
※受診前に、各医療機関にお電話にて事前にご連絡ください
佐賀市 医療法人光寿權藤医院 鳥栖市弥生が丘２丁目１番地 0942-82-2978
医療法人福翔会福岡病院 佐賀市開成６丁目１４番１０号 0952-31-4611 医療法人清明会やよいがおか鹿毛病院 鳥栖市弥生が丘２丁目１４３番地 0942-87-3150
医療法人秀裕会池田内科皮膚科医院 佐賀市嘉瀬町大字扇町２３８３番地 0952-23-0239 医療法人はらだ会はらだ内科胃腸科 鳥栖市鎗田町２８１番地３ 0942-84-1515
医療法人信和会高柳内科・整形外科 佐賀市嘉瀬町大字十五２２９１番地１ 0952-23-6563 医療法人玄々堂玄々堂内科・呼吸器内科 鳥栖市神辺町１５７４−２ 0942-83-2151
地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館 佐賀市嘉瀬町大字中原４００番地 0952-24-2171 医療法人さかい胃腸・内視鏡内科クリニック 三養基郡基山町大字小倉１０５９番地２ 0942-92-1121
鶴田内科循環器科医院 佐賀市川副町大字小々森９６０番地７ 0952-45-7567 池田胃腸科外科 三養基郡基山町小倉５４５−５５ 0942-92-2308
さとうクリニック 佐賀市川副町大字南里３７２番地１ 0952-45-8000 医療法人三樹会三樹病院 三養基郡上峰町大字坊所２７６番地１ 0952-52-7272
医療法人源勇会枝國医院 佐賀市川副町早津江２６５番地２ 0952-45-1521 医療法人平井内科 三養基郡上峰町大字坊所２７３３番地１ 0952-53-3737
医療法人洋友会宮原内科 佐賀市久保田町大字新田１４６８番地 0952-68-3507 独立行政法人国立病院機構東佐賀病院 三養基郡みやき町大字原古賀７３２４番地 0942-94-2048
医療法人メディスマイルいのうえ内科泌尿器科クリニック 佐賀市久保田町大字徳万１６３９番地１ 0952-68-2466 神埼市・神埼郡 （10医療機関）
佐賀県医療生活協同組合神野診療所 佐賀市神野東４丁目１０番５号 0952-31-1060 医療法人久和会和田医院 神埼市神埼町神埼２９３番地 0952-52-2021
小野病院 佐賀市巨勢町大字牛島２４４番地７ 0952-24-3371 医療法人神埼クリニック 神埼市神埼町田道ケ里２３９６番地 0952-53-1818
中原胃腸科内科 佐賀市城内１丁目５番９号 0952-29-8008 医療法人社団啓祐会神埼病院 神埼市神埼町田道ケ里２２１６番地１ 0952-52-3145
医療法人源流会橋野医院 佐賀市高木瀬東５丁目１７番１５号 0952-31-0007 医療法人啓仁会橋本病院 神埼市神埼町本告牟田２９９４−１ 0952-52-2022
松永内科医院 佐賀市高木瀬⻄１丁目３番２５号 0952-31-1940 中下医院 神埼市千代田町餘江１２８番地 0952-44-2488
医療法人社団敬愛会佐賀記念病院 佐賀市高木瀬町大字⻑瀬１２４０番地1 0952-31-7771 和田医院 神埼市千代田町嘉納１３１９番地１８ 0952-44-2046
田尻医院 佐賀市高木町５番１６号 0952-24-8281 福嶋内科医院 神埼市千代田町境原２４９６番地３ 0952-44-2141
医療法人笙船会飯盛内科 佐賀市多布施２丁目６番２４号 0952-23-2095 医療法人聖⺟会古賀内科 神埼市千代田町境原２８２番地２ 0952-44-2311
医療法人千葉内科循環器科 佐賀市天神２丁目３番３８号 0952-22-7531 松本医院 神埼郡吉野ヶ里町三津７５１番地９ 0952-52-4185
山口クリニック 佐賀市鍋島４丁目１番８号 0952-33-2626 最所医院 神埼郡吉野ヶ里町吉田８２６番地３ 0952-52-2452
佐賀大学医学部附属病院 佐賀市鍋島５丁目１番１号 0952-31-6511 多久市・小城市 （9医療機関）
日浦呼吸器科内科小児科医院 佐賀市鍋島２-１２-３１ 0952-34-1400 多久市立病院 多久市多久町１７７１番地４ 0952-75-2105
医療法人九曜会こが内科こどもクリニック 佐賀市⻄与賀町大字厘外８５９番地１５ 0952-24-0541 医療法人修和会村岡内科医院  小城市牛津町牛津７３４番地１ 0952-66-3750
独立行政法人国立病院機構佐賀病院 佐賀市日の出１丁目２０番１号 0952-30-7141 石井外科医院 小城市小城町２４９番地１ 0952-73-3641
医療法人春陽会上村病院 佐賀市兵庫町大字渕１９０３番地１ 0952-33-0099 医療法人ひらまつ病院 小城市小城町１０００番地１ 0952-72-2111
