
病院

病院病院

病院・

・・

・医院

医院医院

医院・クリニック

・クリニック・クリニック

・クリニック

名称 郵便番号 住所 電話番号

赤星医院 861-1331 菊池市隈府719 0968－25-2738

岩根クリニック 861-1331 菊池市隈府110 0968－25-4230

かつき皮膚科医院 861-1306 菊池市大琳寺235 0968－24-5500

河野整形外科医院 861-1331 菊池市北宮340-1 0968－24-5000

菊池有働病院 861-1305 菊池市深川433 0968－25-3146

菊池眼科 861-1304 菊池市片角258-1 0968－25-5678

菊池郡市医師会立病院 861-1307 菊池市大琳寺75-3 0968－25-2191

菊池こどもクリニック 861-1306 菊池市大琳寺276-3 0968－25-1164

菊池中央病院 861-1306 菊池市隈府494 0968－25-3141

きくち宮本泌尿器科 861-1331 菊池市隈府775 0968－24-8101

岸眼科 861-1212 菊池市泗水町豊水3388-1 0968-38-0075

岸病院 861-1212 菊池市泗水町豊水3388-1 0968-38-2750

旭志石田医院 869-1201 菊池市旭志弁利82-1 0968-37-2037

清原医院 861-1205 菊池市泗水町福本775 0968-38-2106

隈部医院 861-1331 菊池市隈府1015 0968-25-2851

黒川産婦人科医院 861-1331 菊池市隈府1075-23 0968-25-1071

郷胃腸科内科クリニック 861-1212 菊池市泗水町豊水3738-1 0968-38-2121

公立菊池養生園診療所 861-1201 菊池市泗水町吉富2193-1 0968-38-2820

古賀医院 861-1201 菊池市泗水町吉富1935 0968-38-2222

後藤整形外科医院 861-1331 菊池市隈府923 0968-25-2906

たがみクリニック 861-1323 菊池市西寺１４００－１ 0968－24－5353

木庭耳鼻咽喉科医院 861-1306 菊池市大琳寺241-17 0968-24-2551

齋藤産婦人科医院 861-1307 菊池市片角294-2 0968-24-1177

七城木村クリニック 861-1343 菊池市七城町林原1057 0968-26-9555

城間クリニック 861-1331 菊池市隈府952 0968-25-2506

高木医院 861-1331 菊池市隈府1334 0968-25-2532

田中医院 861-1201 菊池市泗水町吉富3169 0968-38-7070

中野クリニック 861-1306 菊池市大琳寺275-1 0968-25-5861

西山医院 861-1331 菊池市隈府115-4 0968-25-2561

古荘医院 861-1331 菊池市隈府162 0968-25-2046

古田医院 861-1353 菊池市七城町甲佐町296 0968-25-2280

牧診療所 861-1304 菊池市深川400 0968-25-2317

まつもと耳鼻咽喉科医院 861-1308 菊池市亘11-1 0968-23-6111

宮本内科クリニック 861-1331 菊池市隈府277-2 0968-25-2047

杜の里かねこクリニック 861-1309 菊池市藤田40-1 0968-23-7522

米田産婦人科医院 861-1331 菊池市隈府497-1 0968-25-2589

菊池市事業所一覧菊池市事業所一覧菊池市事業所一覧菊池市事業所一覧



歯科

歯科歯科

歯科

名称 郵便番号 住所 電話番号

荒木歯科医院 861-1331 菊池市隈府882-2 0968-25-1478

加藤歯科医院 861-1351 菊池市七城町砂田1492-3 0968-24-5188

ほまれ歯科医院 861-1351 菊池市七城1501－2 0968－41－8841

工藤歯科医院 861-1331 菊池市隈府565 0968－25-4657

城歯科医院 861-1331 菊池市隈府1381 0968-25-2678

新谷歯科医院 861-1331 菊池市隈府434 0968-25-2034

そのき歯科医院 861-1331 菊池市隈府632-9 0968-24-7008

高木歯科クリニック 861-1331 菊池市隈府1329-1 0968-25-1963

たかはし歯科医院 861-1201 菊池市泗水町吉富2279-5 0968-38-5199

つきやま歯科 861-1204 菊池市泗水町永4344-7 0968-38-0824

