
 
 

認知症は誰にも起こりうるものであり，早期診断・早期対応が重要です。 

気になる場合は関係機関へ相談しましょう！ 
 

認知症に関する相談窓口 

○ 地域包括支援センター（県内６３か所）※サブセンターを除く 

    地域包括支援センターでは，認知症も含め介護・福祉・医療などに関する相談に応じます。 

詳しくは，お近くの地域包括支援センターにお問い合わせください。 

※ 地域包括支援センターの連絡先一覧は裏面をご覧下さい。 

 

○ もの忘れの相談ができる医師 
認知症診療の知識・技術や認知症の方や家族の支援について研修を受けた医師（かかりつけ医）です。 

もの忘れの相談ができる医師の連絡先については，鹿児島県のホームページをご覧下さい。 

 
○ 認知症疾患医療センター（県内１２か所） 

認知症疾患医療センターでは，認知症の鑑別診断や専門医療相談などに応じています。 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
○ 認知症の人と家族の会鹿児島県支部 

認知症の人と家族の会鹿児島県支部では，認知症と若年性認知症に関する電話相談に応じています。 

 

 

 

    

   

 

 

 

所在地 センター名 電話番号 

 鹿児島大学病院 099-811-7388 

鹿児島市 谷山病院 099-269-4119 

 パールランド病院 099-238-0168 

枕崎市 ウエルフェア九州病院 0993-72-4747 

さつま町 宮之城病院 0996-53-1005 

出水市 荘記念病院 0996-82-2955 

霧島市 松下病院 0995-42-8558 

湧水町 あいらの森ホスピタル 0995-74-1140 

志布志市 病院芳春苑 099-472-0035 

鹿屋市 メンタルホスピタル鹿屋 0994-36-1870 

西之表市 せいざん病院 0997-28-3771 

奄美市 奄美病院 0997-52-0034 

認知症支援・相談窓口 

※鹿児島県のホームページにリンクします。その他，認知症に関する情報も掲載しています。 

鹿児島県 認知症 相談窓口 

★認知症の相談窓口へ★ 

 
「あれ？」 

と思ったら

電話相談（無料）●認知症  099-257-3887    ●若年性認知症 099-251-4010 

受付時間 午前10時～午後４時（土日祝日及び年末年始は除く） 

 問合せ先：鹿児島県くらし保健福祉部 高齢者生き生き推進課 099-286-2694 

おひとりで悩まずに・・・ 
あなたの周りには相談窓口があります。



地域包括支援ｾﾝﾀｰ連絡先一覧

市町村 名称 電話番号 市町村 名称 電話番号

鹿児島市地域包括支援ｾﾝﾀｰ
 (長寿あんしん相談ｾﾝﾀｰ)中央

099-219-4061 薩摩川内市 薩摩川内市地域包括支援ｾﾝﾀｰ 0996-24-3331

　　　　　〃　　 　　　上町 099-219-4815 さつま町 さつま町地域包括支援ｾﾝﾀｰ 0996-52-4690

　　　　　〃　　　 　鴨池北 099-812-8825 阿久根市 阿久根市地域包括支援ｾﾝﾀｰ 0996-73-1272

　　　　　〃　　　 　鴨池南 099-813-0880 出水市 出水市地域包括支援ｾﾝﾀｰ 0996-63-4053

　　　　　〃　　　     城西 099-813-0130 長島町 長島町地域包括支援ｾﾝﾀｰ 0996-86-1153

　　　　　〃  　   武・田上 099-284-0620 霧島市 霧島市地域包括支援ｾﾝﾀｰ 0995-48-7979

　　　　　〃　　   　　武岡
　　　　　　 　   (ｻﾌﾞｾﾝﾀｰ)

099-298-5801 大口地域包括支援ｾﾝﾀｰ 0995-23-2377

　　　　　〃　　　 　谷山北 099-284-5320 菱刈地域包括支援ｾﾝﾀｰ 0995-26-1307

          〃　　　   星ヶ峯
　　　　　　　　  (ｻﾌﾞｾﾝﾀｰ)

099-203-0400 姶良市 姶良市地域包括支援ｾﾝﾀｰ 0995-64-5537

　　　　　〃　　   谷山中央 099-263-6260 湧水町 湧水町地域包括支援ｾﾝﾀｰ 0995-74-3111

　　　　　〃　　　 　谷山南 099-297-5301 曽於市 曽於市地域包括支援ｾﾝﾀｰ 0986-76-8824

　　　　　〃　　　 　伊敷台 099-218-8760 志布志市 志布志市地域包括支援ｾﾝﾀｰ 099-474-1111

　　　　　〃　　　　 西伊敷 099-295-4007 大崎町 大崎町地域包括支援ｾﾝﾀｰ 099-471-7828

　　　　　〃　　　　 　吉野 099-295-7301 鹿屋市 鹿屋市地域包括支援ｾﾝﾀｰ 0994-45-6969

　　　　　〃　　　 　緑ヶ丘
　　　　　　 　   (ｻﾌﾞｾﾝﾀｰ)

