
改定日　2018年 12月 1日 (土)

【2019年版】
熊本透析施設

災害対策　名簿録

熊本県透析施設協議会　災害対策分科会　会長　嶋田　英敬

熊本県透析施設協議会　　　　　　　       　 　会長　有薗　健二



 熊本県下の透析施設の皆様には、日頃より、熊本県透析施
設 協議会および災害対策分科会への御理解・御協力を頂き
感謝申し上げます。

さて、本年も熊本県透析施設協議会「災害対策・名簿録」の更
新を行ないました。

今回より、登録メールアドレス数の上限は、任意にて４アドレス
まで登録できるようになりました。今一度、ご確認頂きまして、
間違いや変更などございましたら、施設協議会まで　ご一報頂
きます様、よろしくお願い申し上げます。

引き続きの災害対策へのご協力をよろしくお願い致します。

2018年 12月 吉日

熊本県透析施設協議会災害対策分科会　会長　　嶋田 英敬
社団法人熊本県臨床工学技士会　災害対策担当　西村 典史

災害体躯　代表施設 住所 電話番号 FAX番号 E-Mail

嶋田病院 熊本市中央区練兵町24 096-324-3515 096-324-5190 rijicho@jyosuikai.com

仁誠会クリニックながみね 熊本市東区戸島西2-3-10 096-331-2211 096-360-4841 t.tajiri@jinseikai.or.jp

嘉島クリニック 上益城郡嘉島町鯰2639 096-237-1732 096-235-2026 nishimura.tenshi@jyosuikai.com

代表

嶋田　英敬

田尻　哲也

西村　典史



阿蘇ブロック （ 4施設 ）

施設名 住所

◎ 阿蘇温泉病院 阿蘇市内牧1153-1

○ 阿蘇医療センター 阿蘇市黒川1266

阿蘇立野病院 阿蘇郡南阿蘇村立野185-1

坂梨ハートクリニック 阿蘇市小里249-2

益城ブロック ( ５施設 )

施設名 住所

◎ 益城中央病院 上益城郡益城町宮園722-1

○ さくら病院 上益城郡益城町広崎1445-15

瀬戸病院 上益城郡山都町北中島2806

そよう病院 上益城郡山都町滝上476-2

矢部広域病院 上益城郡山都町下馬尾204

菊鹿ブロック ( ９施設 )

施設名 住所

◎ 仁誠会クリニック光の森 菊池郡菊陽町光の森3-1-1

○ 山鹿中央病院 山鹿市山鹿1000

中野クリニック　 菊池市大琳寺275-1

菊池郡市医師会立病院 菊池市大琳寺75番地3

菊池恵楓園 合志市栄3796

宮本内科医院 菊池郡大津町大字室539-10

武内医院 山鹿市鹿本町来民693

仁誠会クリニック大津 菊池郡菊陽町原水2973

まえはら泌尿器科クリニック山鹿市中975-3

0968-24-5762

0968-25-5862

0968-43-3111

096-285-3488

FAX番号

0968-43-8886

096-232-9888

0968-46-5417

096-293-1703

096-248-4570

谷口　慎一郎

本田　終司

木野　政和

藤井　千壽子

災害対策
副責任者

池上　秀則

蒼　達哉

前田　友和

河田　健一

藤本　健史

0968-25-2191

0968-25-5861

0968-43-6611

096-285-3466

電話番号

0968-43-8888

096-232-9595

0968-46-2620

096-293-1700

096-248-1131

災害対策
責任者

宮前　公一

池崎　信彦

吉村　伸明

田宮　芳孝

塚本　敦子

緒方　智博

中野　猛彦

田島　暁

江田　幸政

災害対策
責任者

坂本　香寿

水本　誠一

瀬戸　浩司

川富　正治

宮本　哲明 096-286-3151

電話番号

立山　君弘

木實　勝博

川上　千乃

丸山　裕

上田　逸子

災害対策
副責任者

藤本　博

馬場　栄世

災害対策
副責任者

坂梨　俊彦

上村　晋一

湯本　信也

下村　貴文

災害対策
責任者

0967-34-2273

0967-32-4462

FAX番号

0967-24-6262

0967-68-0111

0967-34-0311

0967-32-0881

電話番号

0967-24-6266

0967-68-0717

高橋　裕尚

0967-72-0602

0967-83-1191

0967-75-0434

096-286-8362

096-286-0890

FAX番号

0967-72-1121

0967-83-1112

0967-75-0111

096-286-8111

　代表施設  ◎
副代表施設 ○

　代表施設  ◎
副代表施設 ○

　代表施設  ◎
副代表施設 ○



荒玉ブロック ( ７施設 )

