
患者さまをご紹介頂いた医療機関リスト（平成28年度）

地区 医療機関名

きぬはら整形外科クリニック　　

くまもと森都総合病院　　　　　

くまもと青明病院

くわみず病院

すどう・きたの医院

はくざん胃腸科循環器科クリニック

やましろ病院　　　　　　　　　

リデルライトホーム　　　　　　

阿部内科医院　　　　　　　　　

外科内科　池田医院　　　　　　

京塚クリニック

九州記念病院

熊本ホームケアクリニック　　　

熊本整形外科病院

熊本大学医学部附属病院

熊本託麻台リハビリテーション病院

熊本地域医療センター

熊本内科病院

熊本泌尿器科病院

桑原クリニック　　　　　　　　

江南病院

国立病院機構熊本医療センター

佐田クリニック

室原内科小児科　　　　　　　　

小沢医院

小島内科小児科医院

小堀胃腸科外科

松本外科内科医院　　　　　　　

上村内科クリニック　　　　　　

森川レディースクリニック　　　

仁誠会クリニック新屋敷　　　　

陣内病院

水前寺とうや病院

水前寺胃腸科外科

水前寺公園クリニック　　　　　

杉村病院

成尾整形外科病院

聖アンナレディスクリニック

西内科クリニック

石原・伊牟田内科

川原整形外科

帯山中央病院

大腸肛門科上野クリニック

沢田内科医院

竹下内科医院　　　　　　　　　

直海内科クリニック

田尻クリニック

熊本市中央区



患者さまをご紹介頂いた医療機関リスト（平成28年度）

地区 医療機関名

藤好クリニック　　　　　　　　

内尾土井クリニック

日隈病院　　　　　　　　　　　

日赤通り谷崎ＭＡクリニック

柏木医院

表参道吉田病院　　　　　　　　

武藤眼科・大久保内科　　　　　

服部胃腸科

福田病院　　　　　　　　　　　

平和クリニック　　　　　　　　

北岡外科医院

堀江内科医院　　　　　　　　　

本多内科医院　　　　　　　　　

明午橋内科クリニック　　　　　

野津原内科医院

老人保健施設　湧心苑　　　　　

いずみクリニック胃腸科・内科

いその歯科クリニック　　　　　

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

おかもとクリニック　　　　　　

きらクリニック　　　　　　　　

そのだ脳神経外科医院

つきで整形外科　　　　　　　　

とくなが内科胃腸科外科クリニック

ピネル記念病院　　　　　　　　

みはらライフケアクリニック　　

もりの木クリニック　　　　　　

やまもと内科・心療内科　　　　

よしむた総合診療所　　　　　　

わかばクリニック　　　　　　　

岡崎クリニック　　　　　　　　

岡崎麻酔科クリニック

介護老人保健施設おとなの学校　

吉永クリニック　　　　　　　　

熊本県総合保健センター

熊本市民病院

熊本赤十字病院

桑原産科婦人科医院

戸山外科胃腸医院

坂本内科循環器科医院

桜十字熊本東病院

山口胃腸科　　　　　　　　　　

山口外科内科医院　　　　　　　

山田内科医院　　　　　　　　　

山本内科クリニック　　　　　　

山本皮膚科クリニック　　　　　

熊本市中央区

熊本市東区



患者さまをご紹介頂いた医療機関リスト（平成28年度）

地区 医療機関名

自衛隊熊本病院

守屋医院　　　　　　　　　　　

小柳病院　　　　　　　　　　　

庄野循環器科内科医院　　　　　

松原リウマチ科整形外科　　　　

仁誠会クリニックながみね　　　

清田循環器科内科医院

西日本病院

石原循環器科内科医院

川口内科クリニック

大塚内科

町野胃腸科外科　　　　　　　　

長嶺そよかぜクリニック　　　　

津野田内科医院

鶴田病院

定永耳鼻咽喉科クリニック　　　

東熊クリニック

武藤泌尿器科クリニック　　　　

平山ハートクリニック　　　　　

保田窪整形外科病院　　　　　　

本庄内科病院　　　　　　　　　

老人保健施設第二コスモピア熊本

おがた小児科

やん胃腸科外科医院　　　　　　

花園内科クリニック　　　　　　

三和クリニック　　　　　　　　

山口病院　　　　　　　　　　　

慈恵病院

西部脳神経外科内科　　　　　　

青磁野リハビリテーション病院

石神クリニック

天野整形外科・あまの皮ふ科医院

田島医院

堀尾内科医院　　　　　　　　　

末次内科　　　　　　　　　　　

蓮台寺クリニック　　　　　　　

いしはら皮膚外科クリニック　　

おがた胃腸科内科

にしくまもと病院

ヤマサキ胃腸科クリニック　　　

胃腸科・内科こうせいクリニック

介護老人保健施設　ぼたん園　　　　

熊本第一病院

熊本中央病院

原口胃腸科内科クリニック

済生会熊本病院

深迫内科医院　　　　　　　　　

熊本市東区

熊本市西区

熊本市南区



患者さまをご紹介頂いた医療機関リスト（平成28年度）

地区 医療機関名

成松医院

石川整形外科リウマチ科

前野胃腸科クリニック　　　　　

土井医院　　　　　　　　　　　

