
【鹿児島　保健医療圏】　鹿児島市，日置市，いちき串木野市，鹿児島郡（三島村，十島村）

Ｎｏ 医師氏名 医療機関名 医療機関所在地 電話番号

1 東　弓恵 東・うえまつクリニック 鹿児島市荒田1丁目１１－１ 099-296-8000

2 川名　英世 植村病院 鹿児島市伊敷２－１－２ 099-220-1730

3 山田　誠一郎 伊敷台内科 鹿児島市伊敷台４丁目７－１７ 099-228-5500

4 中野　一司 ナカノ在宅医療クリニック 鹿児島市伊敷台６丁目２７－１０ 099-218-3300

5 厚地　伸彦 天陽会中央病院 鹿児島市泉町６－７ 099-226-8181

6 伊集院　裕康 天陽会中央病院 鹿児島市泉町６－７ 099-226-8181

7 猪鹿倉 忠彦 パールランド病院 鹿児島市犬迫町２２５３ 099-238-0301

8 下園　美千子 パールランド病院 鹿児島市犬迫町２２５３ 099-238-0301

9 牧角　俊郎 パールランド病院 鹿児島市犬迫町２２５３ 099-238-0301

10 西　圭一 パールランド病院 鹿児島市犬迫町２２５３ 099-238-0301

11 沼野　綾子 パールランド病院 鹿児島市犬迫町２２５３ 099-238-0301

12 平原　徹志 パールランド病院 鹿児島市犬迫町２２５３ 099-238-0301

13 内田　将博 三州病院 鹿児島市犬迫町７７８３－１ 099-238-0075

14 日笠山　大介 三州病院 鹿児島市犬迫町７７８３－１ 099-238-0075

15 橘    裕紀 たちばないいやまクリニック 鹿児島市上荒田町３３－５ 099-251-2528

16 池田　賢一 鹿児島市立病院 鹿児島市上荒田町３７－１ 099-224-2101

17 大毛　葉子 鹿児島市立病院 鹿児島市上荒田町３７－１ 099-230-7000

18 平山　貴久 ひらやま脳神経外科 鹿児島市上荒田町２６－１９ 099-297-5588

19 久保  かおり 菜の花こころの診療所 鹿児島市宇宿７丁目５番１号 099-297-5439

20 前田　忠 前田内科クリニック 鹿児島市小川町９－１ 099-225-5600

21 前田　直 前田内科クリニック 鹿児島市小川町９－１ 099-225-5600

22 福田　恭哉 谷山病院 鹿児島市小原町８－１ 099-269-4111

23 林　恒存 今村総合病院 鹿児島市鴨池新町１１－２３ 099-251-2221

24 齋藤　俊 明輝会クリニック 鹿児島市川上町２７５０－１８ 099-244-1500

25 濵田　努 きいれ浜田クリニック 鹿児島市喜入町６９８８－１ 099-345-0077

26 福迫　博 ふくざこクリニック 鹿児島市金生町６番９号　大学堂ビル４階 099-224-7000

27 原田　信哉 花野クリニック 鹿児島市花野光ヶ丘２丁目５０－１ 099-802-7011

28 上妻　博文 こうづま老年内科 鹿児島市甲突町１５－５　１階 099-227-0831

29 東　史子 福島内科医院 鹿児島市甲突町２４－１６ 099-224-7719

30 新名　清成 増田整形外科病院 鹿児島市郡元１丁目１－１ 099-257-8100

31 尾辻　章宣 医療法人三愛会三愛クリニック 鹿児島市郡元3-3-7 099-812-6433

32 野尻　良基 三愛病院 鹿児島市郡元3丁目１４－７ 099-252-6680

33 下本地  優 しもほんじ医院 鹿児島市小松原１丁目５０－２２ 099-210-5860

34 河井　伸一 河井脳神経外科 鹿児島市小松原２丁目１０－１９ 099-267-7700

35 﨑元　仁志 鹿児島大学病院 鹿児島市桜ヶ丘８丁目３５－１ 099-275-5346

36 石塚　貴周 鹿児島大学病院 鹿児島市桜ヶ丘８丁目３５－１ 099-275-5346

37 天辰　仁彦 天辰病院 鹿児島市桜ヶ丘４丁目１－８ 099-265-3151

38 粟　博志 豊島病院 鹿児島市下荒田３丁目２７－１ 099-253-0317

39 谷合　洋造 豊島病院 鹿児島市下荒田３丁目２７－１ 099-253-0317

40 豊島　忍 豊島病院 鹿児島市下荒田３丁目２７－１ 099-253-0317

41 長友  医継 玉水会病院 鹿児島市下伊敷１丁目１－５ 099-223-3330

42 小瀬戸　佐知代 玉水会病院 鹿児島市下伊敷１丁目１－５ 099-223-3330

43 長友  由紀子 老人保健施設スイートケアなかよし 鹿児島市下伊敷１丁目１－５ 099-223-3390

44 永田　政幸 永田外科 鹿児島市下伊敷１丁目１１－３ 099-224-0177

45 川路　博之 鹿児島逓信病院 鹿児島市下伊敷１丁目１２－１ 099-223-6013

46 西田　紀子 鹿児島逓信病院 鹿児島市下伊敷１丁目１２－１ 099-223-6013

47 重信　秀峰 しげのぶ内科クリニック 鹿児島市下伊敷１丁目４３－２種子田ビル１階 099-218-8008

48 植村　健吾 伊敷病院 鹿児島市下伊敷２丁目４番１５号 099-220-4645

49 青柳　信寿 伊敷病院 鹿児島市下伊敷２丁目４番１５号 099-220-4645

50 大庭　真梨愛 伊敷病院 鹿児島市下伊敷２丁目４番１５号 099-220-4645

51 瀬戸山　仁 鹿児島県総合保健センター 鹿児島市下伊敷３－１－７ 099-220-2332

52 田中  大三 森口病院 鹿児島市下田町１７６３ 099-243-6700

53 河井　浩志 鹿児島医療センター 鹿児島市城山町８－１ 099-223-1151

54 中島　隆宏 千年メディカルクリニック 鹿児島市千年２丁目１１－１４ 099-294-9199

55 植村   健 植村病院 鹿児島市草牟田１-４-７ 099-222-6925

56 中村  佐知子 中村（哲）産婦人科内科 鹿児島市樋之口町３－７ 099-223-2236

57 中村  俊博 アクラス中央病院 鹿児島市武岡１丁目１２１－５ 099-203-0100

58 木山　貴陽 きやまクリニック 鹿児島市谷山中央1-4104-14-1F 099-267-2300

59 志々目　敏雄 川島病院 鹿児島市谷山中央１丁目４１９６ 099-268-2252

60 樋之口　洋一 鹿児島生協病院 鹿児島市谷山中央５丁目２０－１０ 099-267-1455

61 駿河　保彰 鹿児島生協病院 鹿児島市谷山中央５丁目２０－１０ 099-267-1455
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62 中井　秀典 ひなたクリニック 鹿児島市谷山中央５丁目３９－１ 099-813-8780