施設名 住所

◎ 玉名第一クリニック 玉名市築地79-1

○ 玉名中央病院 玉名市中1950

玉名泌尿器科クリニック 玉名市岩崎468-1

荒尾市民病院 荒尾市荒尾2600

荒尾クリニック 荒尾市荒尾600-3

荒尾中央病院 荒尾市増永1544-1

緑ケ丘クリニック 荒尾市緑ヶ丘2-4-3

熊本Aブロック ( ８施設 )

施設名 住所

◎ 熊本赤十字病院 熊本市東区長嶺南2-1-1

○ 内科熊本クリニック 熊本市東区沼山津4-1-1

仁誠会クリニックながみね 熊本市東区戸島西2-3-10

あやの第一クリニック 熊本市東区長嶺南1-2-10

健軍クリニック 熊本市東区新生2-2-2

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

武藤泌尿器科クリニック 熊本市東区東野2-2-1

熊本Bブロック  ( 7施設 )

施設名 住所

◎ 熊本医療センター　 熊本市中央区二の丸1-5

○ 植木いまふじクリニック 熊本市北区植木町一木597

朝日野総合病院 熊本市北区室園町12番10号

ひらやまクリニック 熊本市北区武蔵ケ丘5-23-7

平山泌尿器科医院 熊本市北区八景水谷1-24-32

江南病院 熊本市中央区渡鹿5-1-37

仁誠会クリニック黒髪 熊本市中央区黒髪6-29-37

096-272-5098

096-325-2519

FAX番号

096-345-6533

096-366-7172
内線1515

096-345-8588

096-337-8838

096-344-3000

096-272-5100

096-353-6501

電話番号

096-346-3388

096-375-8273

096-345-4790

096-337-8839

096-343-7570

園田　真吾

竹本　勇介

災害対策
副責任者

田尻　さえ子

本山　剛

石松　隆志

甲斐　信幸

伊東　磁郎

瀬下　博志

富田　正郎

災害対策
責任者

古賀　靖也

荒木　智美

園田　昭彦

上村　七美

浦田　浩史

096-360-4841

096-367-4686

096-384-8874

FAX番号

096-365-0511

096-380-1111

096-382-0500

096-367-6666

096-387-3800

096-331-2211

096-367-4681

096-384-2111

電話番号

096-365-0332

096-380-0539

096-382-0592

096-367-6668

096-387-3800

若松　志保

中下　尚登

宮田　昭

災害対策
責任者

大津　綾

中村　健二

今村　義人

山本　宗彦

安達　孝児

米村　和憲

災害対策
副責任者

武藤　真二

中神　正巳

植田　美紀

本田　理

綾野　義博

川﨑　憲春

武澤　昌幸

災害対策
副責任者

木下　雄嗣

寺中　俊二

宮﨑　有希

田上　宏俊

古川　真一

0968-72-4166

FAX番号

0968-64-8007

0968-64-1333

0968-63-1166

0968-63-1115

0968-74-3272

0968-73-5000

0968-72-4165

電話番号

阪口　岳

宮川　和久

毛利　友彦

藤江　康行

藤澤　章二

閌　健博

成瀬　正浩　

災害対策
責任者

0968-64-8009

0968-64-1336

0968-63-7735

　代表施設  ◎
副代表施設 ○

　代表施設  ◎
副代表施設 ○

　代表施設  ◎
副代表施設 ○

0968-63-1189

0968-74-3204

0968-73-2867



熊本Cブロック ( 8施設 )

