
産業医名 カナ 医療機関 専門診療科 電話番号 郵便番号 住所

1 中島　雅恵 ﾅｶｼﾏ  ﾏｻｴ 医）社団　永和会　千年メディカルクリニック 099-294-9199 890-0001 鹿児島市千年2丁目11番14号

2 堂園　光一郎 ﾄﾞｳｿﾞﾉ ｺｳｲﾁﾛｳ 医）光広会　産婦人科麻酔科堂園クリニック 産婦人科 099-227-0303 890-0005 鹿児島市下伊敷一丁目7-6

3 鮫島　浩司 ｻﾒｼﾏ ｺｳｼﾞ 医）光透葉　整形外科玉里温泉クリニック 整形外科 099-222-5208 890-0005 鹿児島市下伊敷一丁目8-18

4 上片平　昭二 ｶﾐｶﾀﾋﾗ ｼｮｳｼﾞ 医）正栄会　上片平産婦人科内科 産婦人科 099-220-0381 890-0008 鹿児島市伊敷七丁目8-15

5 春日井　基文 ｶｽｶﾞｲ ﾓﾄﾌﾐ 鹿児島県精神保健福祉センター 精神科 099-218-4755 890-0021 鹿児島市小野一丁目1-1

6 佐藤　大輔 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 公益社団法人いちょうの樹　メンタルホスピタル鹿児島 精神科 099-256-4567 890-0023 鹿児島市永吉一丁目11-1

7 池田　耕治 ｲｹﾀﾞ ｺｳｼﾞ 医）健瑜会　健三郎クリニック薬師 放射線科（診断） 099-202-0071 890-0026 鹿児島市原良四丁目27-1

8 中村　俊博 ﾅｶﾑﾗ ﾄｼﾋﾛ 医）博康会　アクラス中央病院 内科 099-203-0100 890-0031 鹿児島市武岡1-121-5

9 松本　英彦 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞﾋｺ 医）英眞会　松本醫院 呼吸器科/内科 099-252-4181 890-0043 鹿児島市鷹師二丁目3-15

10 林　良昭 ﾊﾔｼ ﾖｼｱｷ 医）起生会　林内科胃腸科病院 内科 099-257-6969 890-0045 鹿児島市武二丁目33-8

11 池田　哉 ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾔ 医）童仁会　池田病院 小児科 099-252-8333 890-0046 鹿児島市西田一丁目4-1

12 川畑　英樹 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾋﾃﾞｷ 医）玉昌会　キラメキテラスヘルスケアホスピタル 内科/消化器科 099-250-5600 890-0051 鹿児島市高麗町43-30

【日医認定産業医名簿】  ※並びは、郵便番号順です。※産業医への問い合わせは掲載している電話番号へ直接ご連絡ください。
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13 大迫　範行 ｵｵｻｺ ﾉﾘﾕｷ 大迫医院 内科 099-254-3478 890-0052 鹿児島市上之園町7-10

14 武井　美智子 ﾀｹｲ ﾐﾁｺ 医）和心会　武井内科クリニック 心療内科/内科 099-285-0051 890-0052 鹿児島市上之園町34-20-2階

15 弓削　慶子 ﾕｹﾞ　ｹｲｺ 医）和心会　武井内科クリニック 内科/循環器科 099-285-0051 890-0052 鹿児島市上之園町34-20

16 勝山俊浩 ｶﾂﾔﾏ ﾄｼﾋﾛ 医）浩仁会　内科・消化器内科 勝山クリニック 内科・消化器内科 099-812-8252 890-0053
鹿児島市中央町22-16
ｱｴｰﾙﾌﾟﾗｻﾞ3階

17 濵畑　和久 ﾊﾏﾊﾀ ｶｽﾞﾋｻ 医）友愛会　前田病院 内科 099-256-2000 890-0053 鹿児島市中央町30-11

18 山口　克也 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾂﾔ 医）山口克也内科 内科 099-210-5811 890-0053
鹿児島市中央町4-34
メディカルミュゼビル中央駅7階