土井内科胃腸科医院

東病院

平成とうや病院　　　　　　　　

片岡内科医院

木村胃腸科内科医院

あだち内科胃腸科　　　　　　　

おがた小児科・内科医院

くすのきクリニック

くまもと成城病院

しばた内科胃腸科

なかがわ整形

なかむらファミリークリニック　

ひらやまクリニック　　　　　　

榎本内科医院

菊南病院

宮川眼科クリニック　　　　　　

弓削病院　　　　　　　　　　　

熊本機能病院

熊本市立植木病院

向陽台病院

三の宮内科泌尿器科医院

寺尾病院

上原胃腸科外科小児科クリニック

城北胃腸科内科クリニック

仁誠会クリニック黒髪　　　　　

西村クリニック　　　　　　　　

大塚病院　　　　　　　　　　　

大林新地クリニック　　　　　　

朝日野総合病院　　　　　　　　

田原坂クリニック

八景水谷クリニック

武蔵ヶ丘病院　　　　　　　　　

平山泌尿器科医院　　　　　　　

片岡産婦人科医院

北部病院　　　　　　　　　　　

老人保健施設　清雅苑　　　　　

のむら内科クリニック　　　　　

阿蘇医療センター

阿蘇温泉病院

介護保健施設リハセンターひばり

古閑医院

坂梨ハートクリニック　　　　　

産山村診療所

熊本市南区

熊本市北区

阿蘇地区
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地区 医療機関名

市原胃腸科外科

小国公立病院

松見内科クリニック　　　　　　

大阿蘇病院

渡邊内科　　　　　　　　　　　

馬原内科医院　　　　　　　　　

平田医院　　　　　　　　　　　

蓮田医院　　　　　　　　　　　

脇胃腸科　　　　　　　　　　　

おおかど胃腸科クリニック

岡本外科医院

河野医院

玉名地域保健医療センター

古庄胃腸科内科医院　　　　　　

公立玉名中央病院

荒尾市民病院

坂田内科医院　　　　　　　　　

酒井医院　　　　　　　　　　　

西山クリニック　　　　　　　　

大塚医院

田辺クリニック

緑ケ丘クリニック　　　　　　　

いけだ泌尿器科・内科　　　　　

いしはら皮ふ科クリニック　　　

かたやま内科・漢方クリニック　

かねこクリニック　　　　　　　

さがわ医院　　　　　　　　　　

しばた内科クリニック

たしろクリニック　　　　　　　

つくれクリニック　　　　　　　

のざわ医院

ふじおか内科　　　　　　　　　

介護老人保健施設　有隣　　　　

岩根クリニック

菊池郡市医師会立病院

菊池中央病院

菊陽台病院

菊陽中部クリニック　　　　　　

菊陽病院

宮本内科クリニック　　　　　　

郷胃腸科内科クリニック　　　　

熊本セントラル病院

熊本リハビリテーション病院

光進会クリニック　　　　　　　

公立菊池養生園診療所

幸村医院　　　　　　　　　　　

国立病院機構熊本再春荘病院

荒尾・玉名地区

阿蘇地区

山鹿・菊池地区



患者さまをご紹介頂いた医療機関リスト（平成28年度）

地区 医療機関名

三森循環器科呼吸器科病院　　　

山岡胃腸科・内科　　　　　　　

山鹿温泉リハビリテーション病院

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　　　

七城木村クリニック　　　　　　

勝久病院

庄嶋医院

上塚外科胃腸科医院　　　　　　

川口病院

大橋通クリニック　　　　　　　

大坂整形外科医院　　　　　　　

大森医院

平瀬内科医院　　　　　　　　　

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　

老人保健施設　サンライズヒル　

和水クリニック　　　　　　　　

かいがクリニック　　　　　　　

さかた耳鼻咽喉科　　　　　　　

たなか内科眼科　　　　　　　　

のぐち皮ふ科　　　　　　　　　

ひろやすクリニック

益城なかぞのクリニック　　　　

益城中央病院　　　　　　　　　

益城病院　　　　　　　　　　　

介護老人保健施設　平成唯仁館　

希望ヶ丘病院　　　　　　　　　

御船クリニック　　　　　　　　

高本脳神経外科医院　　　　　　

榊田外科医院

山口医院　　　　　　　　　　　

山地外科胃腸科医院　　　　　　

山都町包括医療センターそよう病院

西村病院

泰泉堂牟田医院　　　　　　　　

谷田病院

砥川クリニック

藤岡医院　　　　　　　　　　　

野田医院

うきクリニック　　　　　　　　

じょうどいクリニック　　　　　

たのうえ胃腸科クリニック　　　

まつばせレディースクリニック　

まつばせ児嶋クリニック　　　　

宇城・下益城地区

上益城地区

山鹿・菊池地区
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地区 医療機関名

みどりかわクリニック　　　　　

宇城総合病院

近藤クリニック

金森医院

済生会みすみ病院　　　　　　　

清水整形外科医院