099-295-9870 垂水市 垂水市地域包括支援ｾﾝﾀｰ 0994-32-5111

　　　　　〃　　　   　桜島 099-245-2525 東串良町 東串良町地域包括支援ｾﾝﾀｰ 0994-63-0930

　　　　　〃　　　   　吉田 099-293-7655 錦江町 錦江町地域包括支援ｾﾝﾀｰ 0994-22-3030

　　　　　〃　　　   　郡山 099-245-6601 南大隅町 南大隅町地域包括支援ｾﾝﾀｰ 0994-28-1333

　　　　　〃　　　   　松元 099-278-7131 肝付町 肝付町地域包括支援ｾﾝﾀｰ 0994-65-8419

　　　　　〃　　　   　喜入 099-343-5131 西之表市 西之表市地域包括支援ｾﾝﾀｰ 0997-23-5225

日置市 日置市地域包括支援ｾﾝﾀｰ 099-248-9423 中種子町 中種子町地域包括支援ｾﾝﾀｰ 0997-27-1223

いちき串木野市 いちき串木野市地域包括支援ｾﾝﾀｰ 0996-33-5644 南種子町 南種子町地域包括支援ｾﾝﾀｰ 0997-26-2035

三島村地域包括支援ｾﾝﾀｰ 099-222-3141 屋久島町北部地域包括支援ｾﾝﾀｰ 0997-43-5900

竹島へき地診療所(ｻﾌﾞｾﾝﾀｰ) 09913-2-2054 屋久島町南部地域包括支援ｾﾝﾀｰ 0997-43-5900

硫黄島へき地診療所(ｻﾌﾞｾﾝﾀｰ) 09913-2-2110 名瀬地域包括支援ｾﾝﾀｰ 0997-52-1111

大里へき地診療所(ｻﾌﾞｾﾝﾀｰ) 09913-3-2003 住用地域包括支援ｾﾝﾀｰ 0997-69-2111

黒島へき地診療所(ｻﾌﾞｾﾝﾀｰ) 09913-3-2201 笠利地域包括支援ｾﾝﾀｰ 0997-63-2299

十島村地域包括支援ｾﾝﾀｰ 099-222-2101 大和村 大和村地域包括支援ｾﾝﾀｰ 0997-57-2218

　　　　　〃　　   　口之島
                  (ｻﾌﾞｾﾝﾀｰ)

09912-2-2402 宇検村 宇検村地域包括支援ｾﾝﾀｰ 0997-67-2211

　　　　　〃　　   　中之島
                  (ｻﾌﾞｾﾝﾀｰ)

09912-2-2103 瀬戸内町地域包括支援ｾﾝﾀｰ 0997-72-1153

　　　　　〃　　　　　 平島
                  (ｻﾌﾞｾﾝﾀｰ)

09912-2-2010
加計呂麻園地域包括支援ｾﾝﾀｰ
(ｻﾌﾞｾﾝﾀｰ)

0997-73-2062

　　　　　〃　 　諏訪之瀬島
                  (ｻﾌﾞｾﾝﾀｰ)

09912-2-2359 龍郷町 龍郷町地域包括支援ｾﾝﾀｰ 0997-62-3111

　　　　　〃　　 　　悪石島
                  (ｻﾌﾞｾﾝﾀｰ)

09912-3-2103 喜界町 喜界町地域包括支援ｾﾝﾀｰ 0997-65-3522

　　　　　〃　　　 　小宝島
                  (ｻﾌﾞｾﾝﾀｰ)

09912-4-2006 徳之島町 徳之島町地域包括支援ｾﾝﾀｰ 0997-82-1111

　　　　　〃　　   　　宝島
                  (ｻﾌﾞｾﾝﾀｰ)

09912-4-2101 天城町 天城町地域包括支援ｾﾝﾀｰ 0997-85-5267

枕崎市 枕崎市地域包括支援ｾﾝﾀｰ 0993-72-1111 伊仙町 伊仙町地域包括支援ｾﾝﾀｰ 0997-81-7878

指宿市 指宿市地域包括支援ｾﾝﾀｰ 0993-22-2111 和泊町 和泊町地域包括支援ｾﾝﾀｰ 0997-92-1651

南さつま市 南さつま市地域包括支援ｾﾝﾀｰ 0993-58-2662 知名町 知名町地域包括支援ｾﾝﾀｰ 0997-81-5511

南九州市 南九州市地域包括支援ｾﾝﾀｰ 0993-56-1111 与論町 与論町地域包括支援ｾﾝﾀｰ 0997-97-3112

鹿児島市
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