成とうや病院 熊本市南区出仲間８－２－１５

御幸病院 熊本市南区御幸笛田６－７－４０ 

大和クリニック 熊本市中央区九品寺１－１４－１７

たかぞえ内科循環器内科クリニック 上益城郡御船町御船９４８

荒尾市民病院 荒尾市荒尾２６００

荒尾中央病院 荒尾市増永１５４４－１

公立玉名中央病院 玉名市中１９５０

藤枝医院 荒尾市蔵満１８８４－１

鹿本 三森循環器科・呼吸器科病院 山鹿市大橋通１２０４

菊池郡市医師会立病院 菊池市大琳寺７５－３

熊本再春荘病院 合志市須屋２６５９

熊本リハビリテーション病院 菊池郡菊陽町曲手７６０

西山医院 菊池市隈府１１５－４

阿蘇 阿蘇医療センター 阿蘇市黒川１２６６

熊本総合病院 八代市通町１０－１０

熊本労災病院 八代市竹原町１６７０

八代ハートクリニック 八代市錦町１０－１

水俣芦北 水俣市立総合医療センター 水俣市天神町１－２－１

公立多良木病院 球磨郡多良木町多良木４２１０

人吉医療センター 人吉市老神町３５

天草地域医療センター 天草市亀場町食場８５４－１

上天草総合病院 上天草市龍ヶ岳町高戸１４１９－１９

熊本中央

　上記の医療機関名は「熊本県総合医療情報システム・くまもと医療ナビ」
　（http://mis.kumamoto.med.or.jp/）にも掲載しています。

有明

菊池

八代

天草

人吉球磨

-6-
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（平成３０年３月１日現在）

所在地

熊本市中央区本荘１－１－１

所在地

熊本市中央区渡鹿５－１－３７

宇土市松山町１９０１

荒尾市荒尾１９９２

山鹿市古閑１５００－１

合志市福原２０８

阿蘇市一の宮町宮地１１５－１

上益城郡益城町惣領１５３０

八代市大村町７２０－１

人吉市下城本町１５０１

天草市佐伊津町５７８９

所在地

水俣市桜井町１－２－８

　認　知　症　（第２編第３章第２節第６項関係）

くまもと青明病院

くまもと心療病院

荒尾こころの郷病院

天草病院

阿蘇やまなみ病院

吉田病院

菊池病院

●熊本県基幹型認知症疾患医療センター

益城病院

平成病院

医療機関名

医療機関名

熊本大学医学部附属病院

　下記ＵＲＬで公開します。
　www.pref.kumamoto.jp/kiji_3010.html

●認知症サポート医養成研修を修了した医師がいる医療機関

●熊本県地域拠点型認知症疾患医療センター

山鹿回生病院

●熊本県連携型認知症疾患医療センター

医療機関名

佐藤クリニック

-7-



（平成３０年３月１日現在）

●難病拠点病院

医療機関名 所在地

熊本大学医学部附属病院 熊本市中央区本荘１－１－１

熊本再春荘病院　 合志市須屋２６５９

熊本南病院 宇城市松橋町豊福２３３８

●基幹協力病院

医療機関名 所在地

荒尾市民病院 荒尾市荒尾２６００

山鹿市民医療センター 山鹿市山鹿５１１

阿蘇医療センター 阿蘇市黒川１２６６

阿蘇温泉病院 阿蘇市内牧１１５３－１

熊本労災病院 八代市竹原町１６７０

国保水俣市立総合医療センター 水俣市天神町１－２－１

人吉医療センター 人吉市老神町３５

天草地域医療センター 天草市亀場町食場８５４－１

熊本市民病院 熊本市東区湖東１－１－６０

熊本医療センター 熊本市中央区二の丸１－５

熊本機能病院 熊本市北区山室６－８－１

矢部広域病院 上益城郡山都町下馬尾２０４

　難　病　（第２編第３章第２節第７項関係）

　アレルギー疾患　（第２編第３章第２節第８項関係）

平成30年度中に「都道府県における地域の実情に応じた難病の医療提供体制の

構築について」(平成29年４月14日付け厚生労働省健康局難病対策課長通知）等

に基づき、新たに難病診療連携拠点病院、難病診療分野別拠点病院、難病医療

協力病院を指定し、連携体制を再編する予定です。

体制を再編するまでの間は、現行の難病拠点病院と基幹協力病院による難病

医療体制を継続します。

平成30年度中に「都道府県におけるアレルギー疾患の医療提供体制の整備に

ついて」（平成29年7月28日付け厚生労働省健康局長通知）に基づき、アレル

ギー疾患医療に係る拠点病院を選定する予定です。

-8-



●　三次救急

　○　救命救急センター等

圏 域 医療機関名 所在地

熊本赤十字病院 熊本市東区長嶺南２－１－１
熊本医療センター 熊本市中央区二の丸１－５
済生会熊本病院 熊本市南区近見５－３－１
熊本大学医学部附属病院 熊本市中央区本荘１－１－１

