
出身校

卒業年

【名誉会長】

(故) 松角康彦 九州大 昭27 昭43.10 平成19年1月16日ご逝去

〒540-0008　大阪市中央区大手前1丁目5-34 〒653-0036　神戸市長田区腕塚町6丁目1-31-2003

TEL　078-642-9070　FAX　〃

国家公務員共済組合連合会 大手前病院 名誉院長

TEL　06-6941-0484　FAX　06-6942-2848 Email　yushio@trad.ocn.ne.jp

Email　yushio@otemae.gr.jp

(故) 中山俊郎 熊大 昭29 昭44.6 平成19年11月7日ご逝去

〒861-4173　熊本市南区御幸木部1丁目1-1 〒861-8005　熊本市北区龍田陳内2丁目41-1

TEL　096-339-0099

桜十字病院 病院長

TEL　096-378-1111　FAX　096-378-1119

Email　j.kuratsu@sakurajyuji.jp

【名誉会員】

(故) 浅野芳登 京都帝国大 昭3 昭和53年5月23日ご逝去

(故) 横山育三 京都帝国大 昭16 平成10年5月21日ご逝去

(故) 三浦義一 熊大 昭22 昭和62年7月3日ご逝去

(故) 木下和夫 九州大 昭30 昭44.2 平成26年4月26日ご逝去

〒882-0836　延岡市恒富町4丁目214

TEL　0982-35-4706　FAX　0982-33-1320

Email　kyoko51@ma.wainet.ne.jp

(故) 福村昭信 熊大 昭37 昭44.6 平成26年8月20日ご逝去

〒870-8658　大分市千代町3丁目22 〒870-1177　大分市富士見が丘西2-6-10

TEL　097-542-6288　FAX　〃

平松学園大分リハビリテーション専門学校 

TEL　097-535-0201　FAX　097-540-6510

(故) 児玉万典 熊大 昭40 昭44.6 平成11年10月15日ご逝去

〒860-0811　熊本市中央区本荘3丁目7-18 〒862-0949　熊本市中央区国府2丁目12-25

TEL　096-362-3572　FAX　〃
丸林　徹 熊大 昭40 昭44.6

倉津純一 熊大 昭50 昭54.12

岸田克明 熊大 昭30

氏名 入局年 勤務先 現住所

生塩之敬 大阪大 昭38 昭62.7

和田秀隆 熊大 昭39 昭44.6



医療法人杉村会 杉村病院 脳神経外科

TEL　096-372-3322　FAX　096-371-0886 Email　marut@gem.bbiq.jp

〒875-0042　大分県臼杵市大字海添250番地 〒874-0836　別府市東荘園4-2

TEL　0977-22-1253　FAX　〃

臼杵市医師会介護老人保健施設 南山園

TEL　0972-62-8151　FAX　0972-62-8152

Email　nogekaku@gmail.com

〒860-0811　熊本市中央区本荘6丁目1-21 〒861-8084　熊本市北区清水岩倉3丁目24-3

TEL　096-339-3077　FAX　〃

医療法人熊愛会 熊本脳神経外科病院

TEL　096-372-3911　FAX　096-362-5135 Email　mikio.harada@lep.bbiq.jp

Email　mharada@knh.co.jp

〒860-0085　熊本市北区高平1-17-16

TEL　096-356-0160

Email　ayokota@hya.bbiq.jp

〒893-0011　鹿屋市打馬1丁目11248-1 〒893-0011　鹿屋市打馬1丁目11246-1

TEL　0994-44-1119　FAX　0994-40-3155

医療法人秋津会 徳田脳神経外科病院

TEL　0994-44-1119　FAX　0994-40-3155 Email　t-hajime@omega.ne.jp

Email　tokuda-hp@omega.ne.jp

(連絡先) 〒862-0924　熊本市中央区帯山3丁目28-13

TEL　096-382-5157　FAX　〃

〒862-0924　熊本市中央区帯山3丁目28-13

Email　k.ugino-rog.09@ace.ocn.ne.jp

TEL　096-382-5157　FAX　〃

Email　k.ugino-rog.09@ace.ocn.ne.jp

〒863-0046　天草市亀場町食場854-1 〒862-0941　熊本市中央区出水6丁目37-4

TEL　096-362-0715　FAX　〃

一般社団法人天草郡市医師会立 天草地域医療センター

TEL　0969-24-4111　FAX　0969-23-4086

Email　s-uemura@amed.jp

北野郁夫 熊大 昭46 昭46.6

植村正三郎 熊大 昭46 昭46.10

横田　晃 熊大 昭40 昭45.5

徳田　元 熊大 昭44 昭45.5

賀耒素之 熊大 昭43 昭44.6

原田幹雄 熊大 昭43 昭44.6

丸林　徹 熊大 昭40 昭44.6



〒803-0812　北九州市小倉北区室町3丁目3-5-1101

TEL　093-953-6474　FAX　〃

Email　s.wada424@zpost.plala.or.jp

〒880-2112　宮崎市大字小松1119 〒880-0926　宮崎市月見ヶ丘4丁目18-18

TEL　0985-59-1580　FAX　〃

潤和会記念病院

TEL　0985-47-5555　FAX　0985-47-8558 Email　t-goya@topaz.plala.or.jp

Email　t-goya@topaz.plala.or.jp

〒814-0153　福岡市城南区樋井川3-47-1 〒814-0133　福岡市城南区七隈2丁目16-23

TEL　092-519-7890　FAX　〃

特定医療法人 順和 長尾病院

Email　momotaro-55@aurora.ocn.ne.jp

TEL　092-541-2035　FAX　092-541-2045

(故)櫻間信義 熊大 昭44 昭48.4 平成30年1月28日ご逝去

〒819-1112　福岡県糸島市浦志2丁目21-21

医療法人 太田脳神経外科医院

TEL　092-323-1251　FAX　092-323-1253

〒866-8533　八代市竹原町1670 〒862-0955　熊本市中央区神水本町24-24

TEL　096-385-7217　FAX　〃

熊本労災病院 リハビリテーション科

TEL　0965-33-4151　FAX　0965-32-4405

Email　nogeka-yoshida@kumamotoh.johas.go.jp 

〒868-0005　人吉市上青井町176 〒869-1112　熊本県菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘北1丁目6-8