63 松迫   哲史 三宅病院 鹿児島市谷山中央７丁目３番１号 099-268-3512

64 桑波田　隆志 くわはたクリニック 鹿児島市玉里団地2丁目５－１ 099-220-9502

65 榊   正剛 さかき脳神経外科 鹿児島市中山町２１７６－２ 099-298-5400

66 橋口　恭博 天保山内科 鹿児島市天保山町20-9 099-251-0543

67 梅原  藤雄 南風病院 鹿児島市長田町１４－３ 099-226-9111

68 横山   俊一 南風病院 鹿児島市長田町１４－３ 099-226-9111

69 毛利  通宏 南風病院 鹿児島市長田町１４－３ 099-226-9111

70 佐藤  大輔 メンタルホスピタル鹿児島 鹿児島市永吉一丁目１１番１号 099-256-4567

71 工藤  誓子 メンタルホスピタル鹿児島 鹿児島市永吉一丁目１１番１号 099-256-4567

72 藤井  光 メンタルホスピタル鹿児島 鹿児島市永吉一丁目１１番１号 099-256-4567

73 伊達　晃一郎 メンタルホスピタル鹿児島 鹿児島市永吉一丁目１１番１号 099-256-4567

74 池田　佳広 鹿児島徳洲会病院 鹿児島市南栄５丁目１０－５１ 099-268-1110

75 藤田　安彦 徳之島徳洲会病院 鹿児島市南栄５丁目１０－５１ 099-268-1110

76 中江　佐八郎 中江病院 鹿児島市西千石町４－１３ 099-224-3121

77 高岡　茂 かごしま高岡病院 鹿児島市西千石町１４－１２ 099-226-1370

78 石橋　幸四郎 かごしま高岡病院 鹿児島市西千石町１４－１２ 099-226-1370

79 土橋  美子 土橋病院 鹿児島市西田１-１６-１ 099-257-5711

80 中村　浩一郎 田上記念病院 鹿児島市西別府町１７９９番地 099-282-0051

81 山中　英賢 厚地かもいけクリニック 鹿児島市東郡元町１１番６号 099-252-5525

82 厚地  正道 厚地脳神経外科病院 鹿児島市東千石町４－１３ 099-226-1231

83 川原　隆 厚地脳神経外科病院 鹿児島市東千石町４－１３ 099-226-1231

84 﨑元  哲郎 﨑元病院 鹿児島市東千石町４－１３ 099-224-5650

85 倉野　裕 くらのメンタルクリニック 鹿児島市東谷山６丁目３７－１ 099-813-8338

86 中島  泰廣 ファミリードクター中島クリニック 鹿児島市光山１丁目１１番５号 099-261-9530

87 小城　くみこ 坂之上病院 鹿児島市光山２丁目３１番７６号 099-261-6602

88 永井  慎昌 鹿児島赤十字病院 鹿児島市平川町２５４５ 099-261-2111

89 黒野  明日嗣 いづろ今村病院 鹿児島市堀江町１７－１ 099-226-2600

90 米田　孝一 大勝病院 鹿児島市真砂本町３－９５ 099-253-1122

91 森山　高明 リハビリホスピタル三愛 鹿児島市真砂町73番20号 099-257-1010

92 前田　冬海 尾辻病院 鹿児島市南新町1-29 099-251-2209

93 吉牟田　泰史 尾辻病院 鹿児島市南新町1-29 099-251-2209

94 西本　紀一郎 しょこらクリニック 鹿児島市紫原４丁目３２－２０ 099-800-3954

95 田中　滋也 田中脳神経外科クリニック 鹿児島市山之口町１－３０出原ビル３階 099-216-9100

96 﨑元　阿子 花倉病院 鹿児島市吉野町５１４７ 099-243-5111

97 桶谷　眞 吉野東ホームクリニック 鹿児島市吉野町５２０８－１ 099-295-0555

98 川上  秀一 吉野東ホームクリニック 鹿児島市吉野町５２０８－１ 099-295-0555

99 相良　有一 かわもと相良消化器内科 鹿児島市吉野町５３９７－３ 099-243-5500

100 川本　研一郎 かわもと記念クリニック 鹿児島市吉野町５３９７－３ 099-243-5500

101 有馬　義孝 有馬・藤島内科クリニック 鹿児島市与次郎１－３－１２ 099-251-6336

102 松木薗　和也 米盛病院 鹿児島市与次郎１－７－１ 099-230-0100

103 志水　元洋 米盛病院 鹿児島市与次郎１－７－１ 099-230-0100

104 青山　剛士 米盛病院 鹿児島市与次郎１－７－１ 099-230-0100

105 川原　功裕 かわはら脳神経外科クリニック 鹿児島市和田１丁目１７－１０ 099-266-6412

