
認知症サポート医 一覧 ※公表同意のみ(市町村順、所属機関名順)

所属機関 所在地 電話番号地区 氏名

あけぼの診療所 宮崎市田野町あけぼの2-5-1 (0985)-74-5600宮崎東諸県1 國枝　良行

井上病院 宮崎市芳士80 (0985)-39-5396宮崎東諸県2 井上　雅文

猪島医院 宮崎市大塚町馬場崎3526-2 (0985)-51-7700宮崎東諸県3 内野　竜二

上田脳神経外科 宮崎市本郷北方2703 (0985)-52-3500宮崎東諸県4 上田　孝

ウェルフェアみやざき総
合研究所

宮崎市花ケ島町笹原2241-4 (0985)-41-6540宮崎東諸県5 細見　潤

クリニックうしたに 宮崎市恒久5065 (0985)-52-8080宮崎東諸県6 牛谷　義秀

クリニックうしたに 宮崎市恒久5065 (0985)-52-8080宮崎東諸県7 松﨑　泰憲

県立宮崎病院 宮崎市北高松町 (0985)-24-4181宮崎東諸県8 武石　剛

獅子目整形外科病院 宮崎市島之内6654 (0985)-39-1052宮崎東諸県9 獅子目　亨

潤和会記念病院 宮崎市小松1119 (0985)-47-5555宮崎東諸県10 田代　学

潤和会記念病院 宮崎市小松1119 (0985)-47-5555宮崎東諸県11 鶴田　和仁

南部病院 宮崎市恒久891-14 (0985)-54-5353宮崎東諸県12 田中　雅之

南部病院 宮崎市恒久891-14 (0985)-54-5353宮崎東諸県13 八尋　克三

のざきクリニック 宮崎市宮崎駅東3-9-13 (0985)-61-7751宮崎東諸県14 野﨑　勝宏

野崎東病院　 宮崎市村角町高尊2105 (0985)-28-8555宮崎東諸県15 下窪　徹

野崎病院 宮崎市恒久5567 (0985)-51-3111宮崎東諸県16 宇田川　充隆

野崎病院 宮崎市恒久5567 (0985)-51-3111宮崎東諸県17 川添　哲志

野崎病院 宮崎市恒久5567 (0985)-51-3111宮崎東諸県18 野崎　正太郎

野崎病院 宮崎市恒久5567 (0985)-51-3111宮崎東諸県19 外薗　恵介

野崎病院 宮崎市恒久5567 (0985)-51-3111宮崎東諸県20 矢野　淳

藤木内科外科クリニッ
ク

宮崎市小松2980-1 (0985)-47-0852宮崎東諸県21 藤木　玲

増田病院 宮崎市大瀬町2176-1 (0985)-41-1234宮崎東諸県22 増田　好成

宮崎江南病院 宮崎市大坪西1-2-1 (0985)-51-7575宮崎東諸県23 白尾　一定

宮崎江南病院 宮崎市大坪西1-2-1 (0985)-51-7575宮崎東諸県24 渡邊　玲子

宮崎市郡医師会病院 宮崎市有田1173 (0985)-77-9101宮崎東諸県25 小岩屋　宏

宮崎市立田野病院 宮崎市田野町南原1-6-2 (0985)-86-1155宮崎東諸県26 近藤　千博

宮崎生協病院 宮崎市大島町天神前1171 (0985)-24-6877宮崎東諸県27 遠藤　豊

宮崎大学医学部 宮崎市清武町木原5200 (0985)-85-9809宮崎東諸県28 桐ケ谷 大淳

宮崎東病院 宮崎市田吉4374-1 (0985)-56-2311宮崎東諸県29 塩屋　敬一

宮崎若久病院 宮崎市福島町寺山3147 (0985)-51-1548宮崎東諸県30 宇城　敏秀

みよしクリニック 宮崎市橘通西1-5-3 (0985)-35-1100宮崎東諸県31 三好　良英
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早稲田クリニック 宮崎市大坪町西六月2197-1 (0985)-53-3030宮崎東諸県32 荒武　宜寿