19 松村　太郎 ﾏﾂﾑﾗ ﾀﾛｳ 医）友邦　松村医院 内科/循環器科 099-253-2593 890-0053 鹿児島市中央町13-8

20 田中　昭人 ﾀﾅｶ ｱｷﾄ 医療法人こいのぼり会　あき皮ふ科 皮ふ科 099-214-4280 890-0053
鹿児島市中央町10番地
ｷｬﾝｾﾋﾞﾙ6階

21 城田　京子 ｼﾛﾀ ｷｮｳｺ 社医）博愛会　さがら女性クリニック 産婦人科 099-812-8141 890-0053
鹿児島市中央町11
鹿児島中央ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ2階

22 小牧　沙織 ｺﾏｷ ｻｵﾘ 医）敬親会　豊島病院 消化器内科 099-253-0317 890-0056 鹿児島市下荒田三丁目27-1

23 新上　哲生 ｼﾝｶﾞﾐ ﾃﾂｵ 医）新生会　しんがみ内科クリニック 消化器内科/内科 099-213-5321 890-0056 鹿児島市下荒田一丁目30-15

24 徳重　浩一 ﾄｸｼｹﾞ ｺｳｲﾁ 鹿児島厚生連病院 消化器内科 099-252-2228 890-0062 鹿児島市与次郎一丁目13-1
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25 濵﨑　大智 ﾊﾏｻｷ ﾀﾞｲﾁ 鹿児島厚生連病院 健診科・内科 099-252-2228 890-0062 鹿児島市与次郎一丁目13-1

26 宮原　広典 ﾐﾔﾊﾗ ﾋﾛﾉﾘ 鹿児島県厚生農協連健康管理センター 消化器内科 099-256-1133 890-0062 鹿児島市与次郎一丁目13-1

27 濱田　陸三 ﾊﾏﾀﾞ ﾘｸｿﾞｳ 公益財団法人慈愛会　今村総合病院 神経内科/内科 099-251-2221 890-0064 鹿児島市鴨池新町11-23

28 渡邉　照彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾙﾋｺ 鹿児島市医師会病院 外科 099-254-1125 890-0064 鹿児島市鴨池新町７－１

29 大瀬　克広 ｵｵｾ ｶﾂﾋﾛ 鹿児島市医師会病院 麻酔科/緩和ケア科 099-254-1125 890-0064 鹿児島市鴨池新町７－１

30 大迫　政彦 ｵｵｻｺ　ﾏｻﾋｺ 鹿児島市医師会病院 外科 099-254-1125 890-0064 鹿児島市鴨池新町７－１

31 尾辻　章宣 ｵﾂｼﾞ ｱｷﾉﾌﾞ 医）三愛会　三愛クリニック 内科 099-812-6433 890-0065 鹿児島市郡元3-3-7 

32 森山　高明 ﾓﾘﾔﾏ ﾀｶｱｷ 医）秀和会　清風病院 内科 099-257-1010 890-0066 鹿児島市真砂町73-20

33 大勝　洋祐 ｵｵｶﾂ ﾖｳｽｹ 医）三州会　大勝病院 神経内科 099-253-1122 890-0067 鹿児島市真砂本町3-95

34 米田　孝一 ﾖﾈﾀﾞ ｺｳｲﾁ 医）三州会　大勝病院 神経内科/心療内科 099-253-1122 890-0067 鹿児島市真砂本町3-95

35 石丸　惠子 ｲｼﾏﾙ ｹｲｺ 医）慈風階　介護老人保健施設鴨池慈風苑 内科 099-252-8291 890-0068 鹿児島市東郡元町11-6

36 田頭　秀悟 ﾀｶﾞｼﾗ ｼｭｳｺﾞ 医）日章会　南鹿児島さくら病院 内科/神経内科 099-253-7272 890-0069 鹿児島市南郡元町24-15
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37 﨑元　芳大 ｻｷﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 医）仁愛会　仁愛会クリニック 内科/放射線科 099-214-7001 890-0072 鹿児島市新栄町2-1

