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1 熊本市民病院（神経内科） 橋本 洋一郎 096-365-1711 096-365-1712 伊藤 康幸 yasito1973@gmail.com

熊本市民病院（脳神経外科） 高田 明 096-365-1711 096-365-1712 高田 明 akrtakada@yahoo.co.jp

2 熊本赤十字病院（神経内科） 寺崎 修司 096-232-3111 096-384-8862 寺崎 修司 tterasaki@kumamoto-med.jrc.or.jp

熊本赤十字病院（脳神経外科） 長谷川 秀 096-232-3111 096-384-8862 長谷川 秀 shasegawa@kumamoto-med.jrc.or.jp

3 熊本大学附属病院（神経内科） 平野 照之 096-373-5893 096-373-5895 平野 照之 teruyuki-hirano@fc.kuh.kumamoto-u.ac.jp

熊本大学附属病院（脳神経外科） 森岡 基浩 096-373-5219 096-371-8064 森岡 基浩 mmorioka@kumamoto-u.ac.jp

4 済生会熊本病院 （神経内科） 米原 敏郎 096-351-8000 096-351-8697 米原 敏郎 toshiro-yonehara@saiseikaikumamoto.jp

済生会熊本病院 （神経内科） 稲富 雄一郎 096-351-8000 096-351-8697 稲富 雄一郎 y.inatomix@silk.ocn.ne.jp

済生会熊本病院 （脳神経外科） 西 徹 096-381-8000 096-351-8697 西 徹 t-nishi@skh.saiseikai.or.jp

済生会熊本病院 （脳神経外科） 古賀 一成 096-381-8000 096-351-8697 古賀 一成 kazunari-koga@saiseikaikumamoto.jp

5 国立病院機構熊本医療センター（脳神経外科） 大塚 忠弘 096-353-6501 096-325-2519 大塚 忠弘 otk@kumamoto2.hosp.go.jp

国立病院機構熊本医療センター（神経内科） 田北 智裕 096-353-6501 096-325-2519 田北 智裕 t-t-neuro@gmail.com

6 熊本地域医療センター（脳神経外科） 栗野 雅仁 096-363-3311 096-362-0222 ○ 本田 龍一 renkei@krmc.or.jp

7 保利病院 保利 哲也 0968-43-1212 0968-44-5176 ○ ○ 是松 幸二郎 korematsu-nsu@umin.ac.jp

8 熊本脳神経外科病院 原田 幹雄 096-372-3911 096-362-5135 ○ 井上 信博 kenshin-info@iris.con.ne.jp

9 山鹿中央病院 原 暁生 0968-43-6611 0968-43-3111 ○ 渡辺 真由美 syunsui3@eagle.ocn.ne.jp

10 健康保険人吉総合病院 山本 恵三 0966-22-2191 0966-24-2116 ○ 田頭 隼人 renkei@hitoyoshi-hp.com

11 西日本病院 有馬 寿之 096-380-1111 096-380-0539 ○ ○ 渡辺 千賀子 reha@nishinihon.or.jp

12 聖ヶ塔病院 池邉 典子 096-276-1151 096-276-1150 ○ ○ 江崎 あすか sei_rehab01@hotmail.com

13 朝日野総合病院 清水 治樹 096-344-3000 096-343-7570 ○ ○ 渡邉 豊 watanabe@asahino.or.jp

14 武蔵ヶ丘病院 岡本 定昭 096-339-1161 096-339-4717 ○ ○ 秋浦 文香 msw@tanakakai.com

15 桜十字病院 池田 信二 096-378-1111 096-378-1119 ○ ○ 藤山 仁美 medi-net@sakurajyuji.or.jp

16 東病院 木村 貴弘 096-378-2222 096-378-2275 ○ ○ 上村 幸司 reha@touyoukai.jp

17 阿蘇立野病院 上村 晋一 0967-68-0111 0967-68-0646 ○ ○ 日隈 耕平 hino@asotateno.or.jp

18 八代敬仁病院 佐々木 康人 0965-34-7911 0965-33-7484 ○ ○ 本田徹 keijin7911@yahoo.co.jp

19 メディカルケアセンター ファイン 北野 郁夫 096-383-5555 096-383-5540 ○ 佐藤 友枝 fine-ns@ourakai.com

20 山鹿温泉リハビリテーション病院 田代 桂一 0968-43-4151 0968-43-4153 ○ ○ 永田 恵里香 sw.sasaki@yamaga-reha.jp