●　二次救急

　○病院群輪番制病院及び救急告示病院

圏 域 医療機関名 所在地

輪
番
制
参
加

救

急

告

示
朝日野総合病院 熊本市北区室園町１２－１０ ○

東病院 熊本市南区出仲間５－２－２ ○

宇城市民病院 宇城市松橋町豊福５０５ ○

宇城総合病院 宇城市松橋町久具６９１ ○

帯山中央病院 熊本市中央区帯山４－５－１８ ○

表参道吉田病院 熊本市中央区北千反畑町２－５ ○

川野病院 熊本市中央区大江６－２５－１ ○

九州記念病院 熊本市中央区水前寺公園３－３８ ○

熊本医療センター 熊本市中央区二の丸１－５ ○ ○

熊本機能病院 熊本市北区山室６－８－１ ○

熊本市立植木病院 熊本市北区植木町岩野２８５－２９ ○

くまもと森都総合病院 熊本市中央区大江３－２－６５ ○

熊本整形外科病院 熊本市中央区九品寺１－１５－７ ○

くまもと成城病院 熊本市北区室園町１０－１７ ○

熊本赤十字病院 熊本市東区長嶺南２－１－１ ○ ○

熊本大学医学部附属病院 熊本市中央区本荘１－１－１ ○

熊本地域医療センター 熊本市中央区本荘５－１６－１０ ○

熊本中央病院 熊本市南区田井島１－５－１ ○

熊本脳神経外科病院 熊本市中央区本荘６－１－２１ ○

熊本泌尿器科病院 熊本市中央区新町４－７－２２ ○

熊本南病院 宇城市松橋町豊福２３３８ ○

くわみず病院 熊本市中央区神水１－１４－４１ ○

慶徳加来病院 熊本市中央区練兵町９８ ○

江南病院 熊本市中央区渡鹿５－１－３７ ○

済生会熊本病院 熊本市南区近見５－３－１ ○ ○

済生会みすみ病院 宇城市三角町波多７７５－１ ○

桜十字病院 熊本市南区御幸木部１－１－１ ○

慈恵病院 熊本市西区島崎６－１－２７ ○

嶋田病院 熊本市中央区練兵町２４ ○

十善病院 熊本市中央区南熊本３－６－３４ ○

城南病院 熊本市南区城南町舞原無番地 ○

杉村病院 熊本市中央区本荘３－７－１８ ○

整形外科井上病院 熊本市中央区本荘町６４４ ○

青磁野リハビリテーション病院 熊本市西区島崎２－２２－１５ ○

大腸肛門病センター高野病院 熊本市中央区大江３－２－５５ ○

　救急医療　（第２編第３章第３節第２項関係）

○
県 全 域

（平成２９年１１月１日現在）

救命

救急

ｾﾝﾀｰ
○

○

熊本中央
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圏 域 医療機関名 所在地

輪
番
制
参
加

救

急

告

示
寺尾病院 熊本市北区小糸山町７５９ ○

南部中央病院 熊本市南区南高江６－２－２４ ○

西日本病院 熊本市東区八反田３－２０－１ ○

平成とうや病院 熊本市南区出仲間８－２－１５ ○

御幸病院 熊本市南区御幸笛田６－７－４０ ○

武蔵ヶ丘病院 熊本市北区楠７－１５－１ ○

山口病院 熊本市西区田崎３－１－１７ ○

【42医療機関】 4 41
荒尾市民病院 荒尾市荒尾２６００ ○ ○

公立玉名中央病院 玉名市中１９５０ ○ ○

玉名地域保健医療センター 玉名市玉名２１７２ ○

和水町立病院 玉名郡和水町江田４０４０ ○ ○

【4医療機関】 3 4
保利病院 山鹿市古閑９８４ ○ ○

三森循環器科・呼吸器科病院 山鹿市大橋通１２０４ ○

山鹿市民医療センター 山鹿市山鹿５１１ ○ ○

山鹿中央病院 山鹿市山鹿１０００ ○ ○

[再掲]熊本市立植木病院 熊本市北区植木町岩野２８５－２９ ○

【5医療機関】 4 4
川口病院 菊池市隈府８２３－１ ○ ○

菊池郡市医師会立病院 菊池市大琳寺７５－３ ○ ○

菊池中央病院 菊池市隈府４９４ ○ ○

菊陽台病院 菊池郡菊陽町久保田２９８４ ○ ○

岸病院 菊池市泗水町豊水３３８８－１ ○ ○

熊本再春荘病院　 合志市須屋２６５９ ○ ○

熊本セントラル病院 菊池郡大津町室９５５ ○ ○

熊本リハビリテーション病院 菊池郡菊陽町曲手７６０ ○ ○

【8医療機関】 8 8