106 久保  洋文 久保内科 日置市伊集院町猪鹿倉９６－５ 099-272-2527

107 井上   康 伊集院病院 日置市伊集院町徳重３丁目１－１ 099-272-2311

108 本庄　茂 本庄病院 日置市伊集院町下谷口１９４２ 099-273-2135

109 畠中　健策 前原総合医療病院 日置市伊集院町妙円寺1丁目1-6 099-273-3939

110 坪内  みゆき みゆきクリニック 日置市日吉町日置３９０－１ 099-246-8707

111 馬場　道宏 馬場病院 日置市吹上町湯之浦２３７８ 099-296-2611

112 前原  くるみ ゆのもと記念病院 日置市東市来町湯田３６１４ 099-274-0550

113 柳田  敏孝 博悠会温泉病院 日置市東市来町湯田４６４８ 099-274-2238

114 新山　豪一 新山内科医院 いちき串木野市大里３９３３ 0996-36-2255

115 福元　まゆみ ふくもと整形外科・内科クリニック いちき串木野市春日町８ 0996-32-4145

116 宮之原　浩 宮之原循環器内科 いちき串木野市春日60 0996-32-3241

117 宮之原　正和 京町内科・脳神経クリニック いちき串木野市京町４３ 0996-32-2855

118 春田　いづみ 春田内科整形外科 いちき串木野市京町５７－１ 0996-32-2200

119 丸田　小百合 さゆりクリニック いちき串木野市昭和通１０１－１ 0996-32-0080

120 金子　公一 金子病院 いちき串木野市照島６００２番地 0996-33-0011

121 海江田　正史 えんでん内科クリニック いちき串木野市東塩田３５番地 0996-32-7000

122 福﨑　秀一 みなと病院 いちき串木野市湊町１－２０８ 0996-36-2126

123 福元　晋一郎 みなと病院 いちき串木野市湊町１－２０８ 0996-36-2126

124 米沢　倫彦 みなと病院 いちき串木野市湊町１－２０８ 0996-36-2126

125 花牟禮　康生 花牟禮病院 いちき串木野市元町１９０ 0996-32-3281



【南薩　保健医療圏】　枕崎市，指宿市，南さつま市，南九州市

Ｎｏ 医師氏名 医療機関名 医療機関所在地 電話番号

1 小原　壮一 小原病院 枕崎市折原町１０９番地 0993-72-2226

2 鮫島　秀弥 社会医療法人慈生会ウエルフェア九州病院 枕崎市白沢北町１９１ 0993-72-0055

3 鮫島　稔弥 社会医療法人慈生会ウエルフェア九州病院 枕崎市白沢北町１９１ 0993-72-0055

4 佐々木　健 枕崎市立病院 枕崎市日之出町２３０ 0993-72-0303

5 牧角  丞治 サザン･リージョン病院 枕崎市緑町２２０ 0993-72-1351

6 牧角　寛郎 サザン・リージョン病院 枕崎市緑町２２０番地 0993-72-1351

7 橋口  尚文 橋口医院 指宿市山川岡児ヶ水３５７ 0993-35-0022

8 宮薗   尊仁 宮薗病院 指宿市開聞十町１２６６ 0993-32-2001

9 田畑  傳次郎 田畑クリニック 指宿市十町２４０６－１ 0993-24-5131

10 西田  正彰 西田病院 指宿市十二町２１０５-１ 0993-22-3352

11 大重　彰彦 国立病院機構指宿医療センター 指宿市十二町４１４５番地 0993-22-2231

12 竹元　隆英 指宿竹元病院 指宿市東方７５３１番地 0993-23-2311

13 増田　次俊 指宿脳神経外科 指宿市東方８７１４－２１ 0993-27-1177

14 牧角　倫之介 指宿温泉ケアサポート 指宿市西方１０５０ 0993-25-3653

15 松元　渉 幸南クリニック 指宿市西方６７３３ 0993-25-6090

16 生駒　茂 医療法人回生会生駒外科医院 指宿市湊2丁目23-20 0993-22-3059

17 市坪　美紀 医療法人和風会加世田病院 南さつま市加世田唐仁原１１８１ 0993-53-6300

18 濱元　ひとみ 金子医院 南さつま市加世田唐仁原６０２５ 0993-52-2730

19 中山  正基 なかやま脳神経外科 南さつま市加世田東本町１２－４ 0993-53-8282

20 高瀬　元治 阿多病院 南さつま市金峰町花瀬１９２９ 0993-77-1211

21 児玉　圭 こだま病院 南九州市川辺町田部田３５２５番地 0993-56-4111

