




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

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

8 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

9 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

10 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

11 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

12 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

13 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

14 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

15 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

16 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

17 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

18 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

19 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

20 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

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

22 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

23 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

24 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

25 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

26 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

27 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

28 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

29 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

30 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

31 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

32 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

33 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 西脇　知永 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 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

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２年２月２５日現在

「認知症サポート医」　名簿

令和２年２月２５日現在



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

2 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

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

4 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

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

6 濱崎  高裕 浜崎医院 霧島市隼人町東郷９０ 0995-42-0349

7 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

8 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

9 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

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

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

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

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

14 工藤  英二 大口病院 伊佐市大口大田６８ 0995-22-0336

15 永田　雅子 大口病院 伊佐市大口大田６８ 0995-22-0336

16 馬場　冠治 大口病院 伊佐市大口大田６８ 0995-22-0336

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

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

19 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

20 中西　千尋 中西医院 姶良市西宮島町５－２ 0995-65-1717

21 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

22 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

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

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

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

26 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

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

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

29 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

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

31 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

32 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

33 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

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

【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 手束　亜希子 昭南病院 曽於市大隅町下窪町１ 099-482-0622

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

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

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

6 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

7 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

8 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

9 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

10 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

11 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

12 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

13 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

14 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

15 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

16 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

17 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

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

19 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

20 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

21 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

22 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

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

24 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

25 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２年２月２５日現在

「認知症サポート医」　名簿

令和２年２月２５日現在



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

6 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

7 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

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 今泉  正臣 桜ヶ丘病院 鹿屋市西原４丁目１５－５ 0994-44-8686

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

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 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

8 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２年２月２５日現在

「認知症サポート医」　名簿

令和２年２月２５日現在



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 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

15 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

16 喜入　昭 喜入内科 奄美市名瀬幸町２１－３ 0997-52-0332

17 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

18 桂　倫子 奄美病院 奄美市名瀬浜里町１７０ 0997-53-1200

19 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

20 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

21 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

22 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

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

24 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

25 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

26 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

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

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

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

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

31 藤田　安彦 徳之島徳洲会病院 大島郡徳之島町亀津７５８８ 0997-83-1100

32 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

33 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

34 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

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

36 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

37 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）

令和２年２月２５日現在

（県計）
３０４名