TEL　096-339-7096

球磨病院 脳神経外科

TEL　0966-22-3121　FAX　0966-22-3203

〒869-3205　宇城市三角町波多775-1 〒862-0947　熊本市東区画図町重富638-118

TEL　096-379-5802　FAX　〃

社会福祉法人恩賜財団 済生会みすみ病院

TEL　0964-53-1611　FAX　0964-53-1618

Email　shodo-fujioka@saiseikaikumamoto.jp

藤岡正導 熊大 昭51 昭51.7

同　左

吉田顕正 熊大 昭48 昭48.7

益滿　務 熊大 昭49 昭49.7

前原史明 熊大 昭47 昭47.6

太田辰彦 鹿児島大 昭47 昭48.4

和田伸一 熊大 昭46 昭46.10

呉屋朝和 熊大 昭46 昭47.4



〒866-0016　八代市新地町6-26 〒866-0016　八代市新地町5-8

TEL　0965-33-6760

医療法人社団誠和会　ひらきクリニック

TEL　0965-32-4990　FAX　0965-32-2728

Email　hiraki@smile.ocn.ne.jp

(故) 濵田潤一郎 熊大 昭58 昭58.6 平成25年10月28日ご逝去

【会　　長】

〒863-0046　天草市亀場町食場854-1 〒862-0941　熊本市中央区出水6丁目37-4

TEL　096-362-0715　FAX　〃

一般社団法人天草郡市医師会立 天草地域医療センター

TEL　0969-24-4111　FAX　0969-23-4086

Email　s-uemura@amed.jp

【教　　授】

医局 〒113-0023　東京都文京区向丘1-16-3

Email　mukasa@kumamoto-u.ac.jp TEL  03-3816-7008

【会　　員】

(故) 小阪英幸 熊大 昭44 昭45.4 平成9年7月2日ご逝去

(故) 中原　荘 熊大 昭44 昭45.4 平成21年1月9日ご逝去

(故) 吉田　護 九州大 昭39 昭46.6 平成4年2月27日ご逝去

(故) 野中信仁 熊大 昭46 昭46.10 平成5年2月4日ご逝去

(故) 佐野吉徳 熊大 昭48 昭48.7 平成25年3月15日ご逝去

(故) 伊藤義廣 熊大 昭49 昭49.7 平成25年1月14日ご逝去

〒864-0031　荒尾市川登1921 〒864-0031　荒尾市川登1921

TEL　0968-65-6030

荒尾脳神経外科医院

TEL　0968-65-6030　FAX　0968-65-6031

〒771-0206　徳島県板野郡北島町高房字八丁野西36-13 〒770-0939　徳島市かちどき橋6丁目5-1

医療法人 修誠会 理事長 コムフォートブル松ノ内 706号

TEL　090-4330-1010

吉野川病院 病院長

Email　sinji.nagahiro@gmail.com

敬愛の家 施設長

大久保勝美 熊大 昭49 昭49.7

永廣信治 熊大 昭51 昭51.7

植村正三郎 熊大 昭46 昭46.10

武笠晃丈 東京大平6 平29.9

開　俊郎 久留米大 昭53 昭53.6



TEL　088-698-6111　FAX　088-698-8815

Email　sinji.nagahiro@gmail.com

〒862-0924　熊本市中央区帯山8丁目2-1 〒862-0976　熊本市中央区九品寺2丁目4-1-907

TEL　096-361-1633

熊本託麻台リハビリテーション病院

TEL　096-381-5111　FAX　096-381-5115

Email　hiratay@horio-kai.or.jp

〒865-0016　玉名市岩崎11-1 〒861-8068　熊本市北区清水万石5丁目11-14

TEL　096-345-3843

玉名脳神経外科医院

TEL　0968-75-1511　FAX　0968-75-1515

〒861-2233　上益城郡益城町惣領1316 〒861-2101　熊本市東区桜木1丁目6-8

TEL　096-367-6014

医療法人赤髭会 高本脳神経外科医院

TEL　096-289-0088　FAX　096-289-0007

Email　akahige0077@icloud.com

〒820-0069　飯塚市宮町1-8 〒820-0001　飯塚市鯰田2525-36

TEL　0948-25-3657

梶原クリニック

TEL　0948-24-2312　FAX　0948-24-2392

Email　kcnsaim@bell.ocn.ne.jp

〒814-0171　福岡市早良区野芥1丁目2-36 〒814-0133　福岡市城南区七隈6丁目13-1-401

福西会病院 脳神経外科 TEL　092-834-8655

TEL　092-861-2780　FAX　092-861-2111 Email　ifuwa@nifty.com

Email　isao.fuwa@fukuseikai-hp.or.jp

〒862-0946　熊本市東区画図町所島135-1 同　左

TEL　096-379-9204　FAX　096-379-5005

そのだ脳神経外科消化器内科

TEL　096-379-3888　FAX　096-379-6001 Email　sonohiro@mtj.biglobe.ne.jp

Email　info@sonoda-clinic.com

不破　功 熊大 昭53 昭53.6

園田　寛 熊大 昭54 昭54.6

髙本憲治 熊大 昭51 昭51.12

梶原秀彦 熊大 昭53 昭53.6

平田好文 熊大 昭51 昭51.7

山口俊朗 熊大 昭51 昭51.12

永廣信治 熊大 昭51 昭51.7



〒862-0922　熊本市東区三郎1丁目12-25 〒860-0082　熊本市西区池田1丁目2-25

TEL　096-353-0889

桜十字熊本東病院 病院長

Email　Masaki.M@Vir.bbiq.jp

TEL　096-383-5555　FAX　096-383-5540

Email　m.miura@sakurajyuji.jp

〒859-3223　佐世保市広田1丁目10-7 〒859-3223　佐世保市広田1丁目11-2

TEL　0956-38-8245　FAX　〃

松本脳神経外科医院

TEL　0956-39-1157　FAX　0956-39-1128 Email　matutaka@kbf.biglobe.ne.jp

Email　matutaka@kbf.biglobe.ne.jp

〒813-0017　福岡市東区香椎照葉3丁目5-1 〒859-3243　佐世保市ハウステンボス町4-37

福岡みらい病院 脳神経外科 ハウステンボスヒルズ III-406

TEL　0956-82-3121　FAX　〃

TEL　092-662-3001

Email　urasaki@e23.jp

〒860-0008　熊本市中央区二の丸1-5 〒862-0941　熊本市中央区出水7丁目66-2

TEL　096-379-7867

独立行政法人 国立病院機構 熊本医療センター 脳神経外科

TEL　096-353-6501　FAX　096-325-2519 Email　tada@fg7.so-net.ne.jp

Email　ootsuka.tadahiro.eq@mail.hosp.go.jp

〒795-8505　愛媛県大洲市東大洲1563-1 〒795-0064　愛媛県大洲市東大洲576-1-601

TEL　0893-57-9120

喜多医師会病院 脳神経外科

TEL　0893-25-0535

Email　kochim625@gmail.com

〒808-0144　北九州市若松区高須東4丁目3-34

医療法人 末吉脳神経外科医院

TEL　093-742-3221　FAX　093-742-3222
〒807-0871　北九州市八幡西区浅川学園台3-5-5

河内正人 熊大 昭55 昭55.6

末吉信之 熊大 昭55 昭55.6

浦崎永一郎 熊大 昭55 昭55.6

大塚忠弘 熊大 昭55 昭55.6

三浦正毅 熊大 昭54 昭54.6

松本隆司 熊大 昭54 昭55.6



Email　nobuyukisueyoshi@me.com

〒862-8505　熊本市東区東町4丁目1-60 〒862-0941　熊本市中央区出水3丁目7-34

