
医師名 病院など 住所・アドレス 電話番号
小渡　有明 沖縄県ゆうな藤楓協会那覇診療所 〒900-0024

那覇市古波蔵133 098-832-9528

細川　篤 am皮膚科クリニック 〒901-0302
糸満市字潮平787-5 :098-995-1212

金城　浩邦 名護皮ふ科医院 〒905-0019
名護市大北1-2-34 0980-50-9480

照屋　操 国立療養所沖縄愛楽園 〒905-1635
名護市済井出1192 0980-52-8331

後藤　正道 国立療養所星塚敬愛園 〒893-8502
鹿屋市星塚町4204 0994-49-2500

〒890-8520
鹿児島市桜ヶ丘8-35-1

skita@m2.kufm.kagoshima-u.ac.jp

〒861-1113
熊本県合志市栄3796

nogamia@keifuen.hosp.go.jp

熊本リハビリテーション病院（整形外科） 〒869-1106
熊本県菊池郡菊陽町曲手７６０

haradm@krh.marutakai.or.jp

国立病院機構熊本医療センター 〒860-0008
熊本市中央区二の丸1-5

shkondo@kumamoto2.hosp.go.jp

石田　裕 天草市立牛深市民病院 （整形外科） 〒863-1901
熊本県天草市牛深町3050 0969-73-4171

長尾　榮治 三光病院 〒761-0123
高松市牟礼町原883-1 087-845-3301

〒701-4593
瀬戸内市邑久町虫明6253

hatano@komyoen.go.jp

〒701-4593
瀬戸内市邑久町虫明6253

okano@komyoen.go.jp

〒701-4593
瀬戸内市邑久町虫明6253

aoki@yd6.so-net.ne.jp 

0869-25-0011

原田　正孝

近藤　晶子

畑野　研太郎 国立療養所邑久光明園

青木　美憲 国立療養所邑久光明園

＊中国・四国地区

ハンセン病診療の相談に応じる医師（日本ハンセン病学会員）                             　　　2012年9月現在

＊沖縄地区

北島　信一 鹿児島大学医学部付属病院病理部

099-275-5562

＊九州地区（沖縄を除く）

096-248-1131

096-232-3111

096-353-6501

岡野　美子 国立療養所邑久光明園（眼科）

0869-25-0011

0869-25-0011

野上　玲子 国立療養所菊池恵楓園（皮膚科）

TEL:098-995-1212
mailto:nogamia@keifuen.hosp.go.jp
mailto:haradm@krh.marutakai.or.jp
mailto:okano@komyoen.go.jp
mailto:aoki@yd6.so-net.ne.jp


〒701-4592
瀬戸内市邑久町虫明6539

mozak@maia.eonet.ne.jp

〒673-8558
明石市北王子町13-70

kumanok@yb3.so-net.ne.jp

〒606-8397
京都市左京区聖護院川原町54

mozak@maia.eonet.ne.jp

青木　美憲 大阪府立急性期・総合医療センター（リ
ハビリテーション科）（要予約）

〒558-8558
大阪市住吉区万代東3丁目1番56号 06-6692-1201

石井　則久 国立駿河療養所 〒412-8512
御殿場市神山1915 0550-87-1711

〒189-0002
東村山市青葉町4-2-1

norishii@nih.go.jp

杉田　泰之 杉田皮フ科クリニック 〒240-0052
横浜市保土ヶ谷区西谷町893-10 045-383-1231

四津　里英

国立国際医療研究センター　皮膚科 〒162-8655
東京都新宿区戸山1-21-1 03-3202-7181

〒189-0002
東村山市青葉町4-2-1 042-391-8211

0869-25-0321

078-929-1151

042-391-8211

＊東海地区

＊関東地区

＊近畿地区

京都大学医付属病院（皮膚科）　皮膚神
経病外来

熊野　公子

尾崎　元昭 国立療養所長島愛生園（皮膚科）

兵庫県立がんセンター（皮膚科）＊平成
24年9月末日までで兵庫県では専門医
による外来診療終了

[検査・研究]

国立感染症研究所ハンセン病研究センター

尾崎　元昭

075-751-3714

国立感染症研究所ハンセン病研究セン
ター

石井　則久

TEL:06-6692-1201
TEL:03-3202-7181
TEL:075-751-3714


医師名 病院など 住所・アドレス 電話番号
〒819-0167
福岡市西区今宿1-5-27
tomokohifuka@me.com
〒814-0001
福岡市早良区百道浜3-6-45
〒815-0082
福岡市南区大楠2-3-10　寿ビル2階
takeaki-f@vivid.ocn.ne.jp
〒830-0207
福岡県久留米市城島町大字城町38-1
suu@mvh.biglobe.ne.jp

〒755-0026
山口県宇部市松山町1-8-22
〒750-0061
山口県下関市上新地町3-3-8
〒750-0061
山口県下関市上新地町3-3-8
〒700-8558
岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1　
keijiiwa@cc.okayama-u.ac.jp

〒791-0295
愛媛県東温市志津川
sayama@m.ehime-u.ac.jp

〒573-1191
大阪府枚方市新町2-3-1
〒573-1191
大阪府枚方市新町2-3-1
〒520-2192
滋賀県大津市瀬田月輪町
〒520-2192
滋賀県大津市瀬田月輪町
norikaz@belle.shiga-med.ac.jp
〒641-0012
和歌山市紀三井寺811-1
dajs@wakayama-med.ac.jp
〒641-0012
和歌山市紀三井寺811-1
〒634-8522
奈良県橿原市四条町840
〒634-8522
奈良県橿原市四条町840
〒631-0824
奈良市西大寺南町5-8
wataru12@lily.ocn.ne.jp
〒510-8567
三重県四日市市芝田2-2-37
〒519-0154
三重県亀山市南崎町735-16
nouchinob@wing.ocn.ne.jp