施設名 住所

◎ 上村内科クリニック 熊本市中央区上京塚町4-1

○ 熊本市民病院 熊本市東区湖東1-1-60

良町ふくしまクリニック 熊本市南区良町4-1-80

熊本中央病院 熊本市南区田井島1-5-1

中央仁クリニック 熊本市東区下江津3丁目7番15号

くわみず病院 熊本市中央区神水1-14-41

中村内科医院 熊本市東区健軍4丁目3-16

九州記念病院　 熊本市中央区水前寺公園3-38

熊本Dブロック(6施設)

施設名 住所

◎ 済生会熊本病院 熊本市南区近見5-3-1

○ あけぼのクリニック 熊本市南区白藤5-1-1

あけぼの第２クリニック 熊本市中央区本山3-1-2

桜十字病院 熊本市南区御幸木部1-1-1

熊本泌尿器科病院 熊本市中央区新町4-7-22

嘉島クリニック 上益城郡嘉島町鯰2639

熊本Eブロック ( 6施設 )

施設名 住所

◎ 嶋田病院 熊本市中央区練兵町24

○ 熊本大学医学部附属病院 熊本市中央区本荘1-1-1

仁誠会クリニック新屋敷 熊本市中央区新屋敷1-14-2

陣内病院 熊本市中央区九品寺6-2-3

くまもと森都総合病院 熊本市中央区大江3-2-65

桑原クリニック 熊本市中央区南熊本2-11-27

096-324-3515

電話番号

096-362-6788

096-364-9793

096-364-2654

096-211-5057

096-373-7040

096-324-5190

FAX番号

096-362-3511

096-364-6000

096-363-0011

096-211-5151

096-373-7041

甲斐　正信

災害対策
副責任者

桑原　邦治

水足　謙介

陣内　秀昭

田尻　哲也

西　一彦

嶋田　英敬

災害対策
責任者

汐月　昭

望月　貞二

河上　大

山口　努

大塚　勝二

096-351-8785

FAX番号

096-237-1732

096-354-6781

096-378-1111

096-353-2510

096-358-7211

096-351-8093

電話番号

096-235-2026

096-355-0231

096-378-1119

096-359-8327

096-358-7226

吉田　豊

災害対策
副責任者

鶴田　一眞

野尻　明弘

藤本　歌織

加藤　英司

松下　和孝

副島　一晃

災害対策
責任者

西村　典史

木本　淳也

古垣　吉崇

牧野　稔

徳冨　高志

福島　純

宮中　敬

上村　克哉

災害対策
責任者

096-381-9235

096-367-0971

096-384-5506

096-334-6656

096-370-4004

096-370-0354

096-365-2106

096-382-3860

FAX番号

矢野　眞治郎

中村　享道

赤木　正彦

松岡　潔

野村　和史

096-370-0211

096-365-1711

096-382-3888

電話番号

前田　和彦

田中　信明

八森　祐輔

山崎　たか子

橋口　誠一

大町　和義

一二　大心

平田　孝志

災害対策
副責任者

096-383-2121

096-367-0701

096-381-2248

096-334-6655

096-370-3111

　代表施設  ◎
副代表施設 ○

　代表施設  ◎
副代表施設 ○

　代表施設  ◎
副代表施設 ○



宇城ブロック （ 6施設 ）

施設名 住所

◎ 宇土中央クリニック 宇土市浦田町136-1

○ 宇城総合病院 宇城市松橋町久具691

うきクリニック　 宇城市松橋町きらら1-7-8

おおもり病院 宇城市小川町北新田5

間部病院 下益城郡美里町永富328

みどりかわクリニック 宇土市野鶴町340-1

八代・水俣ブロック ( 12施設 )