つつみ歯科医院 861-1306 菊池市大琳寺203-1 0968-41-3434

中川歯科医院 861-1331 菊池市隈府230 0968-25-2334

中村歯科医院 869-1204 菊池市旭志小原305-3 0968-37-2300

中山歯科医院 861-1212 菊池市泗水町豊水3514 0968-38-2401

橋本歯科医院 861-1205 菊池市泗水町福本180 0968-38-6018

林歯科医院 861-1331 菊池市隈府108 0968-24-4182

林秀樹歯科医院 861-1331 菊池市隈府840-5 0968-25-4500

原賀歯科医院 861-1306 菊池市大琳寺274-3 0968-25-0202

ペエ歯科クリニック 861-1212 菊池市泗水町豊水3359-1 0968-38-0202

増永歯科医院 861-1331 菊池市隈府500-8 0968-25-2285

もとだ歯科医院 861-1201 菊池市泗水町吉富2517 0968-38-6373

もみじ歯科医院 861-1323 菊池市西寺1657-1 0968-23-6800

調剤薬局

調剤薬局調剤薬局

調剤薬局

名称 郵便番号 住所 電話番号

あい薬局 861-1306 菊池市大琳寺241-18 0968-24-2619

アトム薬局 861-1306 菊池市大琳寺275-5 0968-26-5888

うさぎの谷薬局 861-1201 菊池市泗水町吉富3169-9 0968-38-7088

きくち薬局 861-1306 菊池市大琳寺75-4 0968-23-6350

きくちハート薬局 861-1308 菊池市亘11-6 0968-23-6100

熊本調剤薬局　菊池店 861-1306 菊池市大琳寺44-1 0968-41-5167

栄町薬局 861-1331 菊池市隈府780-13 0968-23-0086

泗水中央薬局 861-1212 菊池市泗水町豊水3492 0968-38-6820

七城中央薬局 861-1353 菊池市七城町甲佐町298-2 0968-25-5673

そうごう薬局　菊池店 861-1331 菊池市隈府472-5 0968-23-1321

高江バス停前薬局 861-1212 菊池市泗水町豊水3727-1 0968-38-0701

西本真生堂薬局　泗水店 861-1212 菊池市泗水町豊水3390-1 0968-38-7031

有）深川調剤薬局 861-1304 菊池市深川411-7 0968-25-5466



フラワー薬局 861-1331 菊池市隈府815-1 0968-23-1330

溝上薬局　隈府店 861-1331 菊池市隈府923-1 0968-41-5506

よつば調剤薬局　菊池店 861-1309 菊池市藤田41-1 0968-36-9373

居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所

名称 郵便番号 住所 電話番号

あさひが丘荘居宅介護支援事業所

869-1206 菊池市旭志伊坂449-1 0968-37-4111

居宅介護支援事業所きくち

861-1331 菊池市隈府888 0968-25-5001

菊池郡市医師会居宅介護支援事業所

861-1306 菊池市大琳寺75-1 0968-24-1973

菊池中央病院居宅介護支援事業所

861-1331 菊池市隈府494 0968-26-5474

居宅介護支援事業所アトム薬局

861-1306 菊池市大琳寺275-5 0968-41-7222

居宅介護支援事業所　清泉

861-1342 菊池市七城町亀尾2429 0968-26-4820

居宅介護支援事業所花見丁

861-1331 菊池市隈府238 0968-26-5220

居宅介護支援事業所ゆめぷらん

861-1305 菊池市北宮337-6 0968-36-9150

孔子の里指定居宅介護支援事業所

861-1205 菊池市泗水町福本904-1 0968-38-5666

泗水苑指定居宅介護支援事業所

861-1204 菊池市泗水町永1021 0968-38-6680

JA菊池福祉センターめぐみの里居宅介護

支援事業所

869-1205 菊池市旭志川辺1875 0968-23-3531

健やか園居宅介護支援事業所

861-1353 菊池市七城町甲佐町85-1 0968-24-7716

ふるさと陽向　きくち事業所

861-1324 菊池市野間口380 0968-23-0880

牧診療所居宅介護支援事業所

861-1304 菊池市深川400 0968-24-5875

リラックスプラン

861-1331

菊池市隈府435-12　菊池プラザB室

0968-41-5341