早稲田クリニック 宮崎市大坪町西六月2197-1 (0985)-53-3030宮崎東諸県33 鈴木　幹次郎

けいめい記念病院 東諸県郡国富町岩知野762 (0985)-75-7007宮崎東諸県34 岡原　一德

結い診療所 東諸県郡綾町南俣字桑下
319-4

(0985)-30-7383宮崎東諸県35 中村　政人

河野医院 日南市木山1-5-13 (0987)-23-4155日南串間36 河野　秀一

谷口病院 日南市風田3861 (0987)-23-1331日南串間37 尾薗　和彦

谷口病院 日南市風田3861 (0987)-23-1331日南串間38 谷口　浩

日南市立中部病院 日南市大堂津5-10-1 (0987)-27-1111日南串間39 井原　裕二

県南病院 串間市西方3728 (0987)-72-0224日南串間40 金子　良一

県南病院 串間市西方3728 (0987)-72-0224日南串間41 高木　昌彦

県南病院 串間市西方3728 (0987)-72-0224日南串間42 藤元　ますみ

 はなぶさ消化器・内視
鏡クリニック

串間市奈留5284-3 (0987)-74-1187日南串間43 英　妙子

庄内医院 都城市庄内町8610 (0986)-37-0522都城北諸県44 海田　博志

城南病院 都城市大王町30-5 (0986)-23-2844都城北諸県45 松浦　眞路

野口脳神経外科 都城市太郎坊町1991-5 (0986)-47-1800都城北諸県46 野口　晴司

浜田医院 都城市牟田町1-10 (0986)-22-1151都城北諸県47 濵田　智子

藤元病院 都城市早鈴町17-4 (0986)-25-1315都城北諸県48 井上　輝彦

マドコロ外科医院 都城市小松原町1161-3 (0986)-22-0138都城北諸県49 政所　節夫

都城フォレスト・クリニッ
ク脳神経外科

都城市下川東2-12-1 (0986)-80-4313都城北諸県50 原田　健一

大悟病院 北諸県郡三股町長田1270 (0986)-52-5800都城北諸県51 大塚　和之

大悟病院 北諸県郡三股町長田1270 (0986)-52-5800都城北諸県52 大塚　響

大悟病院 北諸県郡三股町長田1270 (0986)-52-5800都城北諸県53 林　要人

大悟病院 北諸県郡三股町長田1270 (0986)-52-5800都城北諸県54 三山　吉夫

内村病院　 小林市水流迫852-1 (0984)-23-2575西諸55 戸髙　一成

京町温泉クリニック えびの市亀沢391-1 (0984)-37-2233西諸56 後庵　究

京町共立病院 えびの市向江508 (0984)-37-1011西諸57 志戸本　宗徳

丹医院 えびの市大河平4327-37 (0984)-33-0107西諸58 丹　光明

川井田医院 西諸県郡高原町西麓173-3 (0984)-42-2000西諸59 川井田　繁

西都病院 西都市調殿1010 (0983)-43-0143西都児湯60 首藤　謙二

三財病院 西都市下三財3378 (0983)-44-5221西都児湯61 松本　英裕

富田医院 西都市小野崎2-35 (0983)-43-0178西都児湯62 富田　雄二

富田医院 西都市小野崎2-35 (0983)-43-0178西都児湯63 富田　祐亮
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海老原総合病院 児湯郡高鍋町上江207 (0983)-23-1111西都児湯64 米澤　勤

