二次健康診断等給付医療機関名簿（令和３年１２月３１日現在）

佐賀労働局

＜佐賀労働基準監督署管内＞ 〒840-0801 佐賀市駅前中央３－３－２０ ℡ ０９５２－３２－７１41
指定番号

名

称

所

在

地

電 話 番 号

4120035 （独）地域医療機能推進機構 佐賀中部病院 佐賀市兵庫南3-8-1

0952-28-5311

4130065 (医)同愛会 サンテ溝上病院

佐賀市大財1-6-60

0952-24-5251

4130073 小野病院

佐賀市巨勢町牛島244-7

0952-24-3371

4130898 (医)仁和会 小池病院

佐賀市嘉瀬町中原1922-2

0952-23-2171

4130995 橋野医院

佐賀市高木瀬東5-17-15

0952-31-0007

4131088 (医)社団恵風会 西村医院

佐賀市兵庫町大字瓦町971

0952-25-0147

4131169 (医)春陽会 上村病院

佐賀市兵庫町渕字一本杉1903-1 0952-33-0099

4131380 (医)至誠会 なゆたの森病院

佐賀市本庄町大字本庄269-1

0952-20-6000

4131606 (医)信愛整形外科医院

佐賀市川原町4-8

0952-22-1001

4131789 佐賀県医療生活協同組合 神野診療所

佐賀市神野東4-10-5

0952-31-1060

4135296 池田内科皮膚科医院

佐賀市嘉瀬町大字扇町2383

0952-23-0239

4135521 (医)福岡病院

佐賀市開成6-14-10

0952-31-4611

4135628 (医)えとう内科・循環器内科

佐賀市神野東4-3-19

0952-33-8177

4135636 (医)正和会 志田病院

佐賀市水ヶ江2-7-23

0952-23-3720

4135903 (一財) 佐賀県産業医学協会

佐賀市鍋島町八戸１９９４－１

0952-22-6729

4130987 （医）ひらまつ病院

小城市小城町1000-1

0952-72-2111

4131029 石井外科医院

小城市小城町249-1

0952-73-3641

4111494 小城市民病院

小城市小城町松尾4100

0952-73-2161

4130561 (医社)諸江内科循環器科医院

多久市北多久町小侍604

0952-75-3880

4135415 やよいがおか鹿毛病院

鳥栖市弥生が丘2-143

0942-87-3150
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指定番号

名

称

所

在

地

佐賀労働局
電 話 番 号

4135571 （医）ロコメディカル 江口病院

小城市三日月町金田1178-1

0952-73-3083

4131240 医療法人社団 如水会 今村病院

鳥栖市轟木町1523-6

0942-82-5550

4135237 (医)芳生会 和田内科循環器科

鳥栖市原古賀町字一本柏1334-8 0942-81-2121

4135873 こが医療館明彦まきこクリニック

鳥栖市大正町764－5

0942-85-8822

4135865 (医）仁徳会 今村病院

鳥栖市本通町１丁目855番地の10

0942-83-3771

4110528 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 0942-94-2048
4131827 三樹病院

三養基郡上峰町坊所276-1

0952-52-7272

4110153 佐賀市立 富士大和温泉病院

佐賀市富士町梅野１７２１－１

0952-63-0111

4136144 （医）葡萄の木 池田内科・消化器科

佐賀市若宮3-1-2

0952-31-1222

4135806 ひらまつ在宅療養支援診療所

小城市小城町723-24

0952-72-8400

4131223 医療法人 田尻外科胃腸科医院

鳥栖市幸津町1761-1

0942-83-6800

4135385 (医)眞正会 古賀医院

鳥栖市原古賀町609-2

0942-83-3457

4131002 (医)正友会 松岡病院

鳥栖市西新町1422

0942-83-4606

4130871 池田胃腸科外科

三養基郡基山町大字小倉545-55 0942-92-2308

4136250 医療法人社団 敬愛会健診センター佐賀

佐賀市高木瀬町長瀬1167-2
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0952-20-5511