22 岡村  久隆 南九州さくら病院 南九州市知覧町永里２０８２ 0993-84-1311

「認知症サポート医」　名簿

令和５年１月現在



【川薩　保健医療圏】　薩摩川内市，薩摩郡（さつま町）

Ｎｏ 医師氏名 医療機関名 医療機関所在地 電話番号

1 高江  政伸 高江記念病院 薩摩川内市永利町２５０４－１ 0996-23-2100

2 金子　浩之 川内市医師会立市民病院 薩摩川内市永利町４１０７－７ 0996-22-1111

3 手塚  弘毅 手塚医院 薩摩川内市大小路町４３－２５ 0996-22-7400

4 平井　雅人 医療法人松翠会森園病院 薩摩川内市大小路町１９－３８ 0996-23-3125

5 福山　一 医療法人松翠会森園病院 薩摩川内市大小路町１９－３８ 0996-23-3125

6 久米村　秀 医療法人松翠会森園病院 薩摩川内市大小路町１９－３８ 0996-23-3125

7 江畑　浩之 医療法人松翠会森園病院 薩摩川内市大小路町１９－３８ 0996-23-3125

8 永井　利明 永井病院 薩摩川内市大小路町２１－５ 0996-23-7181

9 帖佐　理子 若松記念病院 薩摩川内市神田町１１－２０ 0996-23-3291

10 時任　裕一 ときとうクリニック 薩摩川内市隈之城町６１－１ 0996-29-3241

11 堀之内  都基 わかばクリニック 薩摩川内市祁答院町下手９７７番地 0996-21-8890

12 岩川  俊二 Kメンタルクリニック 薩摩川内市田崎町１０７１－８ 0996-25-4169

13 加世田　俊 新門リハビリテーションクリニック 薩摩川内市中郷１丁目７－６ 0996-20-8222

14 大西　浩之 大海クリニック 薩摩川内市中郷３丁目６５番地 0996-27-6700

15 木村　崇 大海クリニック 薩摩川内市中郷３丁目６５番地 0996-27-6700

16 鴨川　泰之 大海クリニック 薩摩川内市中郷３丁目６５番地 0996-27-6700

17 牧野　智礼 大海クリニック 薩摩川内市中郷３丁目６５番地 0996-27-6700

18 吉福　士郎 大海クリニック 薩摩川内市中郷３丁目６５番地 0996-27-6700

19 海江田　寛 大海クリニック 薩摩川内市中郷３丁目６５番地 0996-27-6700

20 下迫田　浩幸 大海クリニック 薩摩川内市中郷３丁目６５番地 0996-27-6700

21 前畠　良智 大海クリニック 薩摩川内市中郷３丁目６５番地 0996-27-6700

22 潟山　浩昭 大海クリニック 薩摩川内市中郷３丁目６５番地 0996-27-6700

23 豊倉　和代 上村病院 薩摩川内市東開聞町９－２２ 0996-23-3185

24 木場　正典 ファミリーＨＰ薩摩 薩摩川内市水引町３２４７－１ 0996-26-2211

25 上村  光平 上村内科・神経内科 薩摩川内市御陵下町３０-４６ 0996-23-7351

26 黒田   篤 市比野記念病院 薩摩川内市樋脇町市比野３０７９ 0996-38-1200

27 永田  和弥 市比野記念病院 薩摩川内市樋脇町市比野３０７９ 0996-38-1200

28 内野　靖 市比野記念病院 薩摩川内市樋脇町市比野３０７９ 0996-38-1200

29 瀬戸口　学 市比野記念病院 薩摩川内市樋脇町市比野３０７９ 0996-38-1200

30 揚松　龍治 市比野記念病院 薩摩川内市樋脇町市比野３０７９ 0996-38-1200

31 脇丸　徳仁 市比野記念病院 薩摩川内市樋脇町市比野３０７９ 0996-38-1200

32 大田　泰久 おおたクリニック 薩摩川内市入来町浦之名７６８３ 0996-44-3151

33 新門  弘人 宮之城病院（認知症疾患医療センター） 薩摩郡さつま町船木３４ 0996-53-0180

34 野添　聖一 宮之城病院（認知症疾患医療センター） 薩摩郡さつま町船木３４ 0996-53-0180

35 平田　裕 宮之城病院（認知症疾患医療センター） 薩摩郡さつま町船木３４ 0996-53-0180

36 富加見　章 宮之城病院（認知症疾患医療センター） 薩摩郡さつま町船木３４ 0996-53-0180

37 林田　功 林田内科 薩摩郡さつま町宮之城屋地１５４８番地 0996-53-1177

【出水　保健医療圏】　阿久根市，出水市，出水郡（長島町）

Ｎｏ 医師氏名 医療機関名 医療機関所在地 電話番号

1 古郷　米次郎 内山病院 阿久根市高松町２２番地 0996-73-1551