21 熊本機能病院 渡辺 進 096-345-8111 096-345-8188 ○ 徳永 誠 tokunaga@juryo.or.jp

22 熊本リハビリテーション病院 山鹿 眞紀夫 096-232-3111 096-232-3119 ○ 田中 智香 chika3@krh.marutakai.or.jp

23 熊本回生会病院 鬼木 泰博 096-237-1133 096-237-2252 ○ 川嵜 真 m-kawasaki@reha-kaiseikai.or.jp

24 江南病院 内賀嶋 英明 096-375-1112 096-362-9826 ○ 筒井 宏益 hirotsutsu711@yahoo.co.jp

25 青磁野リハビリテーション病院 金澤 親良 096-354-1731 096-354-1736 ○ ○ 安野 嘉郎 reha@seijino.or.jp

26 熊本セントラル病院 白石 昭司 096-293-0555 096-293-2562 ○ 白木 フキ子 f-shiraki@kchosp.or.jp

27 宇賀岳病院 江上 寛 0964-32-3111 0964-32-3112 ○ 城戸 禎子 renkei@reimeikai.jp

28 済生会みすみ病院 光野 利英 0964-53-1611 0964-53-1618 ○ 大屋 純子 junko-oya@saiseikaikumamoto.jp

○

○
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29 御幸病院 川野 眞一 096-378-1166 096-378-1762 ○ 黒土 達也 hp-reha@miyuminosato.or.jp

