熊本県ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業に係る
肝炎ウイルス検査 委託医療機関一覧（順不同）
平成30年5月現在

■有明保健所管内
No. 医療機関名

住所

電話番号

1 安成医院

玉名郡玉東町木葉755の6

(0968)85－2047

2 いまおかクリニック

玉名郡長洲町宮野1468の1

(0968)78－3410

3 多田隈内科医院

玉名郡長洲町宮野187の1

(0968)78－3011

4 有明成仁病院

玉名郡長洲町宮野2775

(0968)78－1133

5 西山クリニック

玉名郡長洲町清源寺2794の1

(0968)78－7811

6 ジャパンマリンユナイテッド株式会社有明診療所

玉名郡長洲町大字有明1

(0968)65－7353

7 ながすクリニック

玉名郡長洲町長洲1354

(0968)78－0527

8 田宮二郎内科

玉名郡長洲町長洲2932の3

(0968)78－2150

9 淡河・黒田医院

玉名郡長洲町梅田696の1

(0968)78－6517

10 田尻医院

玉名郡南関町関町1218の1

(0968)53－0016

11 田辺クリニック

玉名郡南関町上坂下3480

(0968)53－8211

12 さかき診療所

玉名郡南関町上長田638の1

(0968)53－1125

13 和水クリニック

玉名郡和水町原口729の1

(0968)86－6001

14 国民健康保険和水町立病院

玉名郡和水町江田4040

(0968)86－3105

15 森の里クリニック

玉名郡和水町大田黒699

(0968)34－2800

16 山﨑医院

玉名郡和水町板楠2770

(0968)34－2868

17 大野内科クリニック

玉名市伊倉南方987の5

(0968)72－3405

18 城ヶ崎病院

玉名市伊倉北方265

(0968)73－3375

19 安田内科医院

玉名市横島町横島3387

(0968)84－3131

20 吉村循環器科内科医院

玉名市横島町横島3894の1

(0968)84－2765

21 しまかわ胃腸科外科医院

玉名市横島町横島4301の1

(0968)84－3722

22 栗﨑医院

玉名市横島町横島7329

(0968)84－3933

23 浦田医院

玉名市岩崎1023

(0968)74－2412

24 玉名脳神経外科医院

玉名市岩崎11の1

(0968)75－1511

25 ひらしま小児科医院

玉名市岩崎138の3

(0968)73－5530

26 玉名泌尿器科クリニック

玉名市岩崎468の1

(0968)74－3272

27 ひがし成人・循環器内科クリニック

玉名市岩崎665の1の1

(0968)71－0600

28 山本眼科

玉名市亀甲115の5

(0968)72－2207

29 大礒耳鼻咽喉科医院

玉名市亀甲170

(0968)73－4133

30 鶴上整形外科リウマチ科

玉名市亀甲238

(0968)72－2007

31 岡本外科医院

玉名市亀甲248の1

(0968)74－2277

32 玉名地域保健医療センター

玉名市玉名2172

(0968)72－5111

33 鹿井内科

玉名市高瀬233の1

(0968)72－2275

34 河野医院

玉名市高瀬349

(0968)73－3734

35 坂本産婦人科クリニック

玉名市高瀬38

(0968)74－2045

36 山瀬内科小児科歯科医院

玉名市高瀬674

(0968)72－3056

37 まつおクリニック

玉名市山田高岡原2016の1

(0968)73－2800

38 鹿井医院

玉名市寺田430の3

(0968)73－2266

39 黒田クリニック内科・代謝内科

玉名市寺田431の1

(0968)73－6688

40 国崎整形外科医院

玉名市秋丸415の2

(0968)73－6776

41 酒井医院

玉名市松木13の2

(0968)71－0777

42 悠紀会病院

玉名市上小田1063

(0968)74－1131

43 坂田内科医院

玉名市岱明町高道1196の1

(0968)66－8600

44 棚瀬医院

玉名市岱明町高道677

(0968)57－0103

45 古庄胃腸科・内科医院