医療法人夢咲クリニック 佐賀市兵庫北１丁目８番２３号 0952-20-1515 医療法人野田好生医院 小城市小城町栗原５番地４ 0952-72-3232
独立行政法人地域医療機能推進機構佐賀中部病院 佐賀市兵庫南３丁目８番１号 0952-28-5311 豊田医院 小城市小城町畑田２１８６-７ 0952-72-2031
佐賀市立富士大和温泉病院 佐賀市富士町大字梅野１７２１番地１ 0952-63-0111 医療法人高橋内科 小城市小城町晴気２００番地３ 0952-72-1100
医療法人正和会志田内科 佐賀市水ヶ江２丁目７番２３号 0952-23-3720 小城市⺠病院 小城市小城町松尾４１００番地 0952-73-2161
医療法人諸隈病院 佐賀市水ケ江２丁目６番２２号 0952-22-5500 医療法人ロコメディカル江口病院 小城市三日月町金田１１７８番地１ 0952-73-3083
医療法人永田天寿堂医院 佐賀市諸富町大字大堂７３番地 0952-47-2253 武雄市・杵島郡 （16医療機関）
医療法人森山胃腸科 佐賀市諸富町大字大堂９３７番地1 0952-47-2425 医療法人養寿堂まつお内科・眼科 武雄市朝日町大字甘久２６９９番地 0954-23-2178
医療法人大和正信会ふじおか病院 佐賀市大和町大字尼寺２６８５番地 0952-62-2200 医療法人まつもと内科・胃腸科クリニック 武雄市北方町大字大崎１３１８番地１ 0954-36-0467
医療法人江頭外科内科胃腸科 佐賀市大和町大字尼寺２９０７番地１ 0952-62-3366 医療法人古賀内科医院 武雄市武雄町大字富岡１１５３４番地２ 0954-22-3135
医療法人中⻄内科 佐賀市大和町大字尼寺２２５７-８ 0952-62-0029 一般社団法人巨樹の会新武雄病院 武雄市武雄町大字富岡１２６２８番地 0954-23-3111
たんぽぽクリニック 佐賀市若宮１丁目１９番２９号 0952-36-9206 医療法人田中内科医院 武雄市武雄町大字永島１５３６１番地１ 0954-22-0123
陣内内科・小児科クリニック 佐賀市若宮３丁目５番１７号 0952-30-6171 医療法人⻯門堂⻯門堂医院 武雄市山内町大字大野６６０２番地１ 0954-20-7050
医療法人葡萄の木池田内科・消化器科 佐賀市若宮３丁目１番２４号 0952-31-1222 医療法人清哲会藤瀬医院 武雄市山内町大字鳥海９７７７番地２ 0954-45-2007
唐津市・東松浦郡 医療法人⻯門堂毛利医院 武雄市山内町大字三間坂甲１４０１７番地５ 0954-45-3545
医療法人尚誠会冬野病院 唐津市相知町相知２２６４番地 0955-62-3211 医療法人⼾原内科 杵島郡大町町大字福⺟４０４番地６ 0952-82-2051
ふじい胃腸内科小児科 唐津市大石町２４１４番地 0955-74-2370 医療法人順天堂順天堂病院 杵島郡大町町大字福⺟７０７番地２ 0952-82-3161
医療法人希清会岩本内科 唐津市海岸通７１８２番地３０６ 0955-72-2877 医療法人敬天堂古賀病院 杵島郡江北町大字上小田１１５０番地 0952-86-2070
⻑生堂渡辺医院 唐津市海岸通７１８２-５８ 0955-72-2770 医療法人武岡病院 杵島郡江北町大字山口１２８２番地 0952-86-3013
唐津市⺠病院きたはた 唐津市北波多徳須恵１４２４番地１ 0955-64-2611 副島医院 杵島郡白石町大字堤１４６８番地 0952-84-2205
医療法人吉田内科クリニック 唐津市紺屋町１６７５番地２ 0955-79-5500 稲富胃腸科外科 杵島郡白石町大字廿治１２０７番地４ 0952-84-3027
医療法人松籟会河畔病院 唐津市松南町２−５５ 0955-77-2611 池上内科 杵島郡白石町大字福富１４１８番地 0952-87-2107
宮崎外科胃腸科 唐津市新興町６８番地 0955-72-8115 医療法人文斎会原田内科医院 杵島郡白石町大字福富１８２７番地 0952-87-3737
医療法人いのうえ内科クリニック 唐津市町田１丁目８番５号 0955-70-1765 鹿島市・嬉野市・藤津郡 （15医療機関）
冬野医院 唐津市⻄城内５-１２ 0955-72-2905 医療法人犬塚病院 鹿島市大字高津原６０２番地３ 0954-63-2538
医療法人桑原医院 唐津市浜玉町浜崎１０６７番地１ 0955-56-8761 社会医療法人祐愛会織田病院 鹿島市大字高津原４３０６番地 0954-63-3275
草場医院 唐津市肥前町田野甲２９２９番地１ 0955-54-1155 医療法人天心堂志田病院 鹿島市大字中村２１３４番地４ 0954-63-1236