二次健康診断等給付医療機関名簿（令和３年１２月３１日現在）

佐賀労働局

＜唐津労働基準監督署管内＞ 〒847-0861唐津市二タ子3-214-6 ℡０９５５－７３－２１７９
指定番号

名

称

所

在

地

電 話 番 号

4132602 河畔病院

唐津市松南町119-2

0955-77-2611

4132688 唐津東松浦医師会医療センター

唐津市千代田町2566-11

0955-75-5172

4132033 (医)清心会 服巻医院

唐津市船宮町2588-3

0955-72-2360

4122011 (社福)恩賜財団済生会唐津病院

唐津市元旗町817

0955-73-3175

4122020 唐津赤十字病院

唐津市和多田２４３０

0955-72-5111

4132629 (医)田渕医院

東松浦郡玄海町諸浦6-1

0955-52-2311

4132360 (医)心和会 藤原外科医院

唐津市朝日町988-1

0955-72-4747

4132637 (医社)芳香会 唐津第一病院

唐津市朝日町1071-4

0955-72-1212

4132467 (医)希清会 岩本内科

唐津市海岸通り7182-306

0955-72-2877

4132297 草場医院

唐津市肥前町田野甲2929-1

0955-54-1155
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二次健康診断等給付医療機関名簿（令和３年１２月３１日現在）
＜武雄労働基準監督署管内＞ 〒843-0023
指定番号

名

佐賀労働局

武雄市武雄町昭和７５８ ℡０９５４－２２－２１６５

称

所

在

地

電 話 番 号

4133722 (医)つちはし医院

武雄市武雄町昭和75

0954-20-1222

4133765 (医）たけお内科医院

武雄市武雄町昭和11-2

0954-23-4988

4133790 中島医院

武雄市武雄町富岡8309

0954-22-5099

4133838 (医)古賀内科医院

武雄市武雄町富岡11534-2

0954-22-3135

4133951 （社） 巨樹の会 新武雄病院

武雄市武雄町富岡12628

0954-23-3111

4133111 順天堂病院

杵島郡大町町大字福母707-2

0952-82-3161

4133137 (医)敬天堂 古賀病院

杵島郡江北町大字上小田1150

0952-86-2070

4133340 (医)静便堂 白石共立病院

杵島郡白石町大字福田1296

0952-84-6060

4133811 うれしの ふくだクリニック

嬉野市嬉野町下宿甲4715-5

0954-42-1211

4113012 （独）国立病院機構 嬉野医療センター

嬉野市嬉野町下宿甲4279-3

0954-43-1120

4133650 (医)犬塚病院

鹿島市大字高津原602-3

0954-63-2538

4133528 (医)芳山堂 薬師寺医院

鹿島市浜町1280-1

0954-63-5281

4133170 (特医)祐愛会 織田病院

鹿島市大字高津原4306

0954-63-3275

4133226 （医）陽明会 樋口病院

嬉野市塩田町馬場下甲１番地

0954-66-2022

4138040 なごみといやしのクリニック

武雄市武雄町大字富岡12624-5 0954-23-7537

4113233 町立太良病院

藤津郡太良町大字多良1520-12 0954-67-0016

4133706 田代医院

藤津郡太良町多良1329-1

0954-67-2120

4133056 医療法人養寿堂 まつお内科眼科

武雄市朝日町甘久１８５７

0954-23-2178
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二次健康診断等給付医療機関名簿（令和３年１２月３１日現在）

佐賀労働局

＜伊万里労働基準監督署管内＞ 〒848-0027 伊万里市立花町大尾1891－64 ℡0955－23－4155
指定番号

名

称

所

在

地

電 話 番 号

4134028 (医)幸善会 前田病院

伊万里市立花町2742-1

0955-23-5101

4134036 (医)精仁会 隅田医院

伊万里市立花町4000

0955-23-3167

4134052 (社医)謙仁会 山元記念病院

伊万里市二里町八谷搦88-4

0955-23-2166

4134206 (医)小島病院

伊万里市黒川町大字塩屋205-1 0955-27-2121

4134150 (医)光仁会 西田病院

伊万里市山代町楠久890-2

0955-28-1111

4134346 (医)小島医院

伊万里市波多津町辻3655

0955-25-0038

4114035 伊万里有田共立病院

西松浦郡有田町二ノ瀬甲860

0955-46-2121
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