阿蘇医療センター 阿蘇市黒川１２６６ ○ ○

阿蘇温泉病院 阿蘇市内牧１１５３－１ ○ ○

阿蘇立野病院 阿蘇郡南阿蘇村立野１８５－１ ○

大阿蘇病院 阿蘇市一の宮町宮地５８３３ ○ ○

小国公立病院 阿蘇郡小国町宮原１７４３ ○ ○

【5医療機関】 5 4
山都町包括医療センターそよう病院 上益城郡山都町滝上４７６－２ ○ ○

【1医療機関】 1 1

熊本総合病院 八代市通町１０－１０ ○ ○

熊本労災病院 八代市竹原町１６７０ ○ ○

八代北部地域医療センター 八代郡氷川町今１５１－１ ○

【3医療機関】 3 2
岡部病院 水俣市桜井町３－３－３ ○ ○

水俣市立総合医療センター 水俣市天神町１－２－１ ○ ○

【2医療機関】 2 2
球磨郡公立多良木病院 球磨郡多良木町多良木４２１０ ○ ○

球磨病院 人吉市上青井町１７６ ○

外山胃腸病院 人吉市南泉田町１ ○

人吉医療センター 人吉市老神町３５ ○ ○

【4医療機関】 2 4
天草慈恵病院 天草郡苓北町上津深江２７８－１０ ○ ○

天草市立牛深市民病院 天草市牛深町３０５０ ○ ○

水俣芦北

阿 蘇

山 都

人吉球磨

八　　　　代

鹿　　　　本

菊 池

有 明

天　　　　草

熊本中央
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圏 域 医療機関名 所在地

輪
番
制
参
加

救

急

告

示
天草市立河浦病院 天草市河浦町白木河内２２３－１１ ○ ○

天草市立新和病院 天草市新和町小宮地７６３－３ ○

天草市立栖本病院 天草市栖本町馬場２５６０－１４ ○

天草第一病院 天草市今釜新町３４１３－６ ○ ○

天草地域医療センター 天草市亀場町食場８５４－１ ○ ○

天草中央総合病院 天草市東町１０１ ○ ○

上天草市立上天草総合病院 上天草市龍ヶ岳町高戸１４１９－１９ ○ ○

苓北医師会病院 天草郡苓北町富岡３６００－３ ○

[再掲]済生会みすみ病院 宇城市三角町波多７７５－１ ○

【11医療機関】 9 9
4179

●　初期救急
　○　休日夜間急患センター

圏 域 医療機関名 所在地

熊本赤十字病院 熊本市東区長嶺南２－１－１
熊本地域医療センター 熊本市中央区本荘５－１６－１０
【1圏域】

　○　準夜間急患センター等
圏 域 医療機関名 所在地

荒尾市民病院 荒尾市荒尾２６００
玉名地域保健医療センター 玉名市玉名２１７２
準夜間在宅当番医（荒尾市医師会）

八 代 八代市夜間急患センター（八代市医師会） 八代市平山新町４４３８－３
【2圏域】

　○　在宅当番医制

圏 域 運営団体 医療機関名・所在地

熊本市医師会
鹿本医師会
下益城郡医師会
宇土地区医師会
上益城郡医師会
荒尾市医師会
玉名郡市医師会

鹿 本 鹿本医師会
菊 池 菊池郡市医師会
阿 蘇 阿蘇郡市医師会
山 都 上益城郡医師会

八代市医師会
八代郡医師会

水俣芦北 水俣市芦北郡医師会
人吉市医師会
球磨郡医師会

天 草 天草郡市医師会
【15地区】

熊本中央

　「熊本県総合医療情報システム・く
まもと医療ナビ」
（http://mis.kumamoto.med.or.jp/）
に休日当番医として掲載しています。

【救急告示病院：79か所・病院群輪番制病院:41か所】

有 明

熊本中央

天　　　　草

八 代

人吉球磨

有 明
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　○　救急告示診療所

圏 域 医療機関名 所在地

緒方脳神経外科医院 熊本市西区池田１－１４－８２
田嶋外科内科医院 熊本市西区田崎２－２－４８
北部脳神経外科・神経内科 熊本市北区楠野町１０６７－１

鹿 本 大橋通クリニック 山鹿市大橋通７０３
高橋医院 八代市坂本町坂本４２２８－１７
松本医院 八代市鏡町両出１５０３－１
峯苫医院 八代市坂本町坂本４１３９－１
【７医療機関】

