
【内科協力医】

安達　善充 あだち内科胃腸科 穴井　盛靖 熊本大学病院

荒川　尚子 水前寺とうや病院 荒木  裕貴 熊本大学病院

井    重博 井内科クリニック 石田  俊史 熊本大学病院

家村　昭日朗 新町いえむらクリニック 岩田　康伸 熊本大学病院

宇土　翔 宇土内科胃腸科医院 梅本　覚司 熊本大学病院

上原　昌哉 くまもと成仁病院 梅本　周朗 熊本大学病院

上村　克哉 上村内科クリニック 江口　剛人 熊本大学病院

大串　和久 大串内科 岡川  章太 熊本大学病院

大林　武裕 大林内科医院 小野  真 熊本大学病院

緒方　一朗 緒方消化器内科 徳永  信行 熊本大学病院

緒方  宏行 おがた胃腸科内科 中西  信博 熊本大学病院

岡本　美保 西田　周平 熊本大学病院

小田　晶 桑原クリニック 秦    雄介 熊本大学病院

小貫  清美 小貫医院 深水  大天 熊本大学病院

小野　俊一 小野・出来田内科医院 宮川  展和 熊本大学病院

加来　以久子 慶徳加来病院 森永　　潤 熊本大学病院

加来    裕 慶徳加来病院 山本  正啓 熊本大学病院

柏木　孝史　 柏木医院 横手　誠一郎 熊本大学病院

柏田  元文 柏田内科クリニック 吉村　仁宏 熊本大学病院

川口　祐司 川口内科クリニック 米満 侯宏 熊本大学病院

川口　　豊 川口消化器内科 和田  敏明 熊本大学病院

木村  孝文 秋津レークタウンクリニック 渡邊  拓郎 熊本大学病院

木村  忠司 清水まんごくクリニック

木村　哲也 イエズスの聖心病院

木村  泰司 木村胃腸科内科医院

清田　　敬 清田循環器科内科医院

清田  武俊 春日クリニック

清藤　千景 清藤クリニック

忽那  興雄 博愛会病院

桑原  邦治 桑原クリニック

小島　龍太郎 小島内科小児科医院

後藤  和夫 後藤内科クリニック

後藤　慶次 ひまわり在宅クリニック

後藤　俊臣 桜木頭痛クリニック

後藤  真文 三和クリニック

坂田  研明 熊本リウマチ内科

澤田　知宏 沢田内科医院

庄野　信 庄野循環器科内科医院

城本　和明 イオンタウン田崎 総合診療クリニック

末松  美紀子 井病院

末藤　　久和 すえふじ医院

菅村  公一 ひまわり在宅クリニック

芹川　習 芹川消化器内科クリニック

竹口　真隆 そのだ脳神経外科消化器内科

武本　重毅 聚楽内科クリニック

田添 　　昇 仁誠会クリニック新屋敷

立石　秀彦 水前寺とうや病院

田中　英一郎 田中内科クリニック

田中　智樹 水前寺公園クリニック

谷﨑　俊哉 日赤通り 谷﨑MAクリニック

田渕　博孝 しまさきバス通り総合内科クリニック

津野田　洋一郎 津野田内科医院

水流添　周 武蔵ヶ丘病院

鶴田　克家

土井     理 土井医院

土井　俊德 内尾土井クリニック

土井　　賢 土井内科胃腸科医院

東野　孝治 水前寺とうや病院

徳部　浩司 とくべ内科クリニック

戸高  幹夫 とだか内科クリニック

直海  晶二郎 直海内科クリニック

中川  いづみ なかがわ内科クリニック

中原  和之 藤岡医院

中村  憲史 なかむらファミリークリニック

西　芳寛 西内科クリニック



西村  八郎 西村クリニック

西村　弘道 西村内科医院

西山　敏彦 さくら通りクリニック

野津原　昭 野津原内科医院

橋口　典明

長谷川  芳彦 はせがわクリニック

林     義智 つくれクリニック

林田  公夫 八王寺町クリニック

原口     修 原口胃腸科内科クリニック

福島　敬和 福島循環器科内科医院

藤岡　優一 たけの胃腸科内科

藤江　里美 服部胃腸科

佛淵  信夫 東部クリニック

堀岡  理 日隈病院

堀尾　豊 堀尾内科医院

本庄  弘次 本庄内科病院

本多　　恵 本多内科医院

前田  篤志 前田内科医院

前田  淳子 まえだクリニック

前田  哲也 さくらクリニック

前田　祐成 前田胃腸科・内科クリニック

牧        明 牧内科循環器科医院

松尾　知子 原口循環器科内科医院

松崎　博充 よもぎクリニック

松本　武敏 まつもと在宅クリニック

三浦     洋 三浦内科クリニック

三井　貴博 鶴田胃腸科内科医院

峯苫　智明 みねとまクリニック

三原  修一 みはらライフケアクリニック

宮津　利加子 宮津内科クリニック

宮本  康志 宮本内科小児科医院

宮脇　正行 宮脇クリニック

牟田  喜雄 くわみず病院附属平和クリニック

牟田　龍史 泰泉堂　牟田医院

村上  明利 東熊クリニック

村上　和憲 むらかみ内科クリニック

村上  義敬 村上内科循環器科医院

森下　祐子 明午橋内科クリニック

山口　秀樹 秋津レークタウンクリニック

山﨑　雅史 山崎内科

山田　裕章 山田内科医院

山村  定光 上熊本内科

山本  浩一朗 大和クリニック

山本　太郎 山本内科クリニック

山本  淑子 やまもと内科・心療内科

横田　元 戸山・横田医院

横山　利美 メディカルスクエア九品寺クリニック

吉村  文長

吉村　良平 よしむらクリニック

六反田  学 六反田内科循環器科

若松　志保 仁誠会クリニックながみね