38 上ノ町　仁 ｳｴﾉﾏﾁ ﾋﾄｼ 医）　上ノ町・加治屋クリニック 内科 099-254-1155 890-0073 鹿児島市宇宿三丁目35-1

39 大山　光子 ｵｵﾔﾏ ﾐﾂｺ 医）智誠会　大山眼科医院 眼科 099-255-6493 890-0073 鹿児島市宇宿一丁目31-6

40 寺口　記代 ﾃﾗｸﾞﾁ ｷﾖ 医）腎愛会　上山病院 内科/腎臓内科 099-257-2277 890-0073 鹿児島市宇宿三丁目17-6

41 桑原　美智子 ｸﾜﾊﾗ ﾐﾁｺ 桑原眼科 眼科 099-252-8911 890-0082 鹿児島市紫原五丁目8-22

42 桶谷　薫 ｵｹﾀﾆ ｶｵﾙ 公財）鹿児島県民総合保健センター 内科 099-220-2332 890-8511 鹿児島市下伊敷三丁目1-7

43 岩元　一朗 ｲﾜﾓﾄ ｲﾁﾛｳ 公財）鹿児島県民総合保健センター 産婦人科 099-220-2332 890-8511 鹿児島市下伊敷三丁目1-7

44 瀬戸山　仁 ｾﾄﾔﾏ ﾋﾄｼ 公財）鹿児島県民総合保健センター 消化器内科/内科 099-220-2332 890-8511 鹿児島市下伊敷三丁目1-7

45 谷口　賢二 ﾀﾆｸﾞﾁ　ｹﾝｼﾞ 公財）鹿児島県民総合保健センター 放射線科 099-220-2332 890-8511 鹿児島市下伊敷三丁目1-7

46 溝口　悦子 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｴﾂｺ 医）博友会　溝口内科医院 内科/循環器科 099-265-5698 891-0104 鹿児島市山田町367

47 入來　敦久 ｲﾘｷ ｱﾂﾋｻ 医）藤寿会　入来クリニック 外科 099-260-1511 891-0108 鹿児島市中山二丁目3-12

48 久保田　裕章 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛｱｷ 産業保健メディカルクリニック 内科 099-263-4763 891-0113 鹿児島市東谷山二丁目16-21
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49 楊　國雄 ﾖｳ ｸﾆｵ 医）昌平会　わきだ整形外科 整形外科 099-269-2271 891-0113 鹿児島市東谷山三丁目33-7

50 倉野　裕 ｸﾗﾉ ﾕﾀｶ くらのメンタルクリニック 精神科/心療内科 099-813-8338 891-0113 鹿児島市東谷山六丁目37-1

51 成尾　鉄朗 ﾅﾙｵ ﾃﾂﾛｳ 医）司誠会　野上病院 心療内科 099-268-4185 891-0114 鹿児島市小松原一丁目4-1

52 小田原　努 ｵﾀﾞﾊﾗ ﾂﾄﾑ ヘルスサポートセンター鹿児島 内科 099-267-6292 891-0115 鹿児島市東開町4-96

53 冨宿　明子 ﾌｳｼｭｸ ｱｷｺ ヘルスサポートセンター鹿児島 麻酔科 099-267-6292 891-0115 鹿児島市東開町4-96

54 宇治野　幸博 ｳｼﾞﾉ ﾕｷﾋﾛ 医）仁愛会　仁愛会病院 内科/リハビリテーション科 099-210-0201 891-0122 鹿児島市南栄五丁目10-19

55 永井　慎昌 ﾅｶﾞｲ ｼﾝｽｹ 鹿児島赤十字病院 内科 099-261-2111 891-0133 鹿児島市平川町2545

56 松田　剛正 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹﾏｻ 鹿児島赤十字病院 リウマチ科/内科 099-261-2111 891-0133 鹿児島市平川町2545