TEL　096-221-3368　FAX　〃

熊本市立熊本市民病院 病院長

TEL　096-365-1711　FAX　096-365-1796 Email　akrtakada@yahoo.co.jp

Email　takada.akira@cityhosp-kumamoto.jp

〒862-0971　熊本市中央区大江1丁目12-24-303号

TEL　096-366-3234

Email　mafukushima096@yahoo.co.jp

〒861-4173　熊本市南区御幸木部1丁目1-1 〒860-0068　熊本市西区上代7丁目2-30

TEL　096-311-4016　FAX　096-311-4017

桜十字病院 脳神経外科

TEL　096-378-1111　FAX　096-378-1119 Email　ymihara-nsu@umin.net

Email　y.mihara@sakurajyuji.jp

〒863-0033　天草市東町101 〒863-0037　天草市諏訪町11-3

TEL　0969-23-3977　FAX　〃

独立行政法人 地域医療機能推進機構 天草中央総合病院 脳神
経外科

TEL　0969-22-0011　FAX　0969-24-2105

Email　yano-tatsushi@amakusa.jcho.go.jp

天草中央総合病院附属 介護老人保健施設

TEL　0969-22-2111　FAX　0969-22-0660

〒861-4193　熊本市南区近見5丁目3-1 〒811-0201　福岡市東区三苫7丁目22-13

TEL　090-6634-9901

済生会熊本病院 ガンマナイフセンター

TEL　096-351-8000　FAX　096-351-8053

Email　haruaki-yamamoto@saiseikaikumamoto.jp

〒869-1106　熊本県菊池郡菊陽町曲手760 〒862-0950　熊本市中央区水前寺2丁目1-35-1003

TEL　096-383-6460,  090-2504-9572　FAX　〃

熊本リハビリテーション病院 脳神経外科

TEL　096-232-3111　FAX　096-232-3116 Email　c-yadomi@docomo.ne.jp

Email　yadomi@kumareha.jp

山本東明 熊大 昭55 昭55.6

弥富親秀 熊大 昭55 昭55.6

三原洋祐 熊大 昭55 昭55.6

矢野辰志 熊大 昭55 昭55.6

〒807-0871　北九州市八幡西区浅川学園台3-5-5

髙田　明 熊大 昭55 昭55.6

福島正昭 鹿児島大 昭55 昭55.6

末吉信之 熊大 昭55 昭55.6



〒812-0026　福岡市博多区上川端町13-8  NTT博多
DOIMACHIビル2F

〒814-0003　福岡市早良区城西1-1-15-303

TEL　092-210-1203　FAX　〃

九州健康管理センター

Email　ssm.ysk@gmail.com

TEL　092-260-1212　FAX　092-260-1215

Email　susumu.yoshioka.tg@west.ntt.co.jp

〒770-8503　徳島市蔵本町2丁目50-1 〒862-0957　熊本市中央区菅原町14-1

TEL　096-364-3269　FAX　〃

徳島大学病院 パーキンソン病・ジストニア治療研究センター

TEL　088-633-9867

Email　sgoto@tokushima-u.ac.jp

〒899-0131　出水市明神町520 〒899-0131　出水市明神町123

TEL　0996-67-2021　FAX　〃

出水総合医療センター 病院長

TEL　0996-67-1611　FAX　0996-67-1661

Email　hseto-nsu@umin.ac.jp

〒893-0011　鹿屋市打馬1丁目11248-1 〒890-0031　鹿児島市武岡5丁目40-1

TEL　099-282-8745　FAX　〃

医療法人秋津会 徳田脳神経外科病院

TEL　0994-44-1119　FAX　0994-40-3155

Email　k-moroki@omega.ne.jp

〒861-5511　熊本市北区楠野町1067-1 〒861-0133　熊本市北区植木町滴水1652-9

TEL　096-272-1094　FAX　〃

医療法人社団郁栄会 北部脳神経外科・神経内科

TEL　096-275-2468　FAX　096-275-2466

Email　hokubu.nouge@themis.ocn.ne.jp

〒860-0068　熊本市西区上代7丁目29-20 〒860-0066　熊本市西区城山下代3丁目2番12号

TEL　096-227-6622　FAX　〃

西部脳神経外科内科

TEL　096-329-6611　FAX　096-329-6655

Email　seinou@axel.ocn.ne.jp

伊東山洋一 熊大 昭57 昭57.6

池田順一 熊大 昭57 昭57.6

瀬戸　弘 熊大 昭56 昭56.6

諸木浩一 熊大 昭56 昭56.6

吉岡　進 熊大 昭55 昭55.6

後藤　恵 熊大 昭56 昭56.6



〒860-0811　熊本市中央区本荘6丁目1-21 〒862-0950　熊本市中央区水前寺4丁目31-46-2

TEL　096-385-9488　FAX　〃

医療法人熊愛会 熊本脳神経外科病院

TEL　096-372-3911　FAX　096-362-5135 Email　nh-inoue-15@giga.ocn.ne.jp

Email　ninoue@knh.co.jp

〒862-0924　熊本市中央区帯山8丁目2-1 〒861-8039　熊本市東区長嶺南7丁目16-97

TEL　096-389-3617　FAX　〃

熊本託麻台リハビリテーション病院 脳神経外科

TEL　096-381-5111　FAX　096-381-5115 Email　masseym@s4.kcn-tv.ne.jp

Email　mmurakami@horio-kai.or.jp

〒861-8072　熊本市北区室園町12-10 〒861-4101　熊本市南区近見4丁目9-21

TEL　096-356-6201　FAX　〃

朝日野総合病院 脳神経外科

TEL　096-344-3000　FAX　096-343-7570 Email　ysaitoh88@yahoo.co.jp

Email　saito@asahino.or.jp

〒889-1692　宮崎市清武町木原5200 〒880-0841　宮崎市吉村町天神前甲143-15

TEL　0985-65-4688　FAX　〃

宮崎大学医学部 臨床神経科学講座 脳神経外科学分野

TEL　0985-85-3128　FAX　0985-84-4571 Email　hideotakeshima1@me.com

Email　take4ma@med.miyazaki-u.ac.jp

〒866-0861 熊本県八代市本町2丁目4番33号 〒862-0926　熊本市東区保田窪3-4-5

TEL　096-385-6663　FAX　〃

桜十字八代リハビリテーション病院 病院長

TEL　0965-32-2777　FAX　0965-32-2888 Email　tnishi2@me.com

Email　t.nishi@sakurajyuji.jp

〒861-8039　熊本市東区長嶺南2丁目1-1 〒861-8038　熊本市東区長嶺東7-5-15

TEL　096-389-1866　FAX　〃

熊本県赤十字血液センター 医務課

TEL　096-384-6000　FAX　096-381-5366 Email　takamurase@gmail.com

Email　takamura-nsu@umin.net

〒830-0011　久留米市旭町67 〒830-0023　久留米市中央町1-1-1809

TEL　090-7163-1010

森岡基浩 熊大 昭60 昭60.6

西　　徹 熊大 昭58 昭58.6

高村政志 熊大 昭59 昭59.6

斎藤義樹 熊大 昭58 昭58.6

竹島秀雄 熊大 昭58 昭58.6

井上信博 獨協医大 昭57 昭57.6

村上雅二 熊大 昭57 昭57.6



久留米大学 脳神経外科

TEL　0942-31-7570　FAX　0942-38-8179