施設名 住所

◎ 熊本総合病院 八代市通町10-10

○ 水俣市立総合医療センター 水俣市天神町1-2-1

てらさきクリニック 水俣市浜町1-2-30

大手町クリニック 八代市大手町1-7-18

鏡クリニック 八代市鏡町下有佐449

七浦てらさきクリニック 葦北郡芦北町芦北2090

日置町クリニック 八代市日置町150

松岡内科クリニック 八代市通町7-14

松本医院 八代市鏡町両出1503-1

右田クリニック 八代市若草町2-10

水俣協立病院 水俣市桜井町2-2-12

保元内科クリニック 八代市永碇町1323-1

0966-63-2101

0965-32-7111

電話番号

0965-32-1003

0966-62-2044

0965-35-8317

0965-52-6114

0965-33-2767

0965-31-1116

0966-82-5775

0965-52-5889

0965-32-2606

0966-63-9455

0966-63-1393

0965-32-2772

FAX番号

0965-31-5757
090-5290-6083

0966-82-5666

0965-52-5555

0965-32-2606

0966-63-1200

0965-34-3141

0966-63-1704

0965-35-8211

0965-52-0330

0965-33-2766

政岡　秀典

白濱　一也

災害対策
副責任者

保元　徳宏

川上　義信

右田　敦

松本　展武

松岡　昇

井上　武明

佐生　幸一

安藤 郁

池崎　定好

寺崎　博

岩下　仁

實吉　拓

災害対策
責任者

坂本　力也

蓑田　真哉

森田　誠二

池田　政三郎

京塚　侑己

大山　真一

松田　泰光

渡邊　真一

渡辺　英明

田中　弘

0964-22-1605

FAX番号

0964-22-1171

0964-47-0032

0964-43-1155

0964-32-6322

0964-32-3111

0964-22-1600

電話番号

0964-22-1414

0964-47-2556

0964-43-3930

0964-32-6323

0964-32-3112

田中　晋吾

災害対策
副責任者

小田　哲也

間部　訓章

出口　泰文

竹原　朗

盛　三千孝

久木山　厚子

災害対策
責任者

澤辺　功

松田　勝生

小崎  祐

世良　直哉

前田　眞吾

　代表施設  ◎
副代表施設 ○

　代表施設  ◎
副代表施設 ○



球磨ブロック （ 6施設 ）

施設名 住所

◎ 堤病院 人吉市下林町232

○ 多良木病院 球磨郡多良木町多良木4210

たかみや医院 人吉市西間上町2563-7

外山内科 人吉市二日町22

人吉医療センター 人吉市老神町35

人吉中央温泉病院 人吉市上青井町170-1

天草ブロック （ 8施設 ）

施設名 住所

◎ 天草第一病院 天草市今釜新町3413-6

○ 永芳医院 天草市栄町12番31号

上天草総合病院 上天草市龍ヶ岳町高戸1419-19

天草慈恵病院 天草郡苓北町上津深江278-10

天草地域医療センター 天草市亀場町食場854-1

牛深市民病院 天草市牛深町3050

大塚泌尿器科クリニック 天草市東浜町14-15

大矢野クリニック 上天草市大矢野町上字田原2353-2

0969-62-1546

0969-23-4702

0969-24-0870

FAX番号

0964-59-2223

0969-22-2325

0969-73-4171

0969-24-4111

0969-37-1111

0969-62-1122

0969-23-1166

0969-24-3777

電話番号

0964-59-2225

0969-22-2383

0969-73-4174

0969-23-4086

0969-37-1536

山内　政一

西川　秀樹

山下　新一

災害対策
副責任者

津留　健

大塚　芳明

松岡　由紀夫

脊川　卓也

永野　忠相

樋口　定信

永芳　実

中島　淳子

災害対策
責任者

吉田　秀勝

大塚　知博

堀畑　等志也

早井　幸代

尾崎　嘉和

0966-22-0200

電話番号

0966-22-3201

0966-24-2116

0966-24-7121

0966-24-2219

0966-42-6788

0966-22-0231

FAX番号

0966-24-2854

0966-22-2191

0966-22-2003

0966-24-5611

0966-42-2560

岩下　裕一

災害対策
責任者

一川　友和

上村　慎作

中島　敬二郎

今村　公亮

坂本　元子

松岡　寛幸

災害対策
副責任者

崎山　直樹

下川　恭弘

外山　博之　

大島　茂樹

高宮　登美

　代表施設  ◎
副代表施設 ○

　代表施設  ◎
副代表施設 ○