57 川上　雅之 ｶﾜｶﾐ ﾏｻﾕｷ 鹿児島赤十字病院 救急/麻酔/透析 099-261-2111 891-0133 鹿児島市平川町2545

58 谷山　弘樹 ﾀﾆﾔﾏ ﾋﾛｷ 医療法人三樹会　敬愛クリニック 内科・糖尿病内科 099-261-0311 891-0133 鹿児島市平川町1580-15

59 木藤　正樹 ｷﾄｳ ﾏｻｷ 総合病院鹿児島生協病院 外科 099-267-1455 891-0141 鹿児島市谷山中央五丁目20-10

60 三宅　智 ﾐﾔｹ ｻﾄｼ 医）一誠会　三宅病院 内科/放射線科 099-268-3512 891-0141 鹿児島市谷山中央七丁目3-1
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61 牧野　正興 ﾏｷﾉ ﾏｻｵｷ 医） 一誠会 三宅病院 内科/放射線科 099-268-3512 891-0141 鹿児島市谷山中央七丁目3-1

62 柳田　文明 ﾔﾅｷﾞﾀ ﾌﾐｱｷ 総合病院鹿児島生協病院 産婦人科 099-267-1455 891-0141 鹿児島市谷山中央五丁目20-10

63 志々目　敏雄 ｼｼﾒ　ﾄｼｵ 医）愛人会　川島病院 内科 099-800-8800 891-0141 鹿児島市谷山中央一丁目4196

64 川原　功裕 ｶﾜﾊﾗ　ﾖｼﾋﾛ 医）川原会　かわはら脳神経外科クリニック 脳神経外科 099-266-6412 891-0143 鹿児島市和田一丁目17-10

65 古川　勉 ﾌﾙｶﾜ ﾂﾄﾑ 医）薩美会　古川胃腸科クリニック 外科・胃腸科 099-261-2521 891-0151 鹿児島市光山一丁目6-23

66 竹下　武承 ﾀｹｼﾀ ﾀｹﾂｸﾞ 医）浜友会　きいれ浜田クリニック 内科 099-345-0077 891-0203 鹿児島市喜入町6988-1

67 濵田　巳則 ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾉﾘ 医）浜友会　きいれ浜田クリニック 内科 099-345-0077 891-0203 鹿児島市喜入町6988-1

68 沼野　綾子 ﾇﾏﾉ ｱﾔｺ 医）猪鹿倉会　パールランド病院 内科 099-238-0301 891-1205 鹿児島市犬迫町2253

69 樋渡　三保子 ﾋﾜﾀﾘ ﾐﾎｺ やまびこ医療福祉センター 小児科 099-238-2755 891-1206 鹿児島市皆与志町1779

70 小八重　秀彦 ｺﾊﾞｴ ﾋﾃﾞﾋｺ やまびこ医療福祉センター 小児科 099-238-2755 891-1206 鹿児島市皆与志町1779

71 新倉　礼子 ｼﾝｸﾗ ﾚｲｺ やまびこ医療福祉センター 小児科 099-238-2755 891-1206 鹿児島市皆与志町1779

72 豊永  浩一 ﾄﾖﾅｶ ﾞｺｳｲﾁ 医）健生会　あんびる病院 内科 099-248-2222 892-0801 鹿児島市稲荷町12-6
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73 馬渡　浩介 ﾏﾜﾀﾘ ｺｳｽｹ 池之上クリニック 内科/循環器科/消化器科 099-247-1855 892-0806 鹿児島市池之上町10-7

74 今村　勉 ｲﾏﾑﾗ ﾂﾄﾑ 医）緑樹会　今村クリニック 外科/内科 099-222-5758 892-0815 鹿児島市易居町1-13

75 井上　賢人 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾄ 井上メンタルクリニック 精神科 099-225-4707 892-0816
鹿児島市山下町9-26
ファインビル7号館3階

