
地区分類 医療機関
ＮＴＴ西日本九州病院　　　　　
くまもと青明病院　　　　　　　
すどう・きたの医院　　　　　　
ヤマサキ胃腸科クリニック　　　
伊井産婦人科病院　　　　　　　
井病院　　　　　　　　　　　　
河津外科医院　　　　　　　　　
銀座通りクリニック　　　　　　
熊本整形外科病院　　　　　　　
熊本大学医学部附属病院　　　　
熊本地域医療センター　　　　　
熊本内科病院　　　　　　　　　
熊本郵政健康管理センター　　　
江南病院　　　　　　　　　　　
国立病院機構熊本医療センター　
緒方内科小児科医院　　　　　　
小山内科クリニック　　　　　　
仁誠会クリニック新屋敷　　　　
陣内病院　　　　　　　　　　　
成尾整形外科病院　　　　　　　
川原整形外科　　　　　　　　　
川野病院　　　　　　　　　　　
竹下内科医院　　　　　　　　　
日隈病院　　　　　　　　　　　
あやの第一クリニック　　　　　
イーグル歯科クリニック　　　　
いちぐちクリニック　　　　　　
ウィメンズクリニックグリーンヒル
ヴィラ・ながみね　　　　　　　
おかもとクリニック　　　　　　
おやま内科医院　　　　　　　　
きたの胃腸科クリニック　　　　
くまもと成仁病院　　　　　　　
くわみず病院　　　　　　　　　
せき歯科クリニック　　　　　　
たくま癒しの杜クリニック　　　
とくなが内科胃腸科外科クリニック
ながみね田村整形外科　　　　　
ニキハーティーホスピタル　　　
みわクリニック　　　　　　　　
メディカルケアセンターファイン
もりの木クリニック　　　　　　
レディースクリニック　なかむら
井内科クリニック　　　　　　　
介護老人保健施設　赤とんぼ　　
京塚クリニック　　　　　　　　
窪田病院　　　　　　　　　　　
熊本県総合保健センター　　　　
熊本県保険医協会　　　　　　　
熊本市民病院　　　　　　　　　
熊本赤十字病院　　　　　　　　

平成２２年度紹介医療機関

熊本市中央　　　

熊本市東　　　　



熊本総合医療リハビリテーション
熊本託麻台病院　　　　　　　　
熊本皮ふ科・形成外科　　　　　
桑原産婦人科医院　　　　　　　
健軍クリニック　　　　　　　　
健軍熊本泌尿器科　　　　　　　
山口胃腸科　　　　　　　　　　
山田内科医院　　　　　　　　　
山本皮膚科クリニック　　　　　
自衛隊熊本病院　　　　　　　　
小島内科小児科医院　　　　　　
小柳病院　　　　　　　　　　　
松原リウマチ科整形外科　　　　
森川レディースクリニック　　　
仁誠会クリニックながみね　　　
聖アンナレディスクリニック　　
西村内科医院　　　　　　　　　
西日本病院　　　　　　　　　　
石原・伊牟田内科　　　　　　　
石原循環器科内科医院　　　　　
帯山中央病院　　　　　　　　　
沢田内科医院　　　　　　　　　
津野田内科医院　　　　　　　　
定永外科　　　　　　　　　　　
田尻クリニック　　　　　　　　
島田医院　　　　　　　　　　　
東部クリニック　　　　　　　　
藤本クリニック　　　　　　　　
内科熊本クリニック　　　　　　
虹の里クリニック　　　　　　　
日赤熊本健康管理センター　　　
日赤通り谷﨑ＭＡクリニック　　
冨野内科医院　　　　　　　　　
福間レディースクリニック　　　
保田窪整形外科病院　　　　　　
本多内科医院　　　　　　　　　
老人保健施設　湧心苑　　　　　
あけぼのクリニック　　　　　　
ささおか整形外科クリニック　　
にしくまもと病院　　　　　　　
ふじの医院　　　　　　　　　　
胃腸科・内科こうせいクリニック
宇土泌尿器科内科クリニック　　
熊本中央病院　　　　　　　　　
御幸病院　　　　　　　　　　　
佐々木脳神経外科　　　　　　　
済生会熊本病院　　　　　　　　
桜十字病院　　　　　　　　　　
松野皮ふ科・形成外科　　　　　
上塚外科医院　　　　　　　　　
西村内科・脳神経外科病院　　　
土井医院　　　　　　　　　　　
東病院　　　　　　　　　　　　
尾田胃腸内科・内科　　　　　　
武田整形外科　　　　　　　　　
福島クリニック　　　　　　　　