〒460-0001
名古屋市中区三の丸4-1-1
〒460-0001
名古屋市中区三の丸4-1-1
〒466-8633
名古屋市昭和区川名山町56番地
〒470-1192
愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪1-98
kamatsu@fujita-hu.ac.jp

久保田　由美子福岡山王病院皮膚科 092-832-1100

文森　健明 ふみもり皮ふ科 092-791-5512

ハンセン病の再発と皮膚病に気軽に対応する皮膚科医
九州地方

松田　知子 松田知子皮膚科医院 092-807-1221

赤松　洋子 社会保険下関厚生病院皮膚科 083-231-5811

西尾　大介 社会保険下関厚生病院皮膚科 083-231-5811

鈴木　康之 上野病院 0942-62-3156

中国地方

今村　英一 今村皮膚科形成外科 0836-21-0816

近畿地方

岡本　祐之 関西医科大学附属枚方病院皮膚科 072-804-0101

為政　大幾 関西医科大学附属枚方病院皮膚科 072-804-0101

岩月  啓氏 岡山大学病院皮膚科 086-235-7943

四国地方

佐山　浩二 愛媛大学医学部附属病院皮膚科 089-960-5350

古川　福実 和歌山県立医科大学附属病院皮膚科 073-447-2300

金澤　伸雄 和歌山県立医科大学附属病院皮膚科 073-447-2300

田中　俊宏 滋賀医科大学医学部附属病院皮膚科 077-548-2565

藤井　紀和 滋賀医科大学医学部附属病院皮膚科 077-548-2565

北村　弥 医療法人北村皮膚科医院 0742-41-1112

谷口　芳記　 市立四日市病院皮膚科 059-354-1111

浅田　秀夫 奈良県立医科大学附属病院皮膚科 0744-22-3051

小林　信彦 奈良県立医科大学附属病院皮膚科 0744-22-3051

嘉陽　織江 名古屋医療センター皮膚科 052-951-1111

春原　晶代 聖霊病院 052-832-1181

野内　伸浩 皮ふ科　野内クリニック 0595-98-4112

中部地方

清水　真 名古屋医療センター皮膚科 052-951-1111

松永 佳世子 藤田保健衛生大学病院皮膚科 0562-93-2190
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〒470-1192
愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪1-98
abemasa@fujita-hu.ac.jp
〒475-8599
愛知県半田市東洋町2-29
〒444-8553
愛知県岡崎市高隆寺字五所合3-1
〒501-1194
岐阜県岐阜市柳戸1-1
〒381-8551
長野市大字富竹1333-1
saik@hospital.nagano.nagano.jp
〒396-8555
長野県伊那市小四郎久保1313-1

〒240-8555
横浜市保土ヶ谷区岡沢町56
〒240-0052
横浜市保土ヶ谷区西谷町893-10
〒230-0012
横浜市鶴見区下末吉3-6-1
y_hata@tobu.saiseikai.or.jp
〒228-8522
神奈川県相模原市桜台18-1
a-asahina@sagamihara-hosp.gr.jp
〒102-8798
東京都千代田区富士見2-14-23
〒108-0073
東京都港区三田1-4-17
chen@saichu.jp
〒162-8666
東京都新宿区河田町8-1
〒162-8655
東京都新宿区戸山1-21-1
〒141-8625
東京都品川区東五反田5-9-22
〒145-0065
東京都大田区東雪谷4-5-10
〒152-8902
東京都目黒区東が丘2-5-1
〒189-8550
東京都東村山市青葉町4-1-1
〒189-0002
東京都東村山市青葉町4-2-1
norishii@nih.go.jp
〒190-8578
東京都立川市錦町1-16-15
t-hifuka@tachisou.or.jp
〒359-0002
埼玉県所沢市中富1037-1
namisatom@auen.jp
〒359-0002
埼玉県所沢市中富1037-1

工藤　清孝 半田市立半田病院皮膚科 0569-22-9881

加藤　陽一 岡崎市民病院皮膚科 0564-21-8111

安部　正通 藤田保健衛生大学病院皮膚科 0562-93-2190

福澤　正男 伊那中央病院皮膚科 0265-72-3121

関東地方

毛利　忍 横浜市立市民病院皮膚科 045-331-1961

加納　宏行 岐阜大学医学部附属病院皮膚科 058-230-6000

齋木　實 長野市民病院皮膚科 026-295-1199

朝比奈　昭彦　 国立病院機構相模原病院皮膚科 042-742-8311

江藤　隆史 東京逓信病院皮膚科 03-5214-7111

杉田 泰之 杉田皮フ科クリニック 045-383-1231

畑　　康樹 済生会横浜市東部病院皮膚科 045-576-3000

四津　里英 国立国際医療研究センター病院皮膚科 03-3202-7181

栗原  香子 NTT東日本関東病院皮膚科 03-3448-6111

陳　科榮 東京都済生会中央病院皮膚科 03-3451-8211

常深　祐一郎 東京女子医科大学病院皮膚科 　03-3353-8111

永岡　  譲 国立療養所多磨全生園皮膚科 042-395-1101

石井　則久 国立感染症研究所ハンセン病研究センター 042-391-8211

関根　万里 東京都保健医療公社荏原病院皮膚科 03-5734-8000

佐藤　友隆 国立病院機構東京医療センター皮膚科 03-3411-0111

白井　拓史 おうえんポリクリニック内科 04-2990-5818

尾立　冬樹 健生会立川相互病院皮膚科 042-525-2585

並里　まさ子 おうえんポリクリニック皮膚科 04-2990-5818
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