76 前田　利宗 ﾏｴﾀﾞ ﾄｼﾑﾈ 医）信愛会　前田内科消化器科 内科/消化器科 099-227-3220 892-0816 鹿児島市山下町12-27

77 福元　弘和 ﾌｸﾓﾄ ﾋﾛｶｽﾞ 医）友心会　福元クリニック 内科 099-222-2783 892-0816 鹿児島市山下町12-8

78 江川　伸一郎 ｴｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁﾛｳ 江川内科消化器科 内科 099-224-4419 892-0817 鹿児島市小川町2-2

79 前田　忠 ﾏｴﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 医）仁胤会　前田内科クリニック 内科/消化器科 099-225-5600 892-0817 鹿児島市小川町9-1

80 前田　直 ﾏｴﾀﾞ ﾅｵｼ 医）仁胤会　前田内科クリニック 内科 099-225-5600 892-0817 鹿児島市小川町9-1

81 中村　安俊 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽﾄｼ 医）中村産婦人科　中村レディースクリニック 産婦人科 099-222-5510 892-0818 鹿児島市上本町9-14

82 厚地　良彦 ｱﾂﾁ ﾖｼﾋｺ 社医）天陽会　天陽会中央クリニック 内科/外科 099-225-8650 892-0822 鹿児島市泉町16-25

83 厚地　伸彦 ｱﾂﾁ ﾉﾌﾞﾋｺ 社医）天陽会　中央病院 循環器内科 099-226-8181 892-0822 鹿児島市泉町6-7

84 今村　英仁 ｲﾏﾑﾗ ﾋﾃﾞﾋﾄ 公財）慈愛会　いづろ今村病院 内科 099-226-2600 892-0824 鹿児島市堀江町17-1



産業医名 カナ 医療機関 専門診療科 電話番号 郵便番号 住所

【日医認定産業医名簿】  ※並びは、郵便番号順です。※産業医への問い合わせは掲載している電話番号へ直接ご連絡ください。

85 久保田　敬子 ｸﾎﾞﾀ ｹｲｺ 公財）慈愛会　いづろ今村病院 健診・人間ドック 099-226-2600 892-0824 鹿児島市堀江町17-1

86 黒野　明日嗣 ｸﾛﾉ ｱｽﾂｸﾞ 公財）慈愛会　いづろ今村病院 内科 099-226-2600 892-0824 鹿児島市堀江町17-1

87 柴田　邦彦 ｼﾊﾞﾀ ｸﾆﾋｺ 医）柴心会　内科柴田病院 内科/循環器科 099-222-1343 892-0827 鹿児島市中町12-14

88 神園　隆二 ｶﾐｿﾞﾉ ﾘｭｳｼﾞ 医）神愛会　神園医院 外科/内科 099-222-2707 892-0834 鹿児島市南林寺町10-8

89 大迫　政智 ｵｵｻｺ ﾏｻﾄﾓ 医）鑑朗会メンタルヘルスかごしま中央クリニック 精神科/心療内科 099-223-7700 892-0842
鹿児島市東千石町13-19
天文館第2ビル2階

90 中村　教子 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾘｺ プリムラクリニック 内科 099-224-1511 892-0842
鹿児島市東千石町1-1
第8川北ビル6階

91 中村　佐知子 ﾅｶﾑﾗ ｻﾁｺ 医）博悠会　中村（哲）産婦人科・内科 産婦人科 099-223-2236 892-0845 鹿児島市樋之口町3-7

92 有馬　桂 ｱﾘﾏ ｶﾂﾗ 有馬内科クリニック 内科 099-222-2474 892-0847 鹿児島市西千石町3-21-1階

93 沖野　秀紀 ｵｷﾉ ﾋﾃﾞｷ 医）秀愛会　沖野循環器科病院 内科/循環器科 099-223-3238 892-0847 鹿児島市西千石町13-30

94 小畑　八郎 ｵﾊﾞﾀ ﾊﾁﾛｳ 医）秀愛会　沖野循環器科病院 内科/循環器科 099-223-3238 892-0847 鹿児島市西千石町13-30

95 松元　淳 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 医）聖心会　かごしま高岡病院 内科 099-226-1370 892-0847 鹿児島市西千石町14-12