熊本市東　　　　

熊本市南　　　　



平成こどもクリニック　　　　　
老人保健施設　白藤苑　　　　　
六反田　内科・循環器科　　　　
かねみつ胃腸科外科医院　　　　
安政町メディカルクリニック　　
慈恵病院　　　　　　　　　　　
春日クリニック　　　　　　　　
緒方消化器内科　　　　　　　　
松本外科医院　　　　　　　　　
青磁野リハビリテーション病院　
石神クリニック　　　　　　　　
田島医院　　　　　　　　　　　
藤好クリニック　　　　　　　　
内尾土井クリニック　　　　　　
服部胃腸科　　　　　　　　　　
福田病院　　　　　　　　　　　
あだち内科・胃腸科　　　　　　
イエズスの聖心病院　　　　　　
えとう内科医院　　　　　　　　
くすのきクリニック　　　　　　
さくらクリニック　　　　　　　
しばた内科胃腸科　　　　　　　
なかがわ整形　　　　　　　　　
ひらやまクリニック　　　　　　
みねとまクリニック　　　　　　
河本内科小児科クリニック　　　
菊南病院　　　　　　　　　　　
弓削病院　　　　　　　　　　　
熊本機能病院　　　　　　　　　
桜が丘病院　　　　　　　　　　
自由が丘病院　　　　　　　　　
小堀胃腸科外科　　　　　　　　
松元外科医院　　　　　　　　　
上野整形外科医院　　　　　　　
城北胃腸科内科クリニック　　　
千場内科クリニック　　　　　　
千年内科小児科医院　　　　　　
大林新地クリニック　　　　　　
中村整形外科　　　　　　　　　
八景水谷クリニック　　　　　　
武蔵ヶ丘病院　　　　　　　　　
竜山内科リハビリテーション病院
阿蘇温泉病院　　　　　　　　　
阿蘇立野病院　　　　　　　　　
坂梨ハートクリニック　　　　　
市原胃腸科外科　　　　　　　　
大阿蘇病院　　　　　　　　　　
平田医院　　　　　　　　　　　
蓮田医院　　　　　　　　　　　
おおかど胃腸科クリニック　　　
ひがし成人・循環器科クリニック
ふじさわ脳神経外科クリニック　
岡本外科医院　　　　　　　　　
玉名地域保健医療センター　　　
古庄胃腸科内科医院　　　　　　
鹿井内科　　　　　　　　　　　

熊本市南　　　　

熊本市西　　　　

熊本市北　　　　

阿蘇地区　　　　

荒尾・玉名地区　



池田医院　　　　　　　　　　　
田辺クリニック　　　　　　　　
緑ケ丘クリニック　　　　　　　
かつき皮膚科医院　　　　　　　
きくか松岡クリニック　　　　　
たしろクリニック　　　　　　　
たぶち内科循環器科　　　　　　
ふくだ医院　　　　　　　　　　
ふじおか内科　　　　　　　　　
まえはら泌尿器科クリニック　　
医療法人社団　樹　竹田津医院　
榎本内科医院　　　　　　　　　
岸病院　　　　　　　　　　　　
岩根胃腸科外科医院　　　　　　
菊池郡市医師会立病院　　　　　
菊池中央病院　　　　　　　　　
菊陽レディースクリニック　　　
菊陽台病院　　　　　　　　　　
菊陽病院　　　　　　　　　　　
宮川内科医院　　　　　　　　　
宮本内科医院　　　　　　　　　
郷胃腸科内科クリニック　　　　
熊本セントラル病院　　　　　　
熊本セントラル病院健診センター
熊本リハビリテーション病院　　
桑原内科小児科医院　　　　　　
古荘医院　　　　　　　　　　　
公立菊池養生園診療所　　　　　
向陽台病院　　　　　　　　　　
合志第一病院　　　　　　　　　
国立病院機構熊本再春荘病院　　
三森病院　　　　　　　　　　　
山岡胃腸科・内科　　　　　　　
山鹿市民医療センター　　　　　
山鹿中央病院　　　　　　　　　
山本胃腸科内科クリニック　　　
師井医院　　　　　　　　　　　
七城木村クリニック　　　　　　
緒方整形外科医院　　　　　　　
勝久病院　　　　　　　　　　　
庄嶋医院　　　　　　　　　　　
上塚外科胃腸科医院　　　　　　
西山医院　　　　　　　　　　　
川口病院　　　　　　　　　　　
中垣胃腸科医院　　　　　　　　
平井・藤岡医院　　　　　　　　
保利病院　　　　　　　　　　　
牧診療所　　　　　　　　　　　
本多内科胃腸科医院　　　　　　
本田技研工業健康管理センター　
いのちのふるさと　　　　　　　
おがた整形外科　　　　　　　　
のぐち皮ふ科　　　　　　　　　
よしむら内科・循環器科　　　　
益城なかぞのクリニック　　　　
益城中央病院　　　　　　　　　

