日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会 補聴器相談医名簿
熊本県

50名
（2021年8月1日現在）

氏名
青山 猛

郵便番号

所在地

施設名

電話番号

860-0067 熊本市西区 城山大塘 １－２４－１９

城山耳鼻咽喉科

096-329-0888

浅井 栄敏

861-8520 熊本市東区 長嶺南 ２－１－１

熊本赤十字病院

096-384-2111

池嵜 祥司

861-8003 熊本市北区 楠 ７－１５－１

武蔵ヶ丘病院

096-339-1161

伊藤 恵子

861-8034 熊本市東区 八反田 ３丁目２０番１号

西日本病院

096-380-1111

伊牟田 美晴

869-1235 菊池郡 菊陽町 原水２９２１番地

熊本セントラル病院

096-340-5001

犬童 直哉

868-0501 球磨郡 多良木町多良木 ２８３４

犬童耳鼻咽喉科

0966-43-0777

上野 博史

866-0861 八代市 本町 ２丁目３番４９号

上野耳鼻咽喉科医院

0965-34-1814

江浦 正郎

869-1235 菊池郡 大津町室 ２１０－６

えうら耳鼻咽喉科クリニック

096-340-3387

江崎 秀夫

864-0041 荒尾市 荒尾 ２０１８－１

江崎耳鼻咽喉科クリニック

0968-64-5533

緒方 憲久

860-0006 熊本市中央区 段山本町 ６－１

かみくまもと耳鼻咽喉科

096-288-3387

865-0065 玉名市 築地 ３３３－１

おやまだ耳鼻咽喉科クリニック

0968-71-0808

860-8556 熊本市中央区 本荘 １－１－１

熊本大学医学部附属病院

096-373-5255

861-2233 上益城郡 益城町惣領 １３０８－３

ましき耳鼻咽喉科クリニック

096-287-8733

神﨑 順徳

866-8660 八代市 通町 １０番１０号

JCHO熊本総合病院

0965-32-7111

唐木 將行

860-0814 熊本市中央区 琴平本町 ３−５４−２

唐木クリニック

096-366-1187

唐木 りえ

860-0814 熊本市中央区 琴平本町 ３番５４ ２号

唐木クリニック

096-366-1187

君付 隆

862-0976 熊本市中央区 九品寺 ５－７－１２

鳥谷医院

096-371-9660

草場 雅子

869-0407 宇土市 松原町 ３５－８

皮ふ科耳鼻咽喉科草場医院

0964-23-5851

楠元 聡太

861-5504 熊本市北区 小糸山町 ７５９

医療法人 寺尾病院

096-272-0601

熊谷 譲

860-0848 熊本市中央区 南坪井町 ４－１９

熊谷耳鼻咽喉科医院

096-352-1521

後藤 英功

869-0503 宇城市 松橋町 きらら２－２－１５

松橋耳鼻咽喉科・内科クリニック

0964-33-4133

齋藤 龍也

862-0954 熊本市中央区 神水 １－３３－１６

斉藤耳鼻咽喉科医院

096-381-5375

坂田 一成

864-0033 荒尾市 緑ケ丘 ２丁目４－１

さかた耳鼻咽喉科クリニック

0968-69-3310

坂田 淳一

861-3101 上益城郡 嘉島町なまず １８３４－１

さかた耳鼻咽喉科

096-237-4133

佐生 秀幸

862-0942 熊本市東区 江津 ４－５－１

江津耳鼻咽喉科・アレルギー科クリニック

096-370-8770

定永 恭明

862-0952 熊本市東区 京塚本町 ７－１７

定永耳鼻咽喉科クリニック

096-386-2855

鮫島 靖浩

860-8518 熊本市北区 山室 ６－８－１

社会医療法人 寿量会 熊本機能病院

096-345-8111

861-8072 熊本市北区 室園町 １２番１０号

朝日野総合病院

096-344-3000

861-1102 合志市 須屋 ２５２６－１

副島耳鼻咽喉科クリニック

096-249-1777

862-0926 熊本市東区 保田窪 ５－１０－２６

髙村耳鼻咽喉科医院

096-382-8700

竹村 考史

861-8003 熊本市北区 楠 ８－８－８

たけむら耳鼻咽喉科クリニック

096-338-4133

千年 紘子

869-1235 菊池郡 大津町室 ９５５

熊本セントラル病院

096-293-0555

友永 和宏

868-0037 人吉市 南泉田町 １２０

豊泉会 豊永耳鼻咽喉科医院

0966-22-2031

小山田 幸夫
折田 頼尚
桂 文裕

菅村 真由美
副島 邦彦
髙村 惇
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氏名

郵便番号

所在地

施設名

電話番号

鳥谷 龍三

862-0976 熊本市中央区 九品寺 ５－７－１２

鳥谷医院

096-371-9660

中本 哲也

865-0015 玉名市 亀甲 １７０

医療法人恵生会大礒耳鼻咽喉科医院

0968-73-4133

862-0920 熊本市 東区月出 ５丁目４－８

熊本東耳鼻咽喉科クリニック

096-367-8688

861-8075 熊本市北区 清水新地 ３丁目１－２３

熊本未来クリニック

096-386-3386

幡手 宏匡

867-0041 水俣市 天神町 １－４－１０

天神耳鼻咽喉科

0966-62-8733

幡手 厳諭

869-0421 宇土市 南段原町 ２６－１

幡手耳鼻咽喉科クリニック

0964-24-1187

春野 尊

866-0865 八代市 北の丸町 ３－３７

春野医院

0965-35-6111

春野 博一

866-0865 八代市 北の丸町 ３－３７

春野医院

0965-35-6111

廣重 徳子

862-0921 熊本市東区 新外 ２－５－１２

広重耳鼻咽喉科医院

096-368-6110

福永 博之

862-0975 熊本市中央区 新屋敷 １－２１－７

医療法人福永会 福永耳鼻咽喉科医院

096-371-2101

古川 太一

861-0382 山鹿市 方保田 ３６４３－１

やまがクリニック

0968-41-5433

増田 聖子

866-8533 八代市 竹原町 １６７０

熊本労災病院

0965-33-4151

松吉 秀武

869-0503 宇城市 松橋町きらら ２丁目２－１５

松橋耳鼻咽喉科・内科クリニック

0964-33-4133

蓑田 涼生

861-8006 熊本市 北区龍田７丁目 ６番１号

みのだ耳鼻咽喉科クリニック

096-288-2108

村上 大造

860-8556 熊本市中央区 本荘 １－１－１

熊本大学附属病院

096-373-5255

山西 貴大

861-8034 熊本市東区 八反田 ３－２０－１

聖十字会 西日本病院

0964-33-4133

860-0067 熊本市西区 城山大塘 １－２４－１９

城山耳鼻咽喉科

096-329-0888

那須野 智光
野口 聡

渡邊 隆
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