96 有馬　寛雄 ｱﾘﾏ ﾋﾛｵ 医）高治会　内科有馬病院 神経内科/内科 099-224-0823 892-0848 鹿児島市平之町1-27
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97 岩谷　美香 ｲﾜﾔ ﾐｶ 医）博香会　久保クリニック 精神科 099-243-2500 892-0871 鹿児島市吉野町3255-12

98 窪田　一之 ｸﾎﾞﾀ ｶｽﾞﾕｷ 医）渓心会　くぼた内科クリニック 循環器内科 099-246-3700 892-0871 鹿児島市吉野町5373-18

99 相良　有一 ｻｶﾞﾗ ﾕｳｲﾁ 医）吉翔会　かわもと相良消化器内科 外科 099-243-5500 892-0871 鹿児島市吉野町5397-3

100 桶谷　眞 ｵｹﾀﾆ ﾏｺﾄ 医）明輝会　吉野東ホームクリニック 消化器内科 099-295-0555 892-0871 鹿児島市吉野町5208-1

101 年永　隆一 ﾄｼﾅｶﾞ ﾘｭｳｲﾁ 公財）東風会　三船病院 内科/外科 099-247-3016 892-0871 鹿児島市吉野町10004-1

102 盛満　憲生 ﾓﾘﾐﾂ ﾉﾘｵ 盛満医院 内科 099-243-0581 892-0875 鹿児島市川上町3444-1

103 川上　秀一 ｶﾜｶﾐ ｼｭｳｲﾁ 医）明輝会　内村川上内科 内科 244-1500 892-0875 鹿児島市川上町2750-18

104 吉次　政彦 ﾖｼﾂｸﾞ ﾏｻﾋｺ 医）吉幸会　吉耳鼻咽喉科アレルギー科 耳鼻咽喉科/アレルギー科 099-295-7123 892-0875 鹿児島市川上町2571-1

105 竹之内　薫 ﾀｹﾉｳﾁ ｶｵﾙ 医療法人明心会　吉野病院 精神科 099-243-0048 892-0877 鹿児島市吉野町4丁目32-1

106 梅津　龍哉 ｳﾒﾂﾞ ﾀﾂﾔ 医）梅津整形外科医院 整形外科 099-244-6300 892-0877 鹿児島市吉野2丁目14番15号

107 大礒　陽子 ｵｵｲｿ ﾖｳｺ 公社）昭和会　今給黎総合病院 内科 099-226-2211 892-8502 鹿児島市下竜尾町4-16

108 徳久　琢也 ﾄｸﾋｻ ﾀｸﾔ 公社）昭和会　今給黎総合病院 新生児内科 099-226-2211 892-8502 鹿児島市下竜尾町4-16
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109 上ノ町　優仁 ｳｴﾉﾏﾁ ﾏｻﾄ 公社）鹿児島共済会　南風病院 糖尿病・内分泌内科 099-226-9111 892-8512 鹿児島市長田町14-3

110 中島　一壽 ﾅｶｼﾏ ｶｽﾞﾋｻ 公社）鹿児島共済会　南風病院 肝臓内科 099-226-9111 892-8512 鹿児島市長田町14-3

111 木村　俊博 ｷﾑﾗ ﾄｼﾋﾛ 医）木村外科内科 外科/内科 099-278-5511 899-2701 鹿児島市石谷町2101-7

112 尾立　源晴 ｵﾀﾞﾁ ﾓﾄﾊﾙ 099-275-3652

113 田畑　宏紀 ﾀﾊﾞﾀ ﾋﾛｷ 099-285-2392

114 矢野　武志 ﾔﾉ ﾀｹｼ 099-253-8126

115 草野　健 ｸｻﾉ ｹﾝ 099-257-2824

116 橋口　良紘 ﾊｼｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ 099-264-8714

117 前田　芳夫 ﾏｴﾀﾞ ﾖｼｵ 099-247-2148