2 高野　卓二 鶴見医院 阿久根市鶴見町１１９ 0996-73-0553

3 黒木　康文 黒木医院 阿久根市脇本７４０３－１ 0996-75-0200

4 松元　寛仁 脇本病院 阿久根市脇本９０９３番地２ 0996-75-2121

5 若林　友 荘記念病院（認知症疾患医療センター） 出水市高尾野町下水流８６２番地１ 0996-82-3113

6 田辺　元 出水郡医師会立第二病院 出水市高尾野町柴引2574 0996-82-5900

7 來仙　隆洋 來仙医院 出水市野田町下名６９０９ 0996-84-2005

8 今村  圭介 出水病院 出水市麓町２９－１ 0996-62-0419

9 山本　正昭 さくら通りクリニック 出水市平和町２２８ 0996-62-2311

10 吉井　八郎 吉井中央病院 出水市平和町３３６ 0996-62-3111

11 吉井　治美 介護老人保健施設ニューライフいずみ 出水市平和町３３６－７ 0996-63-8000

12 瀬戸　弘 出水総合医療センター 出水市明神町５２０番地 0996-67-1611

13 今村　純一 出水総合医療センター 出水市明神町５２０番地 0996-67-1611

14 濵畑　弘記 長島町国民健康保険鷹巣診療所 出水郡長島町鷹巣１８１４ 0996-86-0054

「認知症サポート医」　名簿

令和５年１月現在

「認知症サポート医」　名簿

令和５年１月現在



【姶良・伊佐　保健医療圏】　霧島市，伊佐市，姶良市，姶良郡（湧水町）

Ｎｏ 医師氏名 医療機関名 医療機関所在地 電話番号

1 横山　富美子 清水内科 霧島市国分清水１丁目２２－２６ 0995-47-7173

2 三原　由起夫 みはらクリニック 霧島市国分中央１丁目２５－１５ 0995-46-8202

3 加倉  秀章 鵜木医院 霧島市国分中央３丁目１９－１５ 0995-45-0011

4 立蔵　順子 あんず東洋医学クリニック 霧島市国分中央４丁目１７－２５－１ 0995-55-5058

5 井料   宰 井料クリニック 霧島市国分広瀬二丁目２８－４０ 0995-46-9300

6 笠毛　静也 国分脳神経外科 霧島市国分向花１５４－１ 0995-64-0059

7 原口　尚士 原口外科 霧島市隼人町内山田１丁目２－２８ 0995-42-0155

8 豊満  祐二 隼人脳神経外科 霧島市隼人町小田２３９７－３ 0995-73-5353

9 濱崎  高裕 浜崎医院 霧島市隼人町東郷９０ 0995-42-0349

10 上土橋  浩 きりしま内科リハビリクリニック 霧島市隼人町松永１－３６ 0995-64-2222

11 岩城  政秋 隼人温泉病院 霧島市隼人町姫城1丁目２６４-２ 0995-42-2151

12 野田  隆峰 松下病院（認知症疾患医療センター） 霧島市隼人町真孝９９８ 0995-42-2121

13 村永　文学 松下病院（認知症疾患医療センター） 霧島市隼人町真孝９９８ 0995-42-2121

14 八木  幸夫 八木クリニック 霧島市福山町福山４５１６ 0995-56-3000

15 松下　佐代子 福山病院 霧島市福山町福山７７１ 0995-55-2221

16 佐藤  昭人 佐藤医院 霧島市溝辺町有川３２７－２ 0995-59-2607

17 徳田  和信 とくだクリニック 霧島市溝辺町麓１５０３－１ 0995-64-1717

18 德永　大道 徳永医院 霧島市溝辺町麓６０８－１３ 0995-58-2302

19 工藤  英二 大口病院 伊佐市大口大田６８ 0995-22-0336

20 永田　雅子 大口病院 伊佐市大口大田６８ 0995-22-0336

21 馬場　冠治 大口病院 伊佐市大口大田６８ 0995-22-0336

22 水間  良裕 水間病院 伊佐市菱刈前目２１２５番地 0995-26-1211

23 中村　匡彦 菱刈中央医院 伊佐市菱刈前目７９０－１ 0995-26-0140

24 小牧  伸一郎 こまき内科循環器科クリニック 姶良市宮島町５５－１０ 0995-67-8899

25 中西　千尋 中西医院 姶良市西宮島町５－２ 0995-65-1717

26 川原  和也 川原泌尿器科クリニック 姶良市西餅田７３－３ 0995-64-5181

27 濱田  博文 クオラリハビリテーション病院あいら 姶良市西餅田２３００－１ 0995-65-7575

28 永田  俊一 ながた脳神経外科 姶良市東餅田４３３－１４ 0995-67-7500