医療法人清心会服巻医院 唐津市船宮町２５８８番地３ 0955-72-2360 医療法人芳山堂薬師寺医院 鹿島市浜町１２８０番地１ 0954-63-5281
医療法人関医院 唐津市船宮町２３０２番地３３ 0955-72-8265 医療法人太田医院 嬉野市嬉野町大字岩屋川内甲７７番地１ 0954-43-1148
医療法人賛健会城内病院 唐津市南城内２番１７号 0955-79-8550 医療法人田中医院 嬉野市嬉野町大字下宿乙２３５３番地１３ 0954-43-2111
社会福祉法人恩賜財団済生会唐津病院 唐津市元旗町８１７番地 0955-73-3175 医療法人朝⻑医院 嬉野市嬉野町大字下宿乙２１８８番地 0954-43-2117
医療法人社団三浦医院 唐津市呼子町殿ノ浦１２３番地 0955-51-1138 福田医院 嬉野市嬉野町大字下宿乙２３１５番地２ 0954-43-0550
医療法人水光会呼子中央クリニック 唐津市呼子町呼子４１８２番地１ 0955-82-3211 医療法人優健会樋口医院 嬉野市嬉野町大字下宿甲１７４０番地１ 0954-43-1652
唐津赤十字病院 唐津市和多田２４３０ 0955-72-5111 うれしのふくだクリニック 嬉野市嬉野町大字下宿甲４７１５番地５ 0954-42-1211
なかおだクリニック 唐津市和多田本村２番１７−８号 0955-79-8866 独立行政法人国立病院機構嬉野医療センター 嬉野市嬉野町大字下宿甲４２７９番地３ 0954-43-1120
堀田医院 東松浦郡玄海町大字今村６１１６ 0955-52-6111 医療法人悠池会池田内科 嬉野市嬉野町大字下野丙39番地1 0954-43-2123
医療法人田渕医院 東松浦郡玄海町大字諸浦６番地１ 0955-52-2311 医療法人陽明会樋口病院 嬉野市塩田町大字馬場下甲１番地 0954-66-2022
鳥栖市・三養基郡 （22医療機関） 医療法人田代医院 藤津郡太良町大字多良１３２９番地１ 0954-67-2120
医療法人太啓会大園内科医院 鳥栖市萱方町１５８番地１０ 0942-87-8888 町立太良病院 藤津郡太良町大字多良１５２０番地１２ 0954-67-0016
医療法人まごころ医療館 鳥栖市蔵上２丁目２１０番 0942-87-5002 伊万里市・⻄松浦郡 （9医療機関）
医療法人ひかり医院 鳥栖市宿町１２４７番地４ 0942-83-3526 医療法人二期会小島病院 伊万里市⿊川町塩屋２０５番地１ 0955-27-2121
医療法人健裕会古賀内科医院 鳥栖市宿町１１０６番地２ 0942-83-3204 医療法人朋友会山口病院 伊万里市新天町３０５番地 0955-23-5255
医療法人前山内科 鳥栖市宿町１４６５番地１ 0942-85-0005 医療法人精仁会隅田病院 伊万里市立花町４０００番地 0955-23-3167
野下医院 鳥栖市曽根崎町１５５３番地１ 0942-83-2082 社会医療法人謙仁会山元記念病院 伊万里市二里町八谷搦８８番地４ 0955-23-2166
医療法人社団如水会今村病院 鳥栖市轟木町１５２３番地６ 0942-82-5550 医療法人岡村医院 伊万里市蓮池町１８番地 0955-22-2304
医療法人野田内科 鳥栖市⻄田町２１１番地１ 0942-83-1160 医療法人光仁会⻄田病院 伊万里市山代町楠久８９０番地２ 0955-28-1111
医療法人眞正会古賀医院 鳥栖市原古賀町６０９番地２ 0942-83-3457 松尾内科 ⻄松浦郡有田町南原甲２６７番地 0955-42-3873
医療法人きざと外科医院 鳥栖市原町８６１番地１ 0942-83-2084 伊万里有田共立病院 ⻄松浦郡有田町二ノ瀬甲８６０番地 0955-46-2121
宮﨑医院 鳥栖市東町１丁目１０５９番地１ 0942-83-2083 医療法人社団馬渡メディカル馬渡クリニック ⻄松浦郡有田町本町丙１０８０番地１ 0955-41-0007
医療法人仁徳会今村病院 鳥栖市本通町１丁目８５５番地１０ 0942-83-3771
医療法人せとじまクリニック 鳥栖市真木町１９７４番地４ 0942-87-5008

（140医療機関）

◇ 肺 が ん 精 密 検 査 を 受 け ら れ る 方 へ ◇
肺がん検診精密検査医療機関名簿（令和3年8月31日現在） 佐賀県健康福祉部健康増進課がん撲滅特別対策室（☎0952-25-7491）

（37医療機関）

（22医療機関）



精密検査の医療機関は

こちらからも検索できます。

また、各種相談窓口や

がん先進医療への助成など、

がんに関する情報を

ご覧いただけます。

https://www.ganportal-saga.jp

がんポータルさが詳しくは 検 索