Email　mmorioka@med.kurume-u.ac.jp

〒869-1108　菊池郡菊陽町光の森6丁目1-6 〒862-0920　熊本市東区月出2丁目6-50-1007

TEL　096-387-2227　FAX　〃

光の森脳神経外科内科

TEL　096-232-7711　FAX　096-232-7736 Email　stakaki@jcom.zaq.ne.jp

Email　stakaki@jcom.zaq.ne.jp

〒876-0047 大分県佐伯市鶴岡西町2-266 〒874-0838　別府市荘園2-1

TEL　0977-23-4417　FAX　〃

医療法人慈恵会 西田病院 脳神経外科

TEL　0972-22-0180　FAX　0972-22-7281

Email　mimata1955@gmail.com

〒866-8660　八代市通町10-10 〒862-0941　熊本市中央区出水5丁目7-58

TEL　096-362-6795　FAX　〃

独立行政法人地域医療機能推進機構 熊本総合病院 脳神経外科

TEL　0965-32-7111　FAX　0965-32-2772

Email　koga-kazunari@kumamoto.jcho.go.jp

〒869-1106　熊本県菊池郡菊陽町曲手760 〒861-2104　熊本市東区秋津2丁目5-15

TEL　096-367-5907　FAX　〃

熊本リハビリテーション病院 脳神経外科

TEL　096-232-3111　FAX　096-232-3119

Email　m-yamada@kumareha.jp

〒861-0533　山鹿市古閑984 〒861-0382　山鹿市方保田1073-1

TEL　0968-43-1200

医療法人至誠会 保利病院

TEL　0968-43-1212　FAX　0968-44-5176

Email　hori-hp@isis.ocn.ne.jp

〒861-1331　菊池市隈府494 〒861-8001　熊本市北区武蔵ヶ丘1-9-12

TEL　096-339-9268　FAX　〃

菊池中央病院 脳神経外科
曽山直宏 熊大 昭61 昭62.6

山田眞晴 熊大 昭61 昭61.6

保利哲也 愛知医大 昭59 昭61.6

三股　力 熊大 昭60 昭60.6

古賀一成 熊大 昭60 昭60.6

森岡基浩 熊大 昭60 昭60.6

髙木修一 熊大 昭60 昭60.6



TEL　0968-25-3141　FAX　0968-25-0879 Email　soyama6@yahoo.co.jp

Email　soyama6@yahoo.co.jp

〒869-2225　阿蘇市黒川1266 〒861-4101　熊本市南区近見8-5-86

TEL　096-323-4715

阿蘇医療センター 病院長

TEL　0967-34-0311　FAX　0967-34-2273

Email　kai-y@aso-mc.jp

(故) 古後佳生 熊大 昭62 昭62.6 平成26年11月6日ご逝去

〒860-0068　熊本市西区上代2-2-25 〒862-0972　熊本市中央区新大江3丁目14-65

TEL　096-285-1013

上代成城病院

Email 　k.suginohara@gmail.com

TEL　096-356-1515  FAX　096-356-1516

Email　suginohara@k-seijo.or.jp

〒811-1313　福岡市南区曰佐5丁目3-15 〒815-0083　福岡市南区高宮3丁目3-1

福岡脳神経外科病院 ピア高宮N棟 1001号

TEL　092-558-0081  FAX　092-558-0018

Email　yanoshige7@gmail.com

〒861-4193　熊本市南区近見5丁目3-1 〒862-0963　熊本市南区出仲間4丁目24-10

TEL　096-370-4987　FAX　〃

済生会熊本病院 脳卒中センター 脳神経外科

TEL　096-351-8000　FAX　096-326-3045 Email　KHC04160@nifty.com

Email　shigeo-yamashiro@saiseikaikumamoto.jp

〒870-0127　大分市森町250-7 〒870-0870　大分市季の坂3-7-7

TEL　097-529-5587

河野脳神経外科病院

TEL　097-521-2000　FAX　097-521-0420 Email　kimisatou-nsu@umin.net

Email　kimisatou-nsu@umin.net

〒840-0016　佐賀市南佐賀１丁目17-1 〒860-0842　熊本市中央区南千反畑町1-1

TEL　096-326-0555

佐賀リハビリテーション病院
小山太郎 熊大 平元 平元.6

山城重雄 熊大 昭63 昭63.6

佐藤公則 熊大 昭63 平元.6

杉之原賢治 熊大 昭61 昭63.6

矢野茂敏 熊大 昭63 昭63.6

曽山直宏 熊大 昭61 昭62.6

甲斐　豊 熊大 昭62 昭62.6



TEL　0952-25-0231　FAX　0952-26-6699

(故) 賀来隆之 熊大 平元 平元.6 平成26年1月10日ご逝去

〒860-0811　熊本市中央区本荘5丁目16-10 〒862-0949　熊本市中央区国府3丁目12-81

 TEL　096-285-5138

熊本地域医療センター 脳神経外科

TEL　096-363-3311　FAX　096-362-0222

Email　kitamura-nsu@umin.net

〒860-0068　熊本市西区上代2-2-25 〒862-0950　熊本市中央区水前寺2丁目17-1-1001

TEL　096-382-3762　FAX　〃

上代成城病院

Email　kurino-nsu@umin.ac.jp

TEL　096-356-1515  FAX　096-356-1516

Email　kurino-nsu@umin.ac.jp

〒861-0533　山鹿市古閑984 〒862-0969　熊本市南区良町2丁目5-101

TEL　096-379-1502　FAX　〃

医療法人至誠会 保利病院 脳神経外科

TEL　0968-43-1212　FAX　0968-44-5176

Email　korematsu-nsu@umin.ac.jp

〒866-0861 熊本県八代市本町2丁目4番33号 〒860-0822　熊本市中央区本山町106-1207

TEL　096-342-4808

桜十字八代リハビリテーション病院

TEL　0965-32-2777　FAX　0965-32-2888

Email　satokyoa@yahoo.co.jp

〒861-8520　熊本市東区長嶺南2丁目1-1 〒861-8039

熊本赤十字病院 脳神経外科 熊本市東区長嶺南3丁目7−119　205

TEL　096-384-2111　FAX　096-384-3939

Email　todayan2@gmail.com

〒879-7111　大分県豊後大野市三重町赤嶺1250-1 〒870-0875　大分市青葉台3-19-18

TEL　097-543-8810　FAX　〃

帰巖会みえ病院 脳神経外科
濱田一也 熊大 平元 平元.6

佐藤恭一 熊大 平元 平元.6

戸高健臣 熊大 平元 平元.6

栗野雅仁 熊大 平元 平元.6

是松幸二郎 熊大 平元 平元.6

小山太郎 熊大 平元 平元.6

北村伊佐雄 熊大 平元 平元.6



TEL　0974-22-2222　FAX　0974-22-0222

Email　k-hamada@kigankai.or.jp

〒861-0136　熊本市北区植木町岩野285-29 〒861-0135　熊本市北区植木町一木673-8

TEL　096-273-0585　FAX　〃

熊本市立 植木病院 脳神経外科

Email　yoshizato-nsu@nifty.com

TEL：096-273-2111 FAX：096-272-2117

Email　yoshizato-nsu@nifty.com

〒874-8538　別府市大字鶴見3898 〒870-0821　大分市志手1-3

国家公務員共済組合連合会 新別府病院 脳神経外科 バンビーニ春日401号

TEL　0977-22-0391　FAX　0977-26-4170 TEL　097-585-5915　FAX　〃