黒木内科医院 児湯郡高鍋町北高鍋2603 (0983)-23-2882西都児湯65 黒木　宗俊

大山脳神経外科クリ
ニック

児湯郡新富町富田1-3-2 (0983)-26-8111西都児湯66 大山　博司

小村医院 児湯郡新富町新田481-1 (0983)-33-0120西都児湯67 小村　浩史

国民健康保険西米良
診療所

児湯郡西米良村村所66-1 (0983)-36-1031西都児湯68 片山　陽平

川南病院 児湯郡川南町川南18150-47 (0983)-27-4111西都児湯69 山中　聡

国立病院機構　宮崎病
院

児湯郡川南町川南19403-4 (0983)-27-1036西都児湯70 宮尾　雄治

都農町国民健康保険
病院

児湯郡都農町川北5202 (0983)-25-1031西都児湯71 座間味　伸　

都農町国民健康保険
病院

児湯郡都農町川北5202 (0983)-25-1031西都児湯72 立野　進

都農町国民健康保険
病院

児湯郡都農町川北5202 (0983)-25-1031西都児湯73 䅏田　一旭

協和病院 日向市財光寺1194-3 (0982)-54-2806日向入郷74 加藤　和男

協和病院 日向市財光寺1194-3 (0982)-54-2806日向入郷75 川添　伸一

協和病院 日向市財光寺1194-3 (0982)-54-2806日向入郷76 桑原　五美

協和病院 日向市財光寺1194-3 (0982)-54-2806日向入郷77 戸松　良孝

協和病院 日向市財光寺1194-3 (0982)-54-2806日向入郷78 二宮　嘉正

協和病院 日向市財光寺1194-3 (0982)-54-2806日向入郷79 堀　徹也

協和病院 日向市財光寺1194-3 (0982)-54-2806日向入郷80 堀　弥生

協和病院 日向市財光寺1194-3 (0982)-54-2806日向入郷81 山下　賀生

協和病院 日向市財光寺1194-3 (0982)-54-2806日向入郷82 渡邊　康久

鮫島病院 日向市塩見14168 (0982)-54-6801日向入郷83 牧野　明子

瀧井病院 日向市塩見11652 (0982)-52-2409日向入郷84 瀧井　修

千代田病院 日向市日知屋古田町88 (0982)-52-7111日向入郷85 上園　繁弘

なかむら内科循環器内
科

日向市亀崎西2-141 (0982)-52-5488日向入郷86 中村　恒雄

松岡内科医院 日向市原町1-2-2 (0982)-52-5407日向入郷87 松岡　敬子

三股病院 日向市美々津町3870 (0982)-58-0034日向入郷88 三股　俊夫

和田病院 日向市向江町1-196-1 (0982)-52-0011日向入郷89 和田　徹也

済生会日向病院 東臼杵郡門川町南町4-128 (0982)-63-1321日向入郷90 高石　真那斗

田中病院 東臼杵郡門川町宮ｹ原4-80 (0982)-63-2211日向入郷91 田中　洋

田中病院 東臼杵郡門川町宮ｹ原4-80 (0982)-63-2211日向入郷92 德永　拓也
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国民健康保険諸塚診
療所

東臼杵郡諸塚村家代3063 (0982)-65-0140日向入郷93 桐村　泰廣

椎葉村国民健康保険
病院

東臼杵郡椎葉村下福良1747-
5

(0982)-67-2008日向入郷94 吉持　厳信

美郷町国民健康保険
北郷診療所

東臼杵郡美郷町北郷宇納間
440

(0982)-62-5008日向入郷95 漆野　雄太

あたご整形外科 延岡市愛宕町3-161 (0982)-22-7575延岡西臼杵96 佐藤　信博

石内医院 延岡市川島町1644-1 (0982)-30-1885延岡西臼杵97 石内　裕人

介護老人保健施設　エ
クセルライフ

延岡市大貫町2850-1 (0982)-32-1550延岡西臼杵98 山本　淳也

北浦診療所 延岡市北浦町古江2492-1 (0982)-45-3331延岡西臼杵99 日髙　利昭

堺胃腸内科クリニック 延岡市古城町4-131 (0982)-22-0875延岡西臼杵100 堺　雅彦

東海園 延岡市川島町1080-5 (0982)-30-1661延岡西臼杵101 小岩屋　靖

野田クリニック 延岡市荻町52 (0982)-35-7789延岡西臼杵102 野田　省治

延岡共立病院 延岡市山月町5-5679-1 (0982)-33-3268延岡西臼杵103 赤須　晃治

延岡共立病院 延岡市山月町5-5679-1 (0982)-33-3268延岡西臼杵104 宮近　晃多

延岡保養園 延岡市緑ｹ丘5-14-30 (0982)-33-6396延岡西臼杵105 大喜多　博

平田東九州病院 延岡市伊形町4791 (0982)-37-0050延岡西臼杵106 児嶋　一司

松崎医院 延岡市昭和町1-11-1 (0982)-21-0001延岡西臼杵107 丹生　聖治　　

宮崎県立延岡病院 延岡市新小路2-1-10 (0982)-32-6181延岡西臼杵108 戸高　健臣

宮崎県立延岡病院 延岡市新小路2-1-10 (0982)-32-6181延岡西臼杵109 石踊　裕之

宮崎県立延岡病院 延岡市新小路2-1-10 (0982)-32-6181延岡西臼杵110 栗原　典近

宮崎県立延岡病院 延岡市新小路2-1-10 (0982)-32-6181延岡西臼杵111 黒木　一公

宮崎県立延岡病院 延岡市新小路2-1-10 (0982)-32-6181延岡西臼杵112 長嶺　育弘

宮崎県立延岡病院 延岡市新小路2-1-10 (0982)-32-6181延岡西臼杵113 松山　正和

宮崎県立延岡病院 延岡市新小路2-1-10 (0982)-32-6181延岡西臼杵114 山内　綾

宮崎県立延岡病院 延岡市新小路2-1-10 (0982)-32-6181延岡西臼杵115 山内　弘一郎

宮崎県立延岡病院 延岡市新小路2-1-10 (0982)-32-6181延岡西臼杵116 山口　哲朗

吉田病院 延岡市松原町4-8850 (0982)-37-0126延岡西臼杵117 角田　由美子

吉田病院 延岡市松原町4-8850 (0982)-37-0126延岡西臼杵118 富田　精一郎

吉田病院 延岡市松原町4-8850 (0982)-37-0126延岡西臼杵119 吉田　建世

米田脳神経外科 延岡市惣領町3-19 (0982)-33-7766延岡西臼杵120 米田　敬三

国見ケ丘病院 西臼杵郡高千穂町押方1130 (0982)-72-3151延岡西臼杵121 植松　昌俊

国見ケ丘病院 西臼杵郡高千穂町押方1130 (0982)-72-3151延岡西臼杵122 織田　宇一郎
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