
○高知県が指定している「協力難病指定医」 令和３年９月10日時点

No 氏名 主たる勤務先の医療機関 医療機関住所 診療科名

1 上岡　悦子 医療法人野並会　高知病院 高知市相生町1番35号 内科　　

2 北村　文夫 医療法人社団アマデウス会　きたむら心臓血管外科・内科 高知市薊野南町28-45 心臓血管外科　　呼吸器科　　内科

3 五十嵐　徹 医療法人新松田会　愛宕病院 高知市愛宕町1丁目1-13 心療内科　精神科

4 山本　千賀 島﨑耳鼻咽喉科 高知市愛宕町１丁目３-11 耳鼻咽喉科

5 高橋　淳二 医療法人悠仁会　高橋病院 高知市愛宕町３丁目９番20号 外科

6 盛實　篤史 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター 高知市池2125－1 内科

7 山川　泰明 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター 高知市池2125－1 整形外科

8 坂本　賢司 社会医療法人仁生会　三愛病院 高知市一宮西町１丁目７-25 内科　　

9 田島　幸一 医療法人社団晴緑会　高知総合リハビリテーション病院 高知市一宮南町1丁目10-15 内科

10 浅野　徹 医療法人社団晴緑会　高知総合リハビリテーション病院 高知市一宮南町1丁目10-15 内科

11 乾　泰通 医療法人社団晴緑会　高知総合リハビリテーション病院 高知市一宮南町1丁目10-15 内科

12 髙村　祥吾 高知こころクリニック 高知市一宮南町１丁目15-13マルナカ高知インター店２階 内科　心療内科　精神科

13 楠瀬　桂　 医療法人厚仁会　土佐田村病院 高知市稲荷町11-20 内科

14 山下　英敏 医療法人厚愛会　高知城東病院 高知市大津乙719 内科

15 髙橋　幸秀 医療法人厚愛会　高知城東病院 高知市大津乙719 内科

16 片岡　由紀子 医療法人厚愛会　高知城東病院 高知市大津乙719 内科

17 佐倉　直美 医療法人厚愛会　　高知城東病院 高知市大津乙719 内科

18 尾形　雅彦 医療法人厚愛会　高知城東病院 高知市大津乙719 外科

19 氏原  孝司 医療法人厚愛会　高知城東病院 高知市大津乙719 外科

20 田中　誠 医療法人産研会　上町病院 高知市上町1丁目7番34号
外科　皮膚科　リハビリテーション科　    
内科　麻酔科

21 松本　務 医療法人財団千葉健愛会　あおぞら診療所高知潮江 高知市北竹島町５ー10 内科　小児科

22 濱﨑　和英 医療法人さくらの里　だいいちリハビリテーション病院 高知市九反田２－14 内科

23 田村　朋子 医療法人さくらの里　だいいちリハビリテーション病院 高知市九反田２－14 内科

24 中山　徹 なかやまクリニック内科・循環器科 高知市介良乙1059高知東メディカルスクエア３Ｆ 内科　循環器内科

25 椋下　直子 むくした耳鼻咽喉科 高知市介良乙1049高知東メディカルスクエア3Ｆ 耳鼻咽喉科

26 船越　德宗 潮見台診療所 高知市潮見台３-131 内科

27 山村　栄一 医療法人山村会　山村病院 高知市下島町106番地 内科

28 中平　真人 医療法人山村会　山村病院 高知市下島町106番地 整形外科

29 内田　好彦 高知医療生活協同組合　潮江診療所 高知市高見町363 内科

30 山﨑　正幸 山﨑耳鼻咽喉科 高知市高須２丁目17-28 耳鼻咽喉科

31 吉田　照雄 医療法人新松田会　愛宕病院分院 高知市長浜6012-1 内科

32 田邊　伸子 特定医療法人仁泉会　春野うららかクリニック 高知市春野町南ヶ丘７丁目16 内科　小児科　循環器内科　老年内科

33 島津　裕和 医療法人仁栄会　島津病院 高知市比島町4丁目6番22号 整形外科

34 酉家　佐吉子 医療法人仁栄会　島津病院 高知市比島町4丁目6番22号 外科

35 市川　和加 市川医院 高知市百石町３丁目８-20 内科

36 濱田　哲也 医療法人南会　南病院 高知市本町3丁目6-28 内科

37 下村　之人 医療法人生生会　下村病院 高知市南はりまや町１－７－15 泌尿器科

38 阿部　秀宏 医療法人ひまわり　ひまわり在宅クリニック 高知市与力町12番10号シャトレ片町１階 内科

39 小谷　敬太 医療法人小谷会　小谷放射線科内科 高知市吉田町2-8 内科　放射線科
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40 船戸　豊彦 佐喜浜診療所 室戸市佐喜浜町1641－１ 内科