Email　hichimura-nsu@umin.ac.jp

〒861-4172 熊本市南区御幸笛田6丁目7-40 〒862-0950　熊本市中央区水前寺3丁目40-20

TEL　096-384-0158

医療法人博光会 御幸病院

TEL　096-378-1166　FAX　096-378-1762

〒830-0011　久留米市旭町67 〒862-0972　熊本市中央区新大江2丁目3-12

TEL　096-366-7088　FAX　〃

久留米大学 脳神経外科

TEL　0942-31-7570　FAX　0942-38-8179

Email　hnakamur@med.kurume-u.ac.jp

〒866-8533　八代市竹原町1670 〒862-0963　熊本市南区出仲間5丁目2-41

TEL　090-9479-7606

熊本労災病院 脳神経外科

TEL　0965-33-4151　FAX　0965-35-4874

Email　yasuyukihitoshi1@me.com

〒862-8505 〒861-2118　熊本市東区花立2丁目7-1

TEL　096-360-5413

熊本市東区東町4丁目1-60

熊本市立熊本市民病院 脳神経外科
牧野敬史 熊大 平2 平2.6

中村英夫 熊大 平2 平2.6

等　泰之 熊大 平2 平2.6

市村　誉 熊大 平2 平2.6

木村　浩 熊大 平2 平2.6

濱田一也 熊大 平元 平元.6

吉里公夫 宮崎医大 平元 平元.6



TEL　096-365-1711　FAX　096-365-1796

Email　kmakino-nsu@umin.org

〒861-8528　熊本市東区長嶺南2丁目1-1 〒862-0920　熊本市東区月出4丁目5-8

TEL　096-382-5267

日本赤十字社 熊本健康管理センター

TEL　096-384-3100　FAX　096-387-8278

Email　keizo@orange.ocn.ne.jp

〒743-0063　山口県光市島田2丁目22-16 〒743-0013　山口県光市中央5丁目2-19

光中央病院 脳神経外科 エクリュC棟

TEL　0833-72-0676 　FAX　0833-72-0789

Email　makotoyoshikawa09@gmail.com

〒861-5598 熊本市北区和泉町325 〒861-2236　上益城郡益城町大字広崎937-11

TEL　096-289-3192

熊本保健科学大学 保健科学部 リハビリテーション学科 言語
聴覚学専攻

TEL　096-275-2111

Email　yamadakazu1202@gmail.com

〒861-4214　熊本市南区城南町舞原無番地 〒862-0941　熊本市中央区出水8丁目29-9-1

TEL　096-361-0299　FAX　〃

くまもと南部広域病院 脳神経外科

TEL　0964-28-2555　FAX　0964-28-4849

Email　azumakimura2002@yahoo.co.jp

〒252-0374　神奈川県相模原市南区北里1-15-1 〒252-0234　神奈川県相模原市中央区共和1丁目3-33-119

北里大学医学部 脳神経外科 TEL　042-752-8225

TEL　042-778-9337　FAX　042-778-7788

 Email　thide@med.kitasato-u.ac.jp

(故) 岡村　朗 宮崎医大 平2 平4.6 平成13年7月14日ご逝去

〒861-8041　熊本市東区戸島2丁目3-15 〒860-0083　熊本市北区大窪4-5-10

紀　武志 熊大 平4 平4.6

木村貴弘 熊大 平3 平3.6

秀　拓一郎 熊大 平3 平3.6

吉川　真 熊大 平2 平2.6

山田和慶 熊大 平元 平3.6

牧野敬史 熊大 平2 平2.6

山本恵三 熊大 平2 平2.6



TEL　096-345-0941

くまもと成仁病院 脳神経外科

TEL　096-380-7011　FAX　096-380-9223

Email　kino.t@seijinkai-net.jp

〒861-8520　熊本市東区長嶺南2丁目1-1 〒862-0975　熊本市中央区新屋敷2丁目13-24

TEL　096-362-8857

熊本赤十字病院 脳神経外科

TEL　096-384-2111　FAX　096-384-3939 Email　shuhasegawa@hotmail.com

Email　shasegawa@kumamoto-med.jrc.or.jp

〒861-4193　熊本市南区近見5丁目3-1 〒869-0502　宇城市松橋町松橋803-1

TEL　0964-32-2432　FAX　〃

済生会熊本病院 脳神経外科ガンマナイフ治療室

TEL　096-351-8000　FAX　096-351-8053 Email　tgoto@ae.auone-net.jp

Email　tomoaki-goto@saiseikaikumamoto.jp

〒830-0011　久留米市旭町67 〒861-8039　熊本市東区長嶺南7-19-28

TEL　096-285-4656

久留米大学 脳神経外科

TEL　0942-31-7570　FAX　0942-38-8179

Email　tkawano-nsu@umin.net

〒861-8034　熊本市東区八反田3丁目20番1号 〒862-0941　熊本市中央区出水8丁目32-37

TEL　096-363-2377

西日本病院 脳神経外科

TEL　096-380-1111　FAX　096-380-0539

Email　4024614@doc-net.or.jp

〒750-0064　下関市今浦町9-6 〒813-0017　福岡市東区香椎照葉3丁目2番7

下関リハビリテーション病院 アイタワー1901号

TEL　083-232-5811　FAX　083-232-0219

TEL　090-2850-3744

Email　kmttada@aol.com

Email　kmttada@aol.com

〒882-0835　延岡市新小路2丁目1-10

西川重幸 熊大 平5 平5.6 〒882-0872　延岡市愛宕町2-17　A-2

白石昭司 熊大 平5 平5.6

多田建智 熊大 平5 平5.6

後藤智明 熊大 平4 平5.6

河野隆幸 熊大 平5 平5.6

紀　武志 熊大 平4 平4.6

長谷川　秀 熊大 平4 平4.6



宮崎県立延岡病院 脳神経外科

TEL　0982-32-6181　FAX　0982-32-6759

Email　nishigeyuki@gmail.com

医局 〒862-0907　熊本市東区水源2丁目26-2

Email　thamasaki-nsu@umin.ac.jp TEL　090-7298-4496

〒857-8575　佐世保市島地町10番17号 〒839-0862　久留米市野中町1135

佐世保共済病院 脳神経外科 サングレート野中II-501

TEL　080-1733-4828

TEL  0956-22-5136　FAX　096-344-3312

Email　nouge.93213@icloud.com

〒861-8072 熊本市北区室園町10-17 〒862-0924　熊本市中央区帯山1丁目4-22

TEL　096-387-6599　FAX　〃

くまもと成城病院 脳神経外科

Email　gbh11657@nifty.ne.jp

TEL  096-344-3311　FAX　096-344-3312

Email　gbh11657@nifty.ne.jp

〒862-0924　熊本市中央区帯山8丁目2-1 〒862-0963　熊本市南区出仲間6丁目14-20-10

TEL　096-379-3323

熊本託麻台リハビリテーション病院 脳神経外科

TEL　096-381-5111　FAX　096-381-5115 Email　nao70_yuiui25@me.com

Email　kunitoku@horio-kai.or.jp

〒162-8666　東京都新宿区河田町8-1 〒158-0094　東京都世田谷区玉川1-15-2-3303

東京女子医科大学病院 脳神経外科 Email　mnittadfci@gmail.com

TEL　03-3353-8111　FAX　03-5269-7438