30 東熊本病院 永田 壮一 096-286-2525 096-286-2543 ○ 永田 壮一 s_nagata@higashikumamoto.or.jp

31 熊本託麻台病院 平田 好文 096-381-5111 096-381-5115 ○ 平田 好文 hiratay@horio-kai.or.jp

32 にしくまもと病院 箕田 修治 096-358-1118 096-358-1099 ○ 野方 啓次 msw.nogata@nishikuma.com

33 くまもと温石病院 山口 浩 0964-46-3000 0964-46-2464 ○ 片平 俊彦 t-katahira@onjaku.jp

34 水前寺とうや病院 長谷川 智子 096-384-2288 096-385-5171 ○ 長谷川 智子 hasegawa@tohya.or.jp

35 菊池中央病院 曽山 直宏 0968-25-3141 0968-25-0879 ○ 井上 美恵子 soudan@nobuokakai.ecnet.jp

36 寺尾病院 髙松 徹 096-272-0601 096-273-2759 ○ 藤木 美由紀 terao759@peach.ocn.ne.jp

37 くわみず病院 大石 史弘 096-381-2248 096-384-5506 ○ 吉田 京子 k_yoshida@kuwamizu.jp

38 菊南病院 室原 良治 096-344-1711 096-344-1726 ○ 前田 芳郎 renkei@kikunan-hospital.com

39 悠紀会病院 紫藤 忠博 0968-74-1131 0968-74-3821 ○ 久保 茂樹 renkei@yukikai.or.jp

40 菊池郡市医師会立病院 矢野 智彦 0968-25-2191 0968-24-5762 ○ 松下 貢 kikui-mm@cube.ocn.ne.jp

41 球磨病院 曺 光男 0966-22-3121 0966-22-3203 ○ 野田 泰功 soshundou@sea.plala.or.jp

42 竜山内科リハビリテーション病院 山中 信和 096-344-3311 096-344-3312 ○ 本田 隆 ryuzanriha@yahoo.co.jp

43 西村病院 西村 栄彦 096-237-1551 096-237-1597 ○ 吉竹 精二 seizi@mist.ocn.ne.jp

44 九州記念病院 岡山 洋二 096-383-2121 096-381-9235 ○ ○ 佐藤 恭一 satokyoa@yahoo.co.jp

45 さくら病院 徳永 勝正 096-286-8111 096-286-8362 ○ 工藤 典江 info@sakura-hospital.jp

46 東熊本第二病院 馬場 太果志 096-232-3939 096-232-3938 ○ 馬場 太果志 baba-t@higashikumamoto.or.jp

47 本庄内科病院 本庄 弘次 096-368-2811 096-369-1549 ○ 渡辺 千代美 renkei@honjyo-hp.jp

48 熊本第一病院 野上 哲史 096-370-7333 096-370-7334 ○ 那須 千夏 vansay-jimu@sc.kcn-tv.ne.jp

49 表参道吉田病院 吉田 仁爾 096-343-6161 096-343-7626 ○ 村上 裕美子 i-renkei@kiseikai.or.jp

50 博愛病院 上野 博久 096-338-7117 096-338-7116 ○ 今村 綾子 kumahaku@fancy.ocn.ne.jp

51 悠愛病院 松岡 良一 096-378-3355 096-378-3572 ○ 松岡 良一 yuuai096@gaea.ocn.ne.jp

52 帯山中央病院 田代 祐基 096-382-6111 096-382-6139 ○ 柏木 佳奈 obiyama@lime.ocn.ne.jp

53 くまもと成仁病院 上原 昌哉 096-380-7011 096-380-9223 ○ 村上 充 renkeisitu@seijinkai-net.jp

54 阿蘇温泉病院 門脇 義博 0967-32-0881 0967-32-4462 ○ 古閑 千香子 social@asospahp.jp

55 鶴田病院 鶴田 克家 096-382-0500 096-382-0592 ○ ○ 古澤 龍一 renkei-hp@kakuyuukai.or.jp

56 あきた病院 水谷 純一 096-227-1611 096-227-2971 ○ 西山 明美 merumo212002@yahoo.co.jp

57 西合志病院 松崎 博充 096-242-2745 096-242-3861 ○ 斎藤 譲一 bannish1@lime.ocn.ne.jp

58 城南病院 大津 英明 0964-28-2555 0964-28-4849 ○ ○ 大島 徹 counselor@jonan-hospital.or.jp

59 菊陽台病院 田中 孝明 096-232-1191 096-232-4389 ○ 吉井 幸一 kikuyoudai@rouge.plala.or.jp

60 杉村病院 （介護老人保健施設 のぞみ） 堀内 賢二 096-372-3322 096-371-3505 ○ ○ 高橋 八州男 ytakahashi@sugimurakai.jp

61 谷田病院 谷田 理一郎 096-234-1248 096-234-1249 ○ 小島 仁美 info@yatsuda-kai.jp

62 八景水谷クリニック 光岡 明夫 096-344-8811 096-344-4203 ○ ○ 田上 隆之 hakemiya_kyotaku@amail.plala.or.jp

63 ひとよし内科 田中 英一郎 0966-24-1211 0966-22-3508 ○ ○ 松本 博子 honbu@kenseikai.jp
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64 小野主生医院 小野 崇 0967-32-0039 0967-32-3267 ○ ○ 小野 崇 t-asosan@cb3.so-net.ne.jp

65 金森医院（有床診療所・一般病床） 金森 正周 0964-22-0017 0964-22-2373 ○ 川田 ひさ子 kawata@kanamori.or.jp