29 内倉　敬一郎 内倉外科医院 姶良市東餅田２３６２ 0995-65-2548

30 妹尾  包人 大井病院 姶良市加治木町本町１４１ 0995-63-2291

31 吉牟田　千賀 加治木記念病院 姶良市加治木町木田１２２７ 0995-63-2275

32 丸田  恭子 独立行政法人  国立病院機構南九州病院 姶良市加治木町木田１８８２ 0995-62-2121

33 大井  知泉 ザ王病院 姶良市加治木町反土２１５１-１ 0995-62-4611

34 今川　康稔 ザ王病院 姶良市加治木町反土２１５１-１ 0995-62-4611

35 新冨　芳治 伊地知医院 姶良市蒲生町上久徳２３９８ 0995-52-0027

36 吉留　五十二 吉留クリニック 姶良市蒲生町上久徳２５６１ 0995-52-1111

37 吉留　大喜 吉留クリニック 姶良市蒲生町上久徳２５６１ 0995-52-1111

38 畑　幸宏 県立姶良病院 姶良市平松６０６７ 0995-65-3138

39 永田  浩三 あいらの森ホスピタル 姶良郡湧水町北方１８５４ 0995-74-2503

40 永田  智行 あいらの森ホスピタル 姶良郡湧水町北方１８５４ 0995-74-2503

41 永田　美智子 あいらの森ホスピタル 姶良郡湧水町北方１８５４ 0995-74-2503

42 林   芳郎 林内科医院 姶良郡湧水町中津川４９８ 0995-75-2047

「認知症サポート医」　名簿

令和５年１月現在



【曽於　保健医療圏】　曽於市，志布志市，曽於郡（大崎町）

Ｎｏ 医師氏名 医療機関名 医療機関所在地 電話番号

1 朝戸　幹雄 昭南病院 曽於市大隅町下窪町１ 099-482-0622

2 中島  清子 中島病院 曽於市末吉町栄町１丁目６－６ 0986-76-1065

3 田畑　篤子 高原病院 曽於市末吉町栄町２丁目１２-１ 0986-76-1050

4 尾郷  智格 尾郷クリニック 曽於市末吉町二之方２１２６ 0986-76-1045

5 谷川　誠 財部記念病院 曽於市財部町南俣３６１９番地の１ 0986-72-1000

6 春園　明宏 財部記念病院 曽於市財部町南俣３６１９番地の１ 0986-72-1000

7 菅田　育穂 びろうの樹脳神経外科 志布志市有明町野井倉8041-1 099-477-1212

8 福森　和彦 びろうの樹脳神経外科 志布志市有明町野井倉8041-1 099-477-1212

9 土屋　政寛 びろうの樹脳神経外科 志布志市有明町野井倉8041-1 099-477-1212

10 菅田　真生 びろうの樹脳神経外科 志布志市有明町野井倉8041-1 099-477-1212

11 肝付　兼達 老人保健施設　ありあけ苑 志布志市有明町野井倉8288-1 099-477-2331

12 川井田　浩一 老人保健施設　ありあけ苑 志布志市有明町野井倉8288-1 099-477-2331

13 橋口　渡 医療法人左右会病院芳春苑 志布志市志布志町安楽３００８－５ 099-472-0030

14 脇坂　一正 医療法人左右会病院芳春苑 志布志市志布志町安楽３００８－５ 099-472-0030

15 畠中　裕幸 医療法人左右会病院芳春苑 志布志市志布志町安楽３００８－５ 099-472-0030

16 神田　英介 医療法人左右会病院芳春苑 志布志市志布志町安楽３００８－５ 099-472-0030

17 松下  兼裕 松下医院 志布志市志布志町志布志５２－３ 099-472-1124

18 橋口  衛 藤後クリニック 志布志市志布志町志布志１－１３－１ 099-472-1237

19 手塚　善久 医療法人手塚クリニック 志布志市志布志町志布志５７０－２ 099-472-5565

20 安田　裕一 医療法人ＳＡＫＵＲＡ志布志中央クリニック 志布志市志布志町志布志１２９０－１ 099-472-3100

21 山口　美尚 医療法人長命会山口内科 志布志市志布志町志布志３２２４－９ 099-473-1188

22 大山　徹也 大山病院 志布志市志布志町夏井１２１２－１ 099-472-1400

23 春別府  稔仁 はるびゅうクリニック 曽於郡大崎町野方６０４５-１ 099-478-2153

24 秋吉  冬彦 はるびゅうクリニック 曽於郡大崎町野方６０４５-１ 099-478-2153

「認知症サポート医」　名簿

令和５年１月現在



【肝属　保健医療圏】　鹿屋市，垂水市，肝属郡（東串良町，錦江町，南大隅町，肝付町）