〒864-0041　荒尾市荒尾2600 〒862-0972　熊本市中央区新大江1丁目25-27

荒尾市民病院 脳神経外科 パークマンション熊高正門前1407号

TEL　0968-63-1115　FAX　0968-63-1147 TEL　096-288-2169

Email　tmizuno@hospital.arao.kumamoto.jp

〒745-0122　山口県周南市大字須々万本郷29-1 〒745-0071　山口県周南市岐山通3-12-2-207

TEL　0834-22-2267　FAX　〃

周南高原病院

水野隆正 熊大 平6 平6.6

上領孝典 熊大 平7 平7.5

國徳尚子 熊大 平6 平6.6

新田雅之 熊大 平6 平6.6

尾藤昭次 奈良医大 平5 平5.6

築城裕正 熊大 平3 平6.4

西川重幸 熊大 平5 平5.6 〒882-0872　延岡市愛宕町2-17　A-2

浜崎　禎 熊大 平5 平5.6



TEL　0834-88-0391　FAX　0834-88-0074 Email　tkamiryo-nsu@umin.org

Email　tkamiryo-nsu@umin.org

〒860-0811　熊本市中央区本荘6丁目1-21 〒861-5251　熊本市南区今町167-4

TEL　096-245-7146

医療法人熊愛会 熊本脳神経外科病院

TEL　096-372-3911　FAX　096-362-5135 Email　kk-osamu@ja2.so-net.ne.jp

〒893-0011　鹿屋市打馬1丁目11248-1 〒893-0015　鹿屋市新川町175-13

TEL　0994-45-4477　FAX　〃

医療法人秋津会 徳田脳神経外科病院

TEL　0994-44-1119　FAX　0994-40-3155

Email　hakihito@omega.ne.jp

医局 〒862-0913　熊本市東区尾ノ上1-43-1

Email　nshinojima@kuh.kumamoto-u.ac.jp TEL　090-9480-0182

〒867-0041　水俣市天神町1丁目2-1 〒862-0963　熊本市南区出仲間3丁目4-53

TEL　090-8403-1480

国保水俣市立総合医療センター 脳神経外科

Email　seijitajiri@yahoo.co.jp

TEL　0966-63-2101　FAX　0966-63-1393

Email　seijitajiri@yahoo.co.jp

〒831-8501 福岡県大川市榎津137-1 〒862-0975　熊本市中央区新屋敷2丁目5-14

TEL　096-362-5582

国際医療福祉大学 薬学部

TEL　0944-89-2000　FAX　0944-89-2001

Email　yhasegawa@iuhw.ac.jp

医局

Email　ohmori4497@gmail.com

上田泰明 熊大 平10 平10.5

医局 〒862-0972　熊本市中央区新大江2丁目4-24

Email　jukuroda@kumamoto-u.ac.jp TEL　096-297-8218　FAX　〃

Email　jukuroda@hotmail.co.jp

〒862-0922　熊本市東区三郎1丁目12-25 〒862-0956　熊本市中央区水前寺公園27-15

〒860-0073　熊本市中央区島崎1丁目24-33

黒田順一郎 熊大 平10 平10.5

前田達観 宮崎医大 平10 平10.5

長谷川　雄 愛媛大 平9 平9.5

大森雄樹 熊大 平9 平10.5

篠島直樹 熊大 平8 平8.6

田尻征治 香川医大 平9 平9.5

小林　修 熊大 平8 平8.5

橋口昭人 熊大 平8 平8.5

上領孝典 熊大 平7 平7.5



TEL　096-223-6289

桜十字熊本東病院

TEL　096-383-5555　FAX　096-383-5540 Email　ta.maeda@f4.dion.ne.jp

Email　t.maeda@sakurajyuji.jp

〒861-4157　熊本市南区富合町古閑1012 〒862-0963　熊本市南区出仲間4丁目19-20

TEL　096-379-2908

にしくまもと病院

Email　junm0131@yahoo.co.jp

TEL　096-358-1118　FAX　096-358-1099

Email　junm0131@yahoo.co.jp

〒142-0052　東京都品川区東中延1丁目11-21-401号

Email　phgks233@yahoo.co.jp

(故) 吉田晋介 鳥取大 平8 平11.5 平成19年10月24日ご逝去

〒861-8520　熊本市東区長嶺南2丁目1-1 〒862-0971　熊本市中央区大江6丁目1-60-503

熊本赤十字病院 脳神経外科 Email　mareina.kudo@gmail.com

TEL　096-384-2111　FAX　096-384-3939

Email　mareina.kudo@gmail.com

〒868-8555　人吉市老神町35 〒862-0924　熊本市中央区帯山4丁目13-28

TEL　096-384-1185

独立行政法人地域医療機能推進機構 人吉医療センター 脳神経
外科

TEL　0966-22-2191　FAX　0966-24-2116

Email　daisuke-muta@saiseikaikumamoto.jp

医局 〒862-0926　熊本市中央区保田窪2-4-17

Email　ssrxf040@yahoo.co.jp サーパス保田窪601号

TEL　096-385-8128

Email　ssrxf040@yahoo.co.jp

医局 〒862-0955　熊本市中央区神水本町7番23号

大田和貴 熊大 平12 平12.5

竹崎達也 熊大 平12 平12.5

工藤真励奈 熊大 平11 平11.5

牟田大助 熊大 平11 平11.5

松元　淳 島根医大 平10 平10.5

吉永　豊 熊大 平10 平10.5

前田達観 宮崎医大 平10 平10.5



TEL　096-383-5611

Email　ttakezaki@mac.com

Email　ttakezaki@mac.com

〒863-0046　天草市亀場町食場854-1 〒862-0950　熊本市中央区水前寺2丁目17-1

一般社団法人天草郡市医師会立 天草地域医療センター 脳神経
外科

D'クラディア水前寺903号

TEL　0969-24-4111　FAX　0969-23-4086

Email　tsubota11@yahoo.co.jp

Email　tsubota11@yahoo.co.jp

〒860-0856　熊本市中央区妙体寺町5-2

医療法人・博和会 桜間脳神経外科

TEL　096-343-2511　FAX　096-343-5110

Email　sakurama.0326@outlook.jp

〒874-8538　別府市大字鶴見3898 〒874-0915　別府市桜ヶ丘6組

TEL　0977-75-9482

国家公務員共済組合連合会 新別府病院 脳神経外科

TEL　0977-22-0391　FAX　0977-26-4170 Email　hamakiyo1220@hotmail.com

Email　hamakiyo1220@hotmail.com

医局 〒862-0963　熊本市南区出仲間6-12-25

TEL　090-2855-8055

Email　kakuyasuyuki@yahoo.co.jp

Email　kakuyasuyuki@yahoo.co.jp

〒882-0835　延岡市新小路2丁目1-10 〒862-0956　熊本市中央区水前寺公園26-25

TEL　090-9578-7058

宮崎県立延岡病院 脳神経外科

Email　ytkedy@gmail.com

TEL　0982-32-6181　FAX　0982-32-6759

Email　ytkedy@gmail.com

〒866-8660　八代市通町10-10 〒862-0924　熊本市中央区帯山1丁目9-17

TEL　090-9070-4571

独立行政法人地域医療機能推進機構 熊本総合病院 脳神経外科

TEL　0965-32-7111　FAX　0965-32-2772 Email　shigeoanai@hotmail.co.jp