上益城地区　　　

荒尾・玉名地区　

山鹿・菊池地区　



益城病院　　　　　　　　　　　
介護老人保健施設　彩雲苑　　　
希望ヶ丘病院　　　　　　　　　
熊本回生会病院　　　　　　　　
御船クリニック　　　　　　　　
荒瀬病院　　　　　　　　　　　
香田整形外科　　　　　　　　　
高本脳神経外科・小児科医院　　
榊田外科医院　　　　　　　　　
小糸整形外科　　　　　　　　　
瀬戸病院　　　　　　　　　　　
蘇陽病院　　　　　　　　　　　
谷田病院　　　　　　　　　　　
椎崎胃腸科外科医院　　　　　　
砥川クリニック　　　　　　　　
藤岡医院　　　　　　　　　　　
萩原医院　　　　　　　　　　　
野田医院　　　　　　　　　　　
矢部広域病院　　　　　　　　　
たのうえ胃腸科クリニック　　　
たまのい内科クリニック　　　　
まつばせ児嶋クリニック　　　　
宇賀岳病院　　　　　　　　　　
間部病院　　　　　　　　　　　
近藤クリニック　　　　　　　　
金森医院　　　　　　　　　　　
国立病院機構熊本南病院　　　　
済生会みすみ病院　　　　　　　
尾崎医院　　　　　　　　　　　
本多胃腸科内科医院　　　　　　
老人保健施設　桔梗苑　　　　　
ちりふ内科　　　　　　　　　　
岡村医院　　　　　　　　　　　
熊本労災病院　　　　　　　　　
後藤胃腸科肛門科クリニック　　
荒木医院　　　　　　　　　　　
松岡内科クリニック　　　　　　
辻医院　　　　　　　　　　　　
鶴田胃腸科内科　　　　　　　　
八代市立椎原診療所　　　　　　
八代市立病院　　　　　　　　　
八代総合病院　　　　　　　　　
尾田内科医院　　　　　　　　　
介護老人保健施設　新清苑　　　
佐藤神経内科クリニック　　　　
水俣協立病院　　　　　　　　　
水俣市立総合医療センター　　　
竹本小児科・内科医院　　　　　
白梅病院　　　　　　　　　　　
とやまクリニック　　　　　　　
岡医院　　　　　　　　　　　　
球磨郡公立多良木病院　　　　　
犬童内科胃腸科医院　　　　　　
古城病院　　　　　　　　　　　
人吉総合病院　　　　　　　　　
仁田畑クリニック　　　　　　　