りぼん居宅介護支援事業所

861-1331 菊池市隈府575番地 0968－25－3286

訪問看護

訪問看護訪問看護

訪問看護ステーション

ステーションステーション

ステーション

名称 郵便番号 住所 電話番号

菊池郡市医師会訪問看護ステーション

861-1306 菊池市大琳寺75-1 0968-24-1880

訪問看護ステーションそうげん

861-1331 菊池市隈府494-16　大忠ビル 0968-41-5966

訪問看護ステーション　ともづな

861-1323 菊池市西寺1588-1 0968-23-7570

訪問

訪問訪問

訪問リハビリテーション

リハビリテーションリハビリテーション

リハビリテーション

名称 郵便番号 住所 電話番号

菊池郡市医師会訪問看護ステーション

861-1306 菊池市大琳寺75-1 0968-24-1880

訪問看護ステーションそうげん

861-1331 菊池市隈府494-16　大忠ビル 0968-41-5966

後藤整形外科医院訪問リハビリテーション

861-1331 菊池市隈府923 0968-25-2906

訪問介護

訪問介護訪問介護

訪問介護

名称 郵便番号 住所 電話番号

JA菊池福祉センターめぐみの里訪問介護事業所

869-1205 菊池市旭志川辺1875 0968－23-3532

ヘルパーステーション花見丁

861-1331 菊池市隈府238 0968-26-5220



たまゆら 861-1305 菊池市北宮337-6 0968－36-9168

ヘルパーステーションあじむ 861-1313 菊池市出田2630-1 0968－36-9539

ヘルパーステーションきらら 861-1204 菊池市泗水町永3193 0968－36-9118

ヘルパーステーションともづな 861-1323 菊池市西寺1581 0968－23-7570

ヘルパーステーション結 861-1201 菊池市泗水町吉富205-6 0968－36-9028

ヘルパーステーションNoah 861-1201 菊池市泗水町吉富210-60 0968－38-0055

訪問介護ステーションきくち 861-1331 菊池市隈府888 0968－23-6200

ヘルパーステーション花 861-1331 菊池市隈府435番地12 0968－41－8735

訪問介護　和 869-1205 菊池市旭志川辺1888-1 0968－36-9915

訪問介護事業所ライフ 861-1304 菊池市深川403 0968－23-0107

ホームサポートたのしそう 861-1331

菊池市隈府435-12　菊池プラザB室

0968－41-5339

通所介護

通所介護通所介護

通所介護

名称 郵便番号 住所 電話番号

あさひが丘荘通所介護事業所 869-1206 菊池市旭志伊坂449-1 0968－37-3636

介護センター楽円荘　かめお 861-1342 菊池市七城町亀尾1897 0968－26-3011

菊池市社協　輝 861-1201

菊池市泗水町吉富2900　菊池市泗水地域福祉センター内

0968－38-6366

菊池市社協　ななしろ 861-1367 菊池市七城町流川394-1 0968－25-5010

きららデイサービス 861-1204 菊池市泗水町永3193 0968－36-9077

泗水苑デイサービス事業所 861-1204 菊池市泗水町永1021 0968－38-6680

デイサービスなのはな 861-1685 菊池市西迫間300 0968-36-9848

デイサービスねんりん 861-1331 菊池市隈府1144－2 0968-41-5017

デイサービスきくりん 861-1331 菊池市隈府1144－2 0968-23-6063

デイサービスもも 861-1313 菊池市出田2630－1 0968-25-6226

デイサービスリーベ 861-1304 菊池市深川403 0968-24-5788

スポレクデイ深川 861-1304 菊池市深川65－1 0968-41-5680

リラックスデイサービス 861-1306 菊池市大琳寺292-13 0968-41-4114

通所介護事業所リベロの家 861-1214 菊池市泗水町田島466－2 0968-38-7585

デイサービス湯るり 861-1342 菊池市七城町亀尾1492－1 0968-36-9198

デイサービスセンターみちのうえ

861-1308 菊池市亘字道ノ上359－2 0968-25-6000

つまごめ荘デイサービス

861-1303 菊池市今58 0968－25-1600

デイサービスありがとう 861-1331 菊池市隈府81 0968－36-9410