66 田島医院(無床) 田島 和周 096-352-2433 096-351-7704 ○ 田島 和周 tashima_iin@work.odn.ne.jp

67 清水まんごくクリニック 木村 忠司 096-341-1325 096-341-1136 ○ 木村 忠司 smc_kim@buz.bbiq.jp

68 八代鏡歯科医院 渡辺 幸俊 0965-52-5110 0965-52-5123 ○ 久枝 尚代 kagami-sika@guitar.ocn.ne.jp

69 クレア歯科医院 吉田 毅 096-388-1908 096-388-1909 ○ 金房 正剛 crea-dc@wit.ocn.ne.jp

70 熊本ホームケアクリニック 井田 栄一 096-387-2918 096-387-2917 ○ 井田 栄一 ida@kumamoto-hc.com

71 スマイルライン歯科クリニック 野口 和宏 096-233-1182 096-233-0648 ○ 野口 和宏 smile-dc@wit.ocn.ne.jp

72 城歯科医院 金子 義高 0968-25-2678 0968-25-2684 ○ 金子 義高 castledc@wit.ocn.ne.jp

73 豊田消化器外科 豊田 徳明 096-371-4835 096-371-6062 ○ 豊田 徳明 toyosan@cocoa.plala.or.jp

74 北部脳神経外科・神経内科 伊東山 洋一 096-275-2468 096-275-2466 ○ 野間 俊司 hokubu.nouge@themis.ocn.ne.jp

75 水前寺脳神経外科医院 倉富 明彦 096-384-0186 096-384-0198 ○ 倉富 明彦 akihikok@palette.plala.or.jp

76 桜木頭痛クリニック 後藤 俊臣 096-277-7070 096-277-7080 ○ 安達 ひかり shunwakai@tuba.ocn.ne.jp

77 そのだ脳神経外科医院 園田 寛 096-379-3888 096-379-6001 ○ 園田 寛 sonohiro@mtj.biglobe.ne.jp

78 高本脳神経外科・小児科医院 高本 憲治 096-289-0088 096-289-0007 ○ 高本 憲治 akahige888@tune.ocn.ne.jp

79 古川医院 古川 實 096-232-1566 096-232-5676 ○ 古川 實 mako3625@comet.ocn.ne.jp

80 ふじおか内科 藤岡 宏嘉 096-232-7550 096-232-7563 ○ 中野尾 優美 fujiokaclinic1993@ivy.ocn.ne.jp

81 矢野医院 矢野 克比古 096-232-5266 096-232-5215 ○ 矢野 克比古 なし

82 岩井クリニック 岩井 顕 0966-49-2181 0966-49-2182 ○ 岩井 顕 cliwai@sage.ocn.ne.jp

83 本多内科胃腸科医院 本多 慶臣 096-232-2021 096-232-4829 ○ 本多 慶臣 yh07078@hotmail.com

84 さとう医院 佐藤 公望 096-293-2550 096-293-4302 ○ 佐藤 公望 kykky377@galaxy.ocn.ne.jp

85 つくれクリニック 林 義智 096-285-3335 096-285-3278 ○ 林 倫伊，村上 tsukure_clinic@way.ocn.ne,jp

86 河野内科クリニック 河野 正一郎 096-232-1717 096-233-1711 ○ 河野 芳美 kawano.naika.clinic@mocha.ocn.ne.jp

87 光の森脳神経外科内科 髙木 修一 096-232-7711 096-232-7736 ○ 髙木 修一 hikarinomorinosinkeigeka@gmail.com

88 ふくだ医院 福田 洋典 096-293-2771 096-293-0333 ○ 住吉 千恵 なし

89 ひまわり在宅クリニック 後藤 慶次 096-285-3251 096-285-3252 ○ 後藤 慶次 goto@himawari-clinic.info

90 - - - - - - -

91 寺崎内科胃腸科クリニック 寺崎 久泰 0967-62-0378 0967-62-2090 ○ 桐原 博子 terazaki.0911@gmail.com

92 古閑医院 古閑 宏 0967-22-3000 0967-22-3043 ○ 古閑 宏 hiroshi-kogen@titan.ocn.ne.jp

93 藤本医院 藤本 康子 0967-67-0020 0967-67-2549 ○ 長野 紀代子 f-yasuko@beige.plala.or.jp

94 馬原内科医院 馬原 敬二 0967-62-0646 0967-62-1364 ○ 後藤 まち子 tenjinmaharakeiji@hotmail.co.jp