Ｎｏ 医師氏名 医療機関名 医療機関所在地 電話番号

1 原田   努 鹿屋在宅支援診療所 鹿屋市旭原町３６０８－１ 0994-45-5844

2 諸木  浩一 徳田脳神経外科病院 鹿屋市打馬１-１１２４８-１ 0994-44-1119

3 新名主  宏一 徳田脳神経外科病院 鹿屋市打馬１-１１２４８-１ 0994-44-1119

4 石踊　二矢 かのや東病院 鹿屋市笠之原町２９２３－１ 0994-42-3111

5 田村　正年 田村脳神経外科クリニック 鹿屋市川西町４４７５－３ 0994-41-7100

6 吉元  和浩 特別養護老人ホームみどりの園 鹿屋市輝北町市成２１２１-３ 099-485-1902

7 福田　恒典 フクダ医院 鹿屋市寿３丁目１１－２ 0994-43-4191

8 白石  匡史 まちのお医者さん 鹿屋市寿５丁目２６－３８ 0994-40-7801

9 池田　徹 池田病院 鹿屋市下祓川町１８３０ 0994-43-3434

10 富士川　浩祥 池田病院 鹿屋市下祓川町１８３０ 0994-43-3434

11 前薗　順之 医療法人徳洲会大隅鹿屋病院 鹿屋市新川町６０８１－１ 0994-40-1111

12 小林　憲史 メンタルホスピタル鹿屋 鹿屋市田崎町１０４３－１ 0994-42-3155

13 佐藤　壮司 メンタルホスピタル鹿屋 鹿屋市田崎町１０４３－１ 0994-42-3155

14 長島　庸至 メンタルホスピタル鹿屋 鹿屋市田崎町１０４３－１ 0994-42-3155

15 池田　卓也 メンタルホスピタル鹿屋 鹿屋市田崎町１０４３－１ 0994-42-3155

16 福原　香織 メンタルホスピタル鹿屋 鹿屋市田崎町１０４３－１ 0994-42-3155

17 古賀　邦明 西原保養院 鹿屋市西原２丁目２９－２２ 0994-43-1783

18 的場  公男 的場クリニック 鹿屋市西原４丁目１０－３８ 0994-45-7282

19 楯林  義寛 桜ヶ丘病院 鹿屋市西原４丁目１５－５ 0994-44-8686

20 泊　淳一 井ノ上病院 鹿屋市王子町3980番地１ 0994-42-5275

21 富髙　靖 介護老人保健施設　絆 垂水市田神３５３６－１ 0994-32-6161

22 吉冨　孝之 よしとみクリニック 垂水市南松原町１０ 0994-45-4215

23 兒玉　秀文 医療法人兒玉医院 肝属郡東串良町川東３４３５ 0994-63-8522

24 今隈　満 肝属郡医師会立病院 肝属郡錦江町神川１３５－３ 0994-22-3111

25 山口　直喜 肝属郡医師会立病院 肝属郡錦江町神川１３５－３ 0994-22-3111

26 小幡　悦朗 長浜医院 肝属郡錦江町城元８９５－１２ 0994-22-0137

27 吉重　幸一 吉重クリニック 肝属郡肝付町北方５８１－１ 0994-67-2666

28 山内  慎介 山内クリニック 肝属郡肝付町前田４８１６-２ 0994-65-8181

【熊毛　保健医療圏】　西之表市，熊毛郡（中種子町，南種子町，屋久島町）

Ｎｏ 医師氏名 医療機関名 医療機関所在地 電話番号

1 田上  容祥 百合砂診療所 西之表市鴨女町９８ 0997-28-3901

2 田上　容正 せいざん病院 西之表市西之表住吉３３６３－２ 0997-28-3331

3 吉嶺　孝和 せいざん病院 西之表市西之表住吉３３６３－２ 0997-28-3331

4 髙尾　尊身 種子島医療センター 西之表市西之表７４６３ 0997-22-0960

5 猿渡　邦彦 種子島医療センター 西之表市西之表７４６３ 0997-22-0960

6 内村　友則 ともファミリークリニック 熊毛郡南種子町中之上３０３８－２ 0997-26-6189

7 森　千祥 やくしま森の診療所 熊毛郡屋久島町安房２３９５－１ 0997-47-1010

8 肥後　尚樹 小瀬田みんなの診療所 熊毛郡屋久島町小瀬田８４９－１８ 0997-43-5100

9 三宅　公人 公立種子島病院 熊毛郡南種子町中之上１７００－２２ 0997-26-1230

「認知症サポート医」　名簿

令和５年１月現在

「認知症サポート医」　名簿

令和５年１月現在



Ｎｏ 医師氏名 医療機関名 医療機関所在地 電話番号

1 木野田　茂 奄美市笠利国民健康保険診療所 奄美市笠利町中金久４５ 0997-63-0011

2 岡　進 笠利病院 奄美市笠利町中金久１２０ 0997-55-2222