デイサービス陽向きくち営業所 861-1324 菊池市野間口380 0968－26-5321

デイサービス優癒・優里 861-1351 菊池市七城町砂田249 0968－36-9030

デイサービスセンター清泉 861-1342 菊池市七城町亀尾2429 0968－26-4811

デイサービスセンターNoah 861-1201 菊池市泗水町吉富210-60 0968－38-0055

JA菊池福祉センターめぐみの里デイサービスセンターいずみ

869-1205 菊池市旭志川辺1875 0968－26-7665

JA菊池福祉センターめぐみの里デイサービスセンターゆるっと

869-1205 菊池市旭志川辺1875 0968－23-3533



認知症対応型通所介護

認知症対応型通所介護認知症対応型通所介護

認知症対応型通所介護

名称 郵便番号 住所 電話番号

通所

通所通所

通所リハビリテーション

リハビリテーションリハビリテーション

リハビリテーション

名称 郵便番号 住所 電話番号

菊池郡市医師会デイケアセンター

861-1306 菊池市大琳寺75-1 0968-24-1973

菊池中央病院デイケアセンター 861-1331 菊池市隈府494 0968-26-5477

岸病院デイケアセンター 861-1212 菊池市泗水町豊水3388-1 0968-38-2750

孔子の里通所リハビリテーション 861-1205 菊池市泗水町福本904-1 0968-38-5666

後藤整形外科医院通所リハビリテーション

861-1331 菊池市隈府923 0968-25-2906

リハビリセンターきくちの里 861-1306 菊池市大琳寺123 0968-23-7721

名称 郵便番号 住所 電話番号

訪問入浴サービスきくち 861-1201 菊池市泗水町吉富2900 0968－38-6366

グループホーム

グループホームグループホーム

グループホーム

名称 郵便番号 住所 電話番号

グループホーム大平 861-1683 菊池市大平597-1 0968-24-5971

グループホームサンテ 861-1304 菊池市深川400 0968-24-5873

グループホーム清泉 861-1342 菊池市七城町亀尾2484 0968-26-9810

グループホームまゆの里 861-1205 菊池市泗水町福本780 0968-38-0030

たしま友遊宛 861-1214 菊池市泗水町田島616-1 0968-38-7147

もりのさとグループホームきくち 861-1309 菊池市藤田38-1 0968-24-2005

有料老人

有料老人有料老人

有料老人ホーム

ホームホーム

ホーム

名称 郵便番号 住所 電話番号

つどいの杜

モリ

861-1212

菊池市泗水町豊水3727－1 0968-36－9654

ひなたの家菊池

861-1324

菊池市野間口380 0968-23－0178

和

ナゴミ

の家

869-1205

菊池市旭志川辺1851－1 0968-36－9915

安心院 861-1313

菊池市出田2630－1 0968-36－9539

たのしそう

861-1323

菊池市西寺1839－2 0968-36－9795

清水

キヨミズ

水源の家

861-1341

菊池市七城町清水317－2 0968-41－5340

清水

キヨミズ

水源の家二番館

861-1341

菊池市七城町清水317－2 0968-24－7700

ともづな

861-1323

菊池市西寺1581 0968-23－7570

ともづな弐番館

861-1323

菊池市西寺1588－1

0968-23－7570

まごころ

861-1331 隈府1442－1

0968-24－5560

さくらの杜

モリ

みさと

861-1331

菊池市隈府1195－5 0968-41－7180

青空

861-1351

菊池市七城町砂田248－2 0968-36－9406

御所通り

861-1331

菊池市隈府114 0968－25－5505

ノアズアーク

861-1201

菊池市泗水町吉富210－60 0968－38－0055

訪問入浴

訪問入浴訪問入浴

訪問入浴



なのはな

861-1804

菊池市深川310－1 0968－36－9087

JA菊池あゆみ

869-1205

菊池市旭志川辺1875 0968-26－7765

シルバーハウス煌

キラ

ら

861-1204

菊池市泗水町永3193 0968-36－9066

サービス

サービスサービス

サービス付

付付

付き

きき

き高齢者向

高齢者向高齢者向

高齢者向け

けけ

け住宅

住宅住宅

住宅