植田　裕 熊大 平15 平15.5

穴井茂雄 鹿児島大 平16 平18.4

同　左

濵崎清利 熊大 平14 平14.5

賀耒泰之 大分医大 平14 平14.5

坪田誠之 琉球大 平12 平12.5

櫻間智孝 帝京大 平14 平14.5

竹崎達也 熊大 平12 平12.5



Email　shigeoanai@hotmail.co.jp

〒861-4193　熊本市南区近見5丁目3-1 〒862-0962　熊本市南区田迎1丁目1-37

済生会熊本病院 脳卒中センター 脳神経外科 シャーメゾンフルール103号

TEL　096-351-8000　FAX　096-326-3045 TEL　090-4997-2847

Email　kenuekawa@gmail.com Email　kenuekawa@gmail.com

〒820-0045　飯塚市花瀬87-1 〒820-0045　飯塚市花瀬91-3

TEL　0948-43-8456　FAX　〃

医療法人洗心会 児嶋病院

TEL　0948-22-1498　FAX　0948-28-8131 Email　hgbnc837@yahoo.co.jp

Email　hgbnc837@yahoo.co.jp

〒860-0008　熊本市中央区二の丸1-5 〒862-0971　熊本市中央区大江2丁目20-22

TEL　090-4180-0820

独立行政法人国立病院機構 熊本医療センター 脳神経外科

TEL　096-353-6501　FAX　096-325-2519

Email　tnakagawa430@gmail.com

賀耒藍子 〒861-4173　熊本市南区御幸木部1丁目1-1 〒862-0963　熊本市南区出仲間6-12-25

　(旧姓: 早﨑) 桜十字病院 脳神経外科 Email　hyskrun@gmail.com

TEL　096-378-1111　FAX　096-378-1119

Email　hyskrun@gmail.com

〒861-4193　熊本市南区近見5丁目3-1 〒860-0047　熊本市西区春日1丁目14番3-1907

TEL　080-5209-9370

済生会熊本病院 脳卒中センター 脳神経外科

Email　t.amadatsu@gmail.com

TEL　096-351-8000　FAX　096-326-3045

Email　t.amadatsu@gmail.com

〒862-0965　熊本市南区田井島1-5-1 〒862-0956　熊本市中央区水前寺公園28-17

国家公務員共済組合連合会 熊本中央病院 脳神経外科 アペックス水前寺公園501号

TEL　096-370-3111　FAX　096-370-4017 TEL　090-7926-6930

笠毛太貴 熊大 平19 平21.4

中川隆志 信州大 平17 平19.4

熊大 平17 平19.4

天達俊博 熊大 平18 平20.4

植川　顕 佐賀医大 平16 平18.4

兒嶋良太 熊大 平17 平19.4

穴井茂雄 鹿児島大 平16 平18.4



Email　scmimic1029@gmail.com

〒277-8577　千葉県柏市柏の葉6-5-1 〒277-0885　千葉県柏市西原1-7-1

国立がん研究センター 先端医療開発センター 新薬開発分野 ソレイユ 107号

TEL　04-7133-1111(内線5418)　FAX　04-7134-6866 TEL　090-8322-2570

Email　hitakash@east.ncc.go.jp Email　h.takashima0925@gmail.com

〒860-0008　熊本市中央区二の丸1-5 〒862-0971　熊本市中央区大江2-2-1-1208

TEL　090-9560-4467

独立行政法人国立病院機構 熊本医療センター 脳神経外科

TEL　096-353-6501　FAX　096-325-2519

Email　yoshihiro_takesue@yahoo.co.jp

〒893-0011　鹿屋市打馬1丁目11248-1 〒862-0965　熊本市南区田井島3-4-19

TEL　090-6899-7271

医療法人秋津会 徳田脳神経外科病院

TEL　0994-44-1119　FAX　0994-40-3155

Email　yushintakemoto0129@gmail.com

豊国公子 〒192-0045　八王子市大和田町1-7-23 〒206-0034

　(旧姓: 溝井) 北原国際病院 脳神経外科 東京都多摩市鶴牧1-17

TEL　0426-456-1110　FAX　0426-456-1140 アルテヴィータ C-605

Email　m-masako@mue.biglobe.ne.jp

医局 〒862-0972　熊本市中央区新大江1丁目6-20

TEL　080-1731-7955

Email　hayashi_lucky@yahoo.co.jp

Email　hayashi_lucky@yahoo.co.jp

〒862-8505 TEL　090-6632-2177

熊本市東区東町4丁目1-60 Email　schwarz_k1216@yahoo.co.jp

熊本市立熊本市民病院 脳神経外科

TEL　096-365-1711　FAX　096-365-1796

大分大 平21 平23.4

林　建佑 熊大 平21 平23.4

藤本健二 熊大 平21 平23.4

武末吉広 熊大 平19 平22.4

岳元裕臣 鹿児島大 平21 平23.4

笠毛太貴 熊大 平19 平21.4

髙島大輝 熊大 平19 平21.4



Email　schwarz_k1216@yahoo.co.jp

医局 〒862-0912　熊本市東区錦ヶ丘15番24-2号

Email　tyamamoto0915@yahoo.co.jp TEL　090-6422-9889

Email　tyamamoto0915@yahoo.co.jp

医局 〒861-4156　熊本市南区富合町田尻677-1

Email　ryuhatimaru@gmail.com TEL　090-9768-3819

Email　ryuhatimaru@gmail.com 

〒113-8655  東京都文京区本郷7丁目 3-1 〒110-0015  東京都台東区東上野 2-7-2

東京大学大学院医学系研究科 脳神経外科学 ARTESSIMO 東上野 1201号

TEL　03-3815-5411　FAX　03-5800-8655 Email　h.uchikawa.1223@gmail.com

Email　h.uchikawa.1223@gmail.com

医局/ 細胞病理学分野 (大学院出向) 〒862-0976　熊本市中央区九品寺1-14-16

Email　keitaroukai@yahoo.co.jp ソフィア九品寺905号

TEL　080-5201-7329

医局 (大学院) 〒861-0133　熊本市北区植木町滴水1652-9

Email　i.takashi@gmail.com TEL　090-1879-3432

医局/ 生体機能薬理学分野 (大学院出向) 〒862-0960　熊本市東区下江津2丁目7-17

Email　koukid1219@yahoo.co.jp TEL　090-4777-1604

〒899-0131　出水市明神町520 〒860-0017　熊本市中央区練兵町13-7

出水総合医療センター 脳神経外科 シティライフ練兵町 1003号

TEL　0996-67-1611　FAX　0996-67-1661 TEL　090-3323-0012

Email　qqcb3tt9k@orion.ocn.ne.jp

〒864-0041　荒尾市荒尾2600

荒尾市民病院 脳神経外科

TEL　080-5249-6693

森川裕介 熊大 平23 平26.4

今岡幸弘 熊大 平25 平27.4

伊東山　剛 山口大 平23 平25.4

亀野功揮 熊大 平23 平25.4

内川裕貴 熊大 平22 平24.4

甲斐恵太郎 熊大 平22 平24.4

山本隆広 熊大 平21 平23.4

上田隆太 金沢医大 平22 平24.4

藤本健二 熊大 平21 平23.4



TEL　0968-63-1115　FAX　0968-63-1147

Email　yukihiro.imaoka@gmail.com

医局 (大学院)