41 三宮　勝隆 医療法人愛生会　室戸中央病院 室戸市室津2273 内科

42 川西　孝和 むろとぴあ医院 室戸市浮津60-1 外科

43 山﨑　一明 医療法人おくら会　芸西病院 安芸郡芸西村和食甲4268 内科

44 濱宇津　良治 医療法人濱宇津会　中芸クリニック 安芸郡田野町2145番地1 内科　小児科

45 高芝　俊二 さくら香美クリニック 香美市土佐山田町117-13 内科

46 坂本　芳也 医療法人祥和会　坂本内科 香美市土佐山田町東本町４－１－38 内科

47 柴岡　義人 医療法人芳公会　香長中央病院 香美市土佐山田町西本町５丁目５－34 内科　放射線科　リハビリテーション科

48 和田　真一郎 医療法人芳公会　香長中央病院 香美市土佐山田町西本町５丁目５－34 内科

49 横山　雄一 医療法人同仁会　同仁病院 香美市土佐山田町百石町２丁目５番20号 内科　　

50 中山　富美 医療法人みどり会　鈴木内科 香南市野市町みどり野１丁目64 内科　　

51 麻植　啓輔 医療法人つくし会　南国病院 南国市大埇甲1479番地3 内科

52 高田　優 医療法人若草会　高田内科 南国市大埇乙1253-8 内科　　

53 宮田　敬三 医療法人陽光会　宮田整形外科 南国市篠原49-1 整形外科　リハビリテーション科　麻酔科

54 呉　啓貴 医療法人地塩会　南国中央病院 南国市後免町３丁目１-27 内科

55 都築　和宏 医療法人地塩会　南国中央病院 南国市後免町３丁目１-27 内科

56 畦地　秀栄 医療法人千博会　南国厚生病院 南国市立田1180番地 内科

57 髙橋　雄彦 大田口医院 長岡郡大豊町船戸60-2 内科

58 北野　博一 医療法人大博悠会　大杉中央病院 長岡郡大豊町中村大王1497－１ 内科

59 安井　渉 本山町立国民健康保険嶺北中央病院 長岡郡本山町本山620 内科

60 藤下　雅敏 医療法人ごくらく　とんぼクリニック 吾川郡いの町205 内科

61 岡本　和夫 医療法人岡本会　さくら病院 吾川郡いの町鹿敷162 内科

62 吉田　智昭 医療法人岡本会　さくら病院 吾川郡いの町鹿敷162 内科

63 福本　光孝 医療法人仁新会　石川記念病院 吾川郡いの町波川77 精神科　内科

64 東谷　信宏 いの町立国民健康保険長沢診療所 吾川郡いの町長沢254-3 内科

65 安部　朋季 医療法人一心会　安部病院 吾川郡仁淀川町岩丸102 内科

66 橋元　幸星 仁淀川町国民健康保険大崎診療所 吾川郡仁淀川町大崎300番地 内科

67 岡本　誠司 医療法人のぞみ　岡本内科 高岡郡越知町越知甲1678 内科　小児科　皮フ科　放射線科　　

68 山口　廣明 津野町立国保姫野々診療所 高岡郡津野町姫野々473-1 総合診療　整形外科

69 池田　幹彦 梼原町立国民健康保険梼原病院 高岡郡梼原町川西路2320-1 内科

70 岡本　大輔 佐川町立高北国民健康保険病院 高岡郡佐川町甲1687番地 内科

71 三吉　通 上ノ加江クリニック 高岡郡中土佐町上ノ加江277-10 内科

72 医療法人健美会　なかとさ病院 高岡郡中土佐町久礼6614 内科

73 濱田　枝里 医療法人健美会　なかとさ病院 高岡郡中土佐町久礼6614 内科

74 土居　秀策 土居診療所 高岡郡四万十町本堂401-8 内科

75 石川　哲 石川ヘルスクリニック 高岡郡四万十町榊山町７－23 内科　消化器科　放射線科　神経科

76 竹田　修司 温クリニック四万十 四万十市具同5390
循環器内科　内科　心臓リハビリテーション
科　　

77 八十島　徳昭 四万十市国民健康保険西土佐診療所 四万十市西土佐用井1110-28 内科

78 田村　哲生 医療法人真誠会　田村内科クリニック 宿毛市宿毛字鷺州5361- 7 内科

79 石見　寿康 医療法人互生会　筒井病院 宿毛市平田町戸内1802番地 内科

80 筒井　大八 医療法人互生会　筒井病院 宿毛市平田町戸内1802番地 内科

81 永松　陽三 医療法人互生会　筒井病院 宿毛市平田町戸内1802番地 内科

82 森　亮 高知県立幡多けんみん病院 宿毛市山奈町芳奈3番地1 産婦人科

83 大窪　秀直 大月町国民健康保険大月病院 幡多郡大月町大字鉾土603 内科

84 竹内　三晴 大月町国民健康保険大月病院 幡多郡大月町大字鉾土603 内科

85 北川　達也 医療法人四万十会　大方クリニック 幡多郡黒潮町入野2016-1
内科　消化器内科　放射線科　リハビリテー
ション科

86 門脇　徹 医療法人寿会　出口クリニック 幡多郡黒潮町出口2070 内科
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