名称 郵便番号 住所 電話番号

介護付有料老人ホームつどいの杜

861-1212 菊池市泗水町豊水3727-1 0968-36-9654

介護老人保健施設

介護老人保健施設介護老人保健施設

介護老人保健施設

名称 郵便番号 住所 電話番号

介護老人保健施設　孔子の里

861-1205 菊池市泗水町福本904-1 0968-38-5666

介護老人保健施設リハビリセンターきくちの里

861-1306 菊池市大琳寺123 0968-23-7721

介護療養型医療施設

介護療養型医療施設介護療養型医療施設

介護療養型医療施設

名称 郵便番号 住所 電話番号

菊池郡市医師会立病院指定介護療養型医療施設

861-1306 菊池市大琳寺75-3 0968-25-2191

菊池中央病院 861-1331 菊池市隈府494 0968-25-3141

岸病院 861-1212 菊池市泗水町豊水3388-1 0968-38-2750

古賀医院 861-1201 菊池市泗水町吉富1935 0968-38-2222

特別養護老人

特別養護老人特別養護老人

特別養護老人ホーム

ホームホーム

ホーム

名称 郵便番号 住所 電話番号

あさひが丘荘

869-1203 菊池市旭志伊坂449番地1 0968-37-3636

泗水苑

861-1204 菊池市泗水町永1021 0968-38-6680

清泉

861-1342 菊池市七城町亀尾2429 0968-26-4811

不二の里

８６１－1201 菊池市泗水町吉富2276－1 0968-38-1755

つまごめ荘

861-1303 菊池市今58 0968-25-1600

健やか園

861-1353 菊池市七城町甲佐町85番地１ 0968-24-7716

わいふ桜座

861-1331 菊池市隈府114－3 0968-26-2525

養護老人

養護老人養護老人

養護老人ホーム

ホームホーム

ホーム

名称 郵便番号 住所 電話番号

ふじのわ荘 861-1308 菊池市亘９１

０９６８－２５－２５００

こすもす荘 861-1201 菊池市泗水町吉富２９００

０９６８－３８ー２９０２

小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護

名称 郵便番号 住所 電話番号

小規模多機能ホーム　ひごっ家 861-1205 菊池市泗水町福本780 0968-38-0035

たきのうホーム大平 861-1683 菊池市大平597-1 0968-41-5345

高齢者共同住宅

高齢者共同住宅高齢者共同住宅

高齢者共同住宅

名称 郵便番号 住所 電話番号



福祉用具販売

福祉用具販売福祉用具販売

福祉用具販売・

・・

・貸与

貸与貸与

貸与・

・・

・住宅改修

住宅改修住宅改修

住宅改修

名称 郵便番号 住所 電話番号

インテリアハウスむらかみ家具 861-1315 菊池市木柑子1480 0968-38-2213

タートル 861-1331 菊池市隈府279 0968-24-4147

福寿介護サービス 861-1201 菊池市泗水町吉富2155-10 0968-41-5270

インフォーマルサービス

インフォーマルサービスインフォーマルサービス

インフォーマルサービス（

（（

（配食

配食配食

配食サービス・

サービス・サービス・

サービス・介護

介護介護

介護タクシー・

タクシー・タクシー・

タクシー・福祉

福祉福祉

福祉タクシー

タクシータクシー

タクシー）

））

）

名称 郵便番号 住所 電話番号

びけんＤｏ（弁当屋） 菊池市泗水町

０９６８－３８－２３５２

まごころ弁当　きくち店 861-1331 菊池市隈府793－1

0968－41－9120

（株）一真 861-1304 菊池市深川327番地

０９６８－３６－９６８５

（有）キクチ観光タクシー 861-1306 菊池市大琳寺１９７番地

0968-25-0851

福祉タクシー和（やまと） 861-1351 菊池市七城町砂田２４０－５

０８０－１７９１－８０１０

村山タクシー 菊池市旭志

０８０－１７８８－７７８８

木下タクシー 861-1305 菊池市北宮６－７

090-6777-8843

おとまち福祉タクシー 861-1331 菊池市隈府１５２６－７

０８０－５７９２－２９７１

なかやま福祉タクシー 861-1315 菊池市木柑子1427－42

0968-25-5565

福祉タクシーすまいる 861-1204 菊池市泗水町永２９７９－２６

０９０－８３５７－３１５１

カイシルバーサービス 861-1214 菊池市泗水町田島４６６－２

０９０－３９６２－９９０２