石井クリニック　　　　　　　　

田山産科婦人科医院

尾崎医院

岡村医院　　　　　　　　　　　

熊本総合病院　　　　　　　　　

熊本労災病院

後藤胃腸科肛門科クリニック

上野内科医院

鶴田胃腸科内科　　　　　　　　

八代郡医師会立病院　　　　　　

井上医院

右田クリニック　　　　　　　　

水俣協立病院　　　　　　　　　

水俣市立総合医療センター　　　

百崎内科医院　　　　　　　　　

とやまクリニック　　　　　　　

外山胃腸病院

球磨郡公立多良木病院

人吉医療センター

田中医院

あしはら医院

開内科医院　　　　　　　　　　

市丸医院　　　　　　　　　　　

春田医院

上天草市立上天草総合病院

中山内科・循環器内科クリニック

中村医院

天草市立新和病院

天草第一病院

天草地域医療センター

天草中央総合病院

島子ごとう医院

福岡労働衛生研究所　　　　　　

福本病院　　　　　　　　　　　

本原クリニック　　　　　　　　

木山・中村クリニック

くるめ病院

しんかいクリニック　　　　　　

ひろつおなかクリニック　　　　

下野クリニック　　　　　　　　

九州大学病院

福岡県

天草地区

人吉・球磨地区

葦北・水俣地区

八代地区

宇城・下益城地区
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地区 医療機関名

健康医療クリニック　　　　　　

石崎医院

竹田胃腸科・外科医院　　　　　

飯田クリニック　　　　　　　　

福岡県済生会二日市病院　　　　

福岡県済生会福岡総合病院

福岡山王病院　　　　　　　　　

福岡大学筑紫病院　　　　　　　

福岡大学病院　　　　　　　　　

柳川病院　　　　　　　　　　　

佐賀大学医学部附属病院

新武雄病院

コムタ外科・整形外科医院　　　

しろの医院

よこた医院　　　　　　　　　　

貴田神経内科・呼吸器科・内科病院

山道医院　　　　　　　　　　　

松岡病院　　　　　　　　　　　

清水病院　　　　　　　　　　　

西海病院　　　　　　　　　　　

池田病院

長崎県島原病院

長崎労災病院　　　　　　　　　

北里外科肛門科クリニック　　　

おぐり胃腸肛門科　　　　　　　

井野辺病院　　　　　　　　　　

垣迫胃腸クリニック　　　　　　

酒井病院　　　　　　　　　　　

新別府病院

大分県立病院　　　　　　　　　

大分赤十字病院

大分大学医学部付属病院

竹田診療所　　　　　　　　　　

中津胃腸病院　　　　　　　　　

中津市立中津市民病院　　　　　

麻生消化器科内科　　　　　　　

野口病院

有田胃腸病院

延岡市医師会病院　　　　　　　

横山病院　　　　　　　　　　　

宮崎大学医学部附属病院　　　　

古賀総合病院

五ヶ瀬町国民健康保険病院

高千穂町国民健康保険田原診療所

高千穂町国民健康保険病院

国見ヶ丘病院

黒木病院　　　　　　　　　　　

宮崎県

大分県

長崎県

佐賀県

福岡県
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地区 医療機関名

堺胃腸科内科クリニック

桜ケ丘ファミリークリニック　　

谷村病院　　　　　　　　　　　

椎葉村国民健康保険病院

都城市郡医師会病院　　　　　　

日南市立中部病院　　　　　　　

日之影町国民健康保険病院　　　

おかだクリニック　　　　　　　

かつらクリニック

くさの記念病院

むらたクリニック　　　　　　　

鮫島病院

鹿児島県立薩南病院　　　　　　

鹿児島市医師会病院　　　　　　

若松記念病院　　　　　　　　　

出水総合医療センター　　　　　

松下亮治内科　　　　　　　　　

新村病院　　　　　　　　　　　

南風病院

霧島市立医師会医療センター　　

沖縄県 那覇市立病院　　　　　　　　　

のむら大腸肛門クリニック　　　

山口県立こころの医療センター　

山口大学附属病院　　　　　　　

前田病院　　　　　　　　　　　

大橋胃腸肛門科・外科医院

こじま肛門外科　　　　　　　　

吉祥院病院　　　　　　　　　　

橋本病院　　　　　　　　　　　

高の原中央病院　　　　　　　　

南野耳鼻咽喉科　　　　　　　　

鈴鹿中央総合病院　　　　　　　

六甲アイランド甲南病院　　　　

市立砺波総合病院　　　　　　　

松原病院　　　　　　　　　　　

松波総合病院　　　　　　　　　

名古屋セントラル病院　　　　　

いしい医院　　　　　　　　　　

安藤・間診療所　　　　　　　　

国立精神・神経医療研究センター

相州ビナシティメンタルクリニック

池上総合病院　　　　　　　　　

豊洲メンタルクリニック　　　　

野田医院神経内科クリニック　　

東北地区 仙台病院　　　　　　　　　　　

北海道地区 江別病院　　　　　　　　　　　

在メキシコ日本国大使館　　　　

宮崎県

関東甲信越地区

中部地区

近畿地区

中国・四国地区

鹿児島県