八 代

熊本中央
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（平成２９年９月３０日現在）

●基幹災害拠点病院

二次医療圏 医療機関名 所在地

熊本 熊本赤十字病院 熊本市東区長嶺南　２－１－１

●地域災害拠点病院

二次医療圏 医療機関名 所在地

熊本医療センター 熊本市中央区二の丸　１－５

済生会熊本病院 熊本市南区近見　５－３－１

宇城 宇城総合病院 宇城市松橋町久具　６９１

有明 公立玉名中央病院 玉名市中　１９５０

山鹿 山鹿市民医療センター 山鹿市山鹿　５１１

菊池 川口病院 菊池市隈府　８２３－１

阿蘇 阿蘇医療センター 阿蘇市黒川　１２６６

上益城 矢部広域病院 上益城郡山都町下馬尾　２０４

八代 熊本労災病院 八代市竹原町　１６７０

芦北 水俣市立総合医療センター 水俣市天神町　１－２－１

球磨 人吉医療センター 人吉市老神町　３５

天草中央総合病院 天草市東町　１０１

上天草総合病院 上天草市龍ヶ岳町高戸　１４１９－１９

●熊本ＤＭＡＴ指定病院

二次医療圏 医療機関名 所在地
ＤＭＡＴ
チーム数

熊本赤十字病院 熊本市東区長嶺南　２－１－１ 4

熊本医療センター 熊本市中央区二の丸　１－５ 4

済生会熊本病院 熊本市南区近見　５－３－１ 4

熊本大学医学部附属病院 熊本市中央区本荘１－１－１ 2

宇城 宇城総合病院 宇城市松橋町久具　６９１ 1

有明 公立玉名中央病院 玉名市中　１９５０ 2

山鹿 山鹿市民医療センター 山鹿市山鹿　５１１ 2

菊池 川口病院 菊池市隈府　８２３－１ 2

阿蘇 阿蘇医療センター 阿蘇市黒川　１２６６ 2

上益城 矢部広域病院 上益城郡山都町下馬尾　２０４ 1

八代 熊本労災病院 八代市竹原町　１６７０ 1

芦北 水俣市立総合医療センター 水俣市天神町　１－２－１ 2

球磨 人吉医療センター 人吉市老神町　３５ 2

天草中央総合病院 天草市東町　１０１ 2

上天草総合病院 上天草市龍ヶ岳町高戸　１４１９－１９ 2

33合計（15病院）

　災害医療　（第２編第３章第３節第３項関係）

熊本

天草

熊本

天草
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（平成３０年３月１日現在）

●へき地診療所

圏域 医療機関名 所在地

熊本 熊本市立熊本市民病院附属芳野診療所 熊本市西区河内町野出１４１０

産山村診療所 阿蘇郡産山村大字山鹿４８９－５

阿蘇医療センター波野診療所 阿蘇市波野大字波野２７０３

北部へき地診療所 上益城郡山都町東竹原２８５－１

緑川へき地診療所 上益城郡山都町緑川２０１５

井無田へき地診療所 上益城郡山都町井無田１２９４－３

八代市立下岳診療所 八代市泉町下岳１５６２－１

八代市立椎原診療所 八代市泉町椎原３－１６

国保水俣市立総合医療センター附属久木野診療所 水俣市久木野８３３

芦北町国民健康保険吉尾温泉診療所 葦北郡芦北町大字吉尾２４－４

芦北町国民健康保険吉尾温泉診療所大岩出張所 葦北郡芦北町大字大岩２６１４

槻木診療所 球磨郡多良木町大字槻木芭蕉の本８

古屋敷診療所 球磨郡水上村大字江代１６５８－１

五木村診療所 球磨郡五木村甲２６７２－１１

上天草市立湯島へき地診療所 上天草市大矢野町湯島６５５

教良木診療所 上天草市松島町教良木２９４８－１

国民健康保険天草市立御所浦北診療所 天草市御所浦町横浦７５０－１３

●へき地歯科診療所

圏域 医療機関名 所在地

八代 八代市立泉歯科診療所 八代市泉町柿迫３１８８－２

●へき地医療拠点病院