3 津畑　学 名瀬徳洲会病院 奄美市名瀬朝日町２８－１ 0997-54-2222

4 満元　洋二郎 名瀬徳洲会病院 奄美市名瀬朝日町２８－１ 0997-54-2222

5 松浦　甲彰 名瀬徳洲会病院 奄美市名瀬朝日町２８－１ 0997-54-2222

6 板垣　徹也 名瀬徳洲会病院 奄美市名瀬朝日町２８－１ 0997-54-2222

7 髙橋　正憲 名瀬徳洲会病院 奄美市名瀬朝日町２８－１ 0997-54-2222

8 朝沼   榎 朝沼クリニック 奄美市名瀬石橋町７－１ 0997-55-1555

9 稲  源一郎 稲医院 奄美市名瀬金久町５－４ 0997-52-0486

10 津畑   修 つばたクリニック 奄美市名瀬久里町９－２ 0997-57-7771

11 平瀬　吉成 大島郡医師会病院 奄美市名瀬小宿３４１１ 0997-54-8111

12 夏目　由美子 大島郡医師会病院 奄美市名瀬小宿３４１１ 0997-54-8111

13 丸古　和央 大島郡医師会病院 奄美市名瀬小宿３４１１ 0997-54-8111

14 北野　千絵 大島郡医師会病院 奄美市名瀬小宿３４１１ 0997-54-8111

15 喜入  厚 介護老人保健施設虹の丘 奄美市名瀬小宿字苗代田３４１６－１ 0997-54-8888

16 向井  泰文 むかいクリニック 奄美市名瀬小浜町２４－１０ 0997-55-1777

17 喜入　昭 喜入内科 奄美市名瀬幸町２１－３ 0997-52-0332

18 原口  泰法 メンタルクリニックＭａtｅｒｉａ 奄美市名瀬末広町１８－２５ 0997-55-0055

19 福﨑　雅彦 奄美中央病院 奄美市名瀬長浜町１６－５ 0997-52-6565

20 平元　良英 奄美中央病院 奄美市名瀬長浜町１６－５ 0997-52-6565

21 桂　倫子 奄美病院 奄美市名瀬浜里町１７０ 0997-53-1200

22 徳田　英弘 ファミリークリニックネリヤ 奄美市名瀬和光町３１－１４ 0997-57-7177

23 野﨑  義弘 奄美市住用国民健康保険診療所 奄美市住用町西仲間７２－９ 0997-69-2620

24 小川　信 国民健康保険大和診療所 大島郡大和村大棚４２０ 0997-57-2053

25 葛原　敬八郎 国民健康保険宇検診療所 大島郡宇検村湯湾３７ 0997-67-2030

26 難波　理志 大島保養院 大島郡瀬戸内町阿木名６５ 0997-72-0376

27 前野　博 瀬戸内徳洲会病院 大島郡瀬戸内町古仁屋字トンキャン原１３５８－１ 0997-73-1111

28 朴澤　憲和 加計呂麻徳洲会診療所 大島郡瀬戸内町大字瀬相７４７－１ 0997-75-0116

29 上山　泰男 瀬戸内徳洲会病院 大島郡瀬戸内町古仁屋字トンキャン原１３５８－１ 0997-73-1111

30 濵平　昂一 瀬戸内町へき地診療所 大島郡瀬戸内町古仁屋瀬久井西13-2 0997-72-3211

31 肥後　敦子 肥後医院 大島郡龍郷町赤尾木１４８５ 0997-62-3023

32 浦元　智司 喜界徳洲会病院 大島郡喜界町湾３１５ 0997-65-1100

33 宮上  寛之 宮上病院 大島郡徳之島町亀津７２６８ 0997-82-0002

34 徳田　潔 徳之島診療所 大島郡徳之島町亀津７５５４ 0997-83-2131

35 水田　博之 徳之島徳洲会病院 大島郡徳之島町亀津７５８８ 0997-83-1100

36 友野　範雄 徳之島徳洲会病院 大島郡徳之島町亀津７５８８ 0997-83-1100

37 惠　浩一 国民健康保険宇検診療所 大島郡宇検村湯湾37 0997-67-2030

38 寺倉　宏嗣 あまぎユイの里医療センター 大島郡天城町天城４３９番地１ 0997-85-3080

39 朝戸  末男 朝戸医院 大島郡和泊町和泊１４ 0997-92-1131

40 大藏　聡 医療法人英世会大蔵医院 大島郡知名町知名１６－２ 0997-93-5033

41 高杉　香志也 与論徳州会病院 大島郡与論町大字茶花403-1 0997-97-2511

42 古川　誠二 パナウル診療所 大島郡与論町那間２７４７－１ 0997-97-2073

「認知症サポート医」　名簿

【奄美　保健医療圏】　奄美市，大島郡（大和村，宇検村，瀬戸内町，龍郷町，
　　　　　　　　　　　　　 　喜界町，徳之島町，天城町，伊仙町，和泊町，知名町，与論町）
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