宇城・下益城地区

上益城地区　　　

人吉・球磨地区　

八代地区　　　　

葦北・水俣地区　



田中医院　　　　　　　　　　　
渡辺医院　　　　　　　　　　　
宮崎外科胃腸科医院　　　　　　
酒井外科・内科医院　　　　　　
松本内科・眼科　　　　　　　　
上天草市立上天草総合病院　　　
大矢野クリニック　　　　　　　
竹中医院　　　　　　　　　　　
中村医院　　　　　　　　　　　
中邑医院　　　　　　　　　　　
天草市立牛深市民病院　　　　　
天草第一病院　　　　　　　　　
天草地域医療センター　　　　　
天草中央総合病院　　　　　　　
苓北医師会病院　　　　　　　　
こがクリニック　　　　　　　　
さだもと胃腸科クリニック　　　
ふくおか胃腸クリニック　　　　
九州厚生年金病院　　　　　　　
九州大学医学部附属病院　　　　
九州労災病院　　　　　　　　　
原三信病院　　　　　　　　　　
公立学校共済組合九州中央病院　
済生会福岡総合病院　　　　　　
坂田肛門科医院　　　　　　　　
坂本消化器内科　　　　　　　　
大津胃腸科肛門科クリニック　　
大牟田セントラル・クリニック　
大牟田市立病院　　　　　　　　
朝倉医師会病院　　　　　　　　
嶋田病院　　　　　　　　　　　
南大牟田クリニック　　　　　　
福岡県済生会大牟田病院　　　　
福岡県済生会二日市病院　　　　
福岡大学病院　　　　　　　　　
平井外科産婦人科　　　　　　　
もりながクリニック　　　　　　
佐賀社会保険病院　　　　　　　
有田共立病院　　　　　　　　　
しろの医院　　　　　　　　　　
よこた医院　　　　　　　　　　
橋爪外科胃腸科医院　　　　　　
山口外科胃腸科医院　　　　　　
実藤外科　　　　　　　　　　　
松尾胃腸科外科医院　　　　　　
池田病院　　　　　　　　　　　
木下内科医院　　　　　　　　　
林内科医院　　　　　　　　　　
おぐり胃腸肛門科　　　　　　　
せぐち内科　　　　　　　　　　
ニコニコ診療所　　　　　　　　
みえ記念病院　　　　　　　　　
むねむら大腸肛門クリニック　　
公立おがた総合病院　　　　　　
秦医院　　　　　　　　　　　　
膳所病院　　　　　　　　　　　

天草地区　　　　

福岡県　　　　　

佐賀県　　　　　

長崎県　　　　　

大分県　　　　　

人吉・球磨地区　



大分記念病院　　　　　　　　　
福田医院　　　　　　　　　　　
濱田クリニック　　　　　　　　
いきめ大腸肛門外科内科医院　　
えびの市立病院　　　　　　　　
メディカルシティ　東部病院　　
わたよう外科胃腸科　　　　　　
岸医院　　　　　　　　　　　　
宮崎江南病院　　　　　　　　　
宮崎大学医学部附属病院　　　　
県立宮崎病院　　　　　　　　　
古賀医院　　　　　　　　　　　
高千穂町国民健康保険病院　　　
国民健康保険高原病院　　　　　
黒木病院　　　　　　　　　　　
宗正病院　　　　　　　　　　　
小島胃腸科内科医院　　　　　　
大平整形外科リウマチ科　　　　
藤元早鈴病院検診センター　　　
おかだクリニック　　　　　　　
とくだクリニック　　　　　　　
阿久根市民病院　　　　　　　　
医療法人しもぞのクリニック　　
原口外科　　　　　　　　　　　
公立種子島病院　　　　　　　　
国分なかむらクリニック　　　　
今村病院　　　　　　　　　　　
済生会川内病院　　　　　　　　
鮫島病院　　　　　　　　　　　
出水総合医療センター　　　　　
新村病院　　　　　　　　　　　
生駒外科医院　　　　　　　　　
谷山生協クリニック　　　　　　
長島クリニック　　　　　　　　
東医院　　　　　　　　　　　　
南風病院　　　　　　　　　　　
霧島市立医師会医療センター　　
野上病院　　　　　　　　　　　
林内科胃腸科病院　　　　　　　
さがみ野中央病院　　　　　　　
依田窪病院　　　　　　　　　　
小川クリニック　　　　　　　　
小村肛門科医院　　　　　　　　
東海大学医学部付属病院　　　　
東邦大学医療センター大森病院　
八街整形外科内科　　　　　　　
平塚胃腸病院　　　　　　　　　
岡崎市民病院　　　　　　　　　
家田病院　　　　　　　　　　　
榛原総合病院　　　　　　　　　
結核予防会大阪府支部大阪病院　
黒川梅田診療所　　　　　　　　
松﨑智彦診療所　　　　　　　　
大阪府済生会中津病院　　　　　
大阪北逓信病院　　　　　　　　
東神戸病院　　　　　　　　　　

大分県　　　　　

宮崎県　　　　　

鹿児島県　　　　

関東甲信越地区　

中部地区　　　　

近畿地区　　　　



チクバ外科・胃腸科・肛門科病院
四国がんセンター　　　　　　　
村上医院　　　　　　　　　　　
島根県立中央病院　　　　　　　
防府中央外科胃腸科　　　　　　

中国・四国地区　