95 坂梨ハートクリニック 坂梨 俊彦 0967-24-6262 0967-24-6266 ○ 黒木 みほこ heart_kidney@hotmail.com

96 一の宮整形外科 古閑 今朝輝 0967-22-3911 0967-22-4786 ○ 古閑 由美子 ortho.clinic-3911@water.ocn.ne.jp

97 野沢内科医院 野沢 昭夫 096-293-8000 096-293-2791 ○ 野沢 佐紀子 なし

98 後藤医院 後藤 健三 0967-67-0019 0967-67-0072 ○ 後藤 健三 qq9623c9k@aioros.ocn.ne.jp

99 介護老人保健施設 清雅苑 山永 裕明 096-345-8112 096-345-8188 ○ 草野 暁子 seigasnjimu@juryo.or.jp

100 介護老人保健施設 おとなの学校 大橋 博美 096-385-6262 096-383-7272 ○ 川上 照美 soudan@ourakai.com
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101 介護老人保健施設 ｼﾙﾊﾞｰﾋﾟｱ水前寺 長谷川 智子 096-384-2288 096-385-9782 ○ 長谷川 智子 hasegawa@tohya.or.jp

102 介護老人保健施設 ぎんなんの里 上野 博久 096-337-2700 096-337-2743 ○ 髙宗 由美子 rouken.ginsato@kind.ocn.ne.jp

103 介護老人保健施設 コスモピア熊本 堀尾 愼彌 096-384-8088 096-381-3550 ○ 高山 将史 kouyama@horio-kai.or.jp

104 介護老人保健施設 第二コスモピア熊本 古閑 文治 096-360-3111 096-360-3113 ○ 佐々木菜穂子 matsuda@horio-kai.or.jp

105 介護老人保健施設 サンライズヒル 森岡 由紀 096-232-5656 096-232-5655 ○ 西村 誠人 nsmr@dns.marutakai.or.jp

106 介護老人保健施設 愛・ライフ内牧 菊池 一郎 0967-32-5511 0967-32-5321 ○ 菊池 一郎 gah03306@nifty.ne.jp

107 介護老人保健施設 田迎ケアセンター 東 和子 096-378-2223 096-378-6893 ○ 太田 秀聡 reha@touyoukai.jp

108 介護老人保健施設 平成唯仁館 今村 壯太 096-286-0666 096-289-0014 ○ 南利 雄一 nanri.y@seijinkai-net.jp

109 介護老人保健施設 おおつかの郷 田中 素美 096-294-1500 096-294-0478 ○ 岡本 眞理 oo-sato8640@io.ocn.ne.jp

110 介護老人保健施設 青翔苑 坂本 和義 096-359-5377 096-359-5388 ○ 山木 整 seishouen@seijino.or.jp

111 介護老人保健施設 あさひコート 三隅 克毅 0964-23-5211 0964-23-5488 ○ 村山 賢一 mken@kanamori.or.jp

112 介護老人保健施設 てんすい倶楽部 藤川 隆夫 0968-71-5600 0968-71-5601 ○ 吉岡 誠也 tensui@atlas.plala.or.jp

113 介護老人保健施設 メディエイト鶴翔苑 鶴田 克明 096-387-8181 096-387-7001 ○ 甲斐 靖彦 kakusyoen@kakuyuukai.or.jp

114 介護老人保健施設 かなこぎ苑 伊東山 洋一 096-275-2788 096-275-2588 ○ 永田 英二 k-reha@ikueikai-kumamoto.or.jp

115 介護老人保健施設 リバーサイド御薬園 山田 貴子 0966-24-1211 0966-22-3508 ○ 小林 明美 soudan@kenseikai.jp