圏域 医療機関名 所在地

上益城 山都町包括医療センターそよう病院 上益城郡山都町滝上４７６－２

球磨 球磨郡公立多良木病院 球磨郡多良木町大字多良木４２１０

天草 上天草市立上天草総合病院 天草市龍ヶ岳町高戸１４１９－１９

●　へき地医療支援病院

圏域 医療機関名 所在地

熊本機能病院 熊本市北区山室６丁目８－１

熊本整形外科病院 熊本市中央区九品寺１丁目１５－７

大腸肛門病センター高野病院 熊本市中央区大江３丁目２－５５

熊本セントラル病院 菊池郡大津町大字室９５５

熊本リハビリテーション病院 菊池郡菊陽町曲手７６０

上益城 益城病院 上益城郡益城町惣領１５３０　

天草 天草慈恵病院 天草郡苓北町上津深江２７８－１０

熊本

菊池

球磨

天草

　へき地の医療　（第２編第３章第３節第４項関係）

阿蘇

上益城

八代

芦北
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（平成３０年１月１２日現在）

●総合周産期母子医療センター

圏域 所在地

熊本市東区湖東１丁目１－６０

熊本市中央区本荘１丁目１－１

●地域周産期母子医療センター

圏域 所在地

熊本市中央区新町２丁目２－６

熊本市東区長嶺南２－１－１

●地域周産期中核病院（地域産科中核病院、地域新生児中核病院）

区分

産科 熊本医療センター 熊本市中央区二の丸１－５

産科 慈恵病院 熊本市西区島崎６丁目１－２７

有明
鹿本

産科 荒尾市民病院 荒尾市荒尾２６００

八代 産科 熊本労災病院 八代市竹原町１６７０

球磨 産科 人吉医療センター 人吉市老神町３５

芦北 新生児国保水俣市立総合医療センター水俣市天神１丁目２－１

産科 天草中央総合病院 天草市東町１０１

新生児天草地域医療センター 天草市亀場町食場８５４－１

所在地圏域

県全域

県全域

　周産期医療　（第２編第３章第３節第５項関係）

医療機関名

熊本

天草

医療機関名

熊本市民病院

熊本大学医学部附属病院

医療機関名

福田病院

熊本赤十字病院
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（平成２９年１１月１４日現在）

●小児中核病院（高度小児専門医療）

圏域 医療機関名 所在地

全圏域 熊本大学医学部附属病院 熊本市中央区本荘１丁目１－１

●小児中核病院（小児救命救急医療）※小児救命救急センター

圏域 医療機関名 所在地

全圏域 熊本赤十字病院 熊本市東区長嶺南２丁目１－１

●小児地域医療センター（小児専門医療）

圏域 医療機関名 所在地

有明
鹿本

公立玉名中央病院 玉名市中１９５０

菊池 熊本再春荘病院 合志市須屋２６５９

熊本市民病院 熊本市東区湖東１丁目１－６０

熊本大学医学部附属病院 熊本市中央区本荘１丁目１－１

熊本中央病院 熊本市南区田井島１－５－１

熊本医療センター 熊本市中央区二の丸１－５

八代 熊本労災病院 八代市竹原町１６７０

芦北 水俣市立総合医療センター 水俣市天神町１丁目２－１

球磨 人吉医療センター 人吉市老神町３５

●小児地域医療センター（入院小児救急）※小児救急医療拠点病院

圏域 医療機関名 所在地

熊本中央 熊本地域医療センター 熊本市中央区本荘５丁目１６－１０

熊本中央 熊本赤十字病院 熊本市東区長嶺南２丁目１－１

天草 天草地域医療センター 天草市亀場町食場８５４－１

　小児医療　（第２編第３章第３節第６項関係）

熊本中央
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