玉名市岱明町大野下1512の1

(0968)57－0013

46 本田医院

玉名市岱明町大野下795の2の1

(0968)57－0012

47 福本内科医院

玉名市岱明町鍋834

(0968)57－2811

48 本里内科医院

玉名市大倉1574の4

(0968)72－2352

49 菅海明堂医院

玉名市大浜町735

(0968)76－0159

50 玉名病院

玉名市築地1452の3

(0968)72－5155

51 木下皮ふ科クリニック

玉名市築地195の3

(0968)76－8788

52 大林循環器科内科医院

玉名市築地25の2

(0968)72－3866

53 玉名第一クリニック

玉名市築地79の1

(0968)72－4165

54 永田皮膚科医院

玉名市中1027の6

(0968)74－1566

55 坂木整形外科医院

玉名市中1115

(0968)73－5205

56 下川産婦人科医院

玉名市中1806の1

(0968)73－3527

57 由富医院

玉名市中1841の2

(0968)74－1600

58 公立玉名中央病院附属健診センター

玉名市中1947

(0968)73－6135
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■有明保健所管内
59 公立玉名中央病院

玉名市中1950

(0968)73－5000

60 隈部医院

玉名市中33

(0968)72－2456

61 宮﨑クリニック

玉名市天水町小天6928の2

(0968)82－2408

62 大塚医院

玉名市天水町小天6986の1

(0968)82－2005

63 中野医院

玉名市天水町部田見812の2

(0968)82－3970

64 河野クリニック

玉名市繁根木131の1の2階

(0968)72－2345

65 吉田医院

玉名市繁根木228

(0968)73－5100

66 泌尿器科内科むらかみクリニック

玉名市繁根木40の2

(0968)57－8615

67 前田小児科医院

玉名市立願寺138

(0968)74－1333

68 有明整形外科医院

玉名市立願寺189の1

(0968)73－7191

69 おおかど胃腸科クリニック

玉名市六田38の6

(0968)72－5611

70 牛島内科医院

荒尾市一部904の1

(0968)64－2361

71 本里内科

荒尾市宮内724の1

(0968)64－0556

72 多田隈整形外科医院

荒尾市宮内出目691

(0968)62－0813

73 荒尾市民病院

荒尾市荒尾2600

(0968)63－1115

74 荒尾クリニック

荒尾市荒尾600の3

(0968)63－1166

75 さとう総合内科クリニック

荒尾市荒尾813の1

(0968)62－1273

76 伊藤医院

荒尾市四ツ山町3丁目5の2

(0968)62－0405

77 西原クリニック

荒尾市西原町1丁目4の24

(0968)62－0622

78 荒尾脳神経外科医院

荒尾市川登1921

(0968)65－6030

79 西良文医院

荒尾市川登2050の8

(0968)66－2321

80 荒尾中央病院

荒尾市増永1544の1

(0968)64－1333

81 新生翠病院

荒尾市増永2620

(0968)62－0525

82 ひらやま医院

荒尾市増永2737の3

(0968)62－0665

83 西整形外科医院

荒尾市蔵満1859の1

(0968)68－2511

84 藤枝医院

荒尾市蔵満1884の1

(0968)68－3232

85 荒尾駅前クリニック

荒尾市大正町1丁目2の3

86 田宮医院

荒尾市大島町3丁目4の44

(0968)62－0017

87 山田クリニック

荒尾市東屋形2丁目14の9

(0968)62－7722

88 田中良医院

荒尾市平山2268の5

(0968)66－0666

89 あだち内科胃腸科クリニック

荒尾市本井手1558の95

(0968)65－8500

90 有働病院

荒尾市万田475の1

(0968)62－1138

91 野ばら診療所

荒尾市野原1585の9

(0968)68－6337

高森ビル4階

(0968)64－1895