Email　yuki.take4ma@gmail.com

医局 (大学院)

Email　mj_1593_mj@yahoo.co.jp

〒861-4193　熊本市南区近見5丁目3-1

済生会熊本病院 脳卒中センター 脳神経外科

TEL　096-351-8000　FAX　096-326-3045

Email　lemeridien1520@gmail.com

〒866-0861 熊本県八代市本町2丁目4番33号 〒866-0883　八代市松江町167-1

桜十字八代リハビリテーション病院 TEL　090-7450-5954

TEL　0965-32-2777　FAX　0965-32-2888

Email　tayumi0811@gmail.com

医局

Email　suekiti.com@i.softbank.jp

舍川健史 〒866-8533　八代市竹原町1670

　(とねがわ たけし) 熊本労災病院 脳神経外科

TEL　0965-33-4151　FAX　0965-35-4874

Email　ginntama1231@i.softbank.jp

〒866-8660　八代市通町10-10

独立行政法人地域医療機能推進機構 熊本総合病院 脳神経外科

井上博貴 熊大 平27 平29.4 TEL　090-5081-4539

末吉博之 熊大 平26 平28.4 TEL　090-7441-9372

宮崎大 平26 平28.4 TEL　090-6299-2938

松﨑啓亮 熊大 平25 平27.4 TEL　090-5747-9798

村上あゆみ 宮崎大 平25 平27.4

TEL　080-5249-6693

竹島裕貴 熊大 平25 平27.4 TEL　090-3602-5350

松浦　任 熊大 平25 平27.4 TEL　080-4318-1593

今岡幸弘 熊大 平25 平27.4



TEL　0965-32-7111　FAX　0965-32-2772

Email　hiro2866@gmail.com

〒874-8538　別府市大字鶴見3898

国家公務員共済組合連合会 新別府病院 脳神経外科 TEL

0977-22-0391　FAX　0977-26-4170

Email　rhabdoviruses@yahoo.co.jp

〒861-8520　熊本市東区長嶺南2丁目1-1 〒862-0925

熊本赤十字病院 脳神経外科 熊本市東区保田窪本町19-1

TEL　096-384-2111　FAX　096-384-3939 シャーメゾンクレスト 201号

Email　simp.sinp.simp@gmail.com TEL　080-5402-3231

〒863-0046　天草市亀場町食場854-1

一般社団法人天草郡市医師会立 天草地域医療センター 脳神経
外科

TEL　0969-24-4111　FAX　0969-23-4086

Email　ryotakashima121@gmail.com

〒893-0011　鹿屋市打馬1丁目11248-1

医療法人秋津会 徳田脳神経外科病院

TEL　0994-44-1119　FAX　0994-40-3155

Email　tassy0903@gmail.com

〒868-8555　人吉市老神町35

独立行政法人地域医療機能推進機構 人吉医療センター 脳神経
外科

TEL　0966-22-2191　FAX　0966-24-2116

Email　yuuki.nakagaki@icloud.com

TEL　090-3193-5723

田嶋恒三 熊大 平28 平30.4 TEL　090-8836-4997

中垣祐紀 熊大 平28 平30.4 TEL　090-3608-2817

坪木辰平 熊大 平27 平29.4

髙島　諒 宮崎大 平28 平30.4

井上博貴 熊大 平27 平29.4 TEL　090-5081-4539

佐々木謙輔 琉球大 平27 平29.4 TEL　070-5487-9029



〒882-0835　延岡市新小路2丁目1-10

宮崎県立延岡病院 脳神経外科

TEL　0982-32-6181　FAX　0982-32-6759

Email　harry212weekend@yahoo.co.jp

〒863-0046　天草市亀場町食場854-1

一般社団法人天草郡市医師会立 天草地域医療センター 脳神経
外科

TEL　0969-24-4111　FAX　0969-23-4086

Email　r.arcturus@gmail.com

潟山高士 医局 〒862-0948

　(かたやま たかし) Email　takashi1980@live.jp 熊本市中央区国府本町2-1

グランフィーネ国府 1104号

TEL　090-7465-6780

〒867-0041　水俣市天神町1丁目2-1 〒862-0976　熊本市中央区九品寺3丁目17-19

国保水俣市立総合医療センター 脳神経外科 NiceマンションST九品寺 206号

TEL　0966-63-2101　FAX　0966-63-1393

Email　freedom_tattyann811@yahoo.co.jp

〒861-8520　熊本市東区長嶺南2丁目1-1 〒862-0957　熊本市中央区菅原町7-21

熊本赤十字病院 脳神経外科 オンブラージュ白山 601号

TEL　096-384-2111　FAX　096-384-3939 TEL　090-1976-8161

Email　tanosiku.sugosoukana@gmail.com

〒860-0008　熊本市中央区二の丸1-5 〒862-0976　熊本市中央区九品寺1-14-16

独立行政法人国立病院機構 熊本医療センター 脳神経外科 ソフィア九品寺 908号

宮﨑愛里 熊大 平29 平31.4

久留米大 平28 平31.4

河野達哉  熊大 平29 平31.4

徳田高穂 熊大 平29 平31.4

水上秀紀 熊大 平28 平30.4 TEL　080-5248-6256

山村理仁 熊大 平28 平30.4 TEL　080-2728-2387



TEL　096-353-6501　FAX　096-325-2519 TEL　080-1749-1686

Email　airienoki@gmail.com

〒861-4193　熊本市南区近見5丁目3-1 〒860-0822　熊本市中央区本山町221-2

済生会熊本病院 脳卒中センター 脳神経外科 LIBTH平成駅前 1305号

TEL　096-351-8000　FAX　096-326-3045 TEL　080-4282-1880

Email　annehawks188@yahoo.co.jp

医局

Email　iktgnk1016@gmail.com

医局

Email　ballde6snsk@icloud.com

医局

Email　tsugu5273@gmail.com

医局

Email　haradakeisuke0904@outlook.jp

斎藤大嗣 九州大 平30 令2.4 TEL　090-5720-6702

原田圭輔 山口大 平30 令2.4 TEL　090-2862-2329

生田源起 熊大 平30 令2.4 TEL　090-7296-9679

泉　俊介 熊大 平30 令2.4 TEL　090-8396-3532

宮﨑愛里 熊大 平29 平31.4

村井 晏 熊大 平29 平31.4


