
【精神科病院】 

病院名 所在地・電話番号 事業内容・関連施設 

鹿児島県立姶良病院 〒899-5652 

姶良市平松 6067 

TEL: 0995-65-3138 

≪診療科≫ 

精神科 歯科(入院患者のみ) 

≪病床数≫ 

３３４床(運用病床２６７床) 

≪機能≫ 

訪問看護 

デイケア 

外来作業療法 

精神科応急入院指定病院・特定病院 

医療観察法指定入院医療機関・同法指定通院医療機関 

鹿児島県精神科救急医療施設・鹿児島県連携拠点機能病院 

(社)日本精神神経学会精神科専門医研修施設 

臨床研修指定病院 

(鹿児島県立病院群、鹿児島大学医学部・歯学部附属病院、鹿児島市立病院を主とする協力型臨床研

修病院) 

労災保険指定医療機関 

鹿児島県災害派遣精神医療チーム（DPAT）登録病院 

医療法人赤崎会 

赤崎病院 

〒891-0604 

指宿市開聞仙田 2307 

TEL：0993-32-2011 

診療科目：精神科 

病床数：１５０床 

医療法人 有隣会 

伊敷病院 

〒890-0005 

鹿児島市下伊敷 2-4-15 

TEL:099-220-4645 

診療科目：精神科、神経科、内科、神経内科 

病 床 数：２１９床 

精神科デイナイトケア 

≪関連施設≫ 

就労継続支援 B 型事業所、支援センター、グループホーム 



医療法人 全隆会 

指宿竹元病院 

〒891-0304 

指宿市東方 7531 

TEL:0993-23-2311 

診療科目：精神科、心療内科、内科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 

病 床 数：１８５床 

精神科デイケア・デイナイトケア・ショートケア、訪問看護、内観療法 

≪関連施設≫ 

地域活動支援センター、就労継続支援 B 型事業所、生活訓練、共同住居 

社会医療法人 慈生会 

ウエルフェア九州病院 

〒898-0089 

枕崎市白沢北町 191 番地 

TEL：0993-72-0055 

診療科目：精神科、心療内科、内科 

病 床 数：１７５床 

精神科デイケア・デイナイトケア・ナイトケア、精神科訪問看護 

≪関連施設≫ 

地域活動支援センター、共同住居、社会復帰アパート、居宅介護支援事業所 

訪問看護ステーション、高齢者グループホーム 

医療法人 常清会 

尾 病院 

〒890-0085 

鹿児島市南新町 1-29 

TEL:099-251-2209 

診療科目：精神科 

病 床 数：１５４床 

≪関連施設≫ 

【障害福祉サービス事業】 

相談支援事業所ドライブ・生活介護事業所ていくおふ・放課後等デイサービス りふとおふ 

グループホーム光・就労支援事業所ライダー・グループホームいちばん星 

多機能事業所曽らりす 

医療法人 蒼風会 

こだま病院 

〒897-0221 

南九州市川辺町田部田

3525 

TEL:0993-56-4111 

診療科目：精神科、神経科、内科 

病 床 数：１９２床 

精神科デイケア・デイナイトケア・ナイトケア・ショートケア、訪問看護 

≪関連施設≫ 

共同生活住居、認知症対応型共同生活介護 

社会福祉法人こだま会：地域活動支援センター、就労継続支援 B 型事業所 

有限会社圭友：認知症対応型共同生活介護 

有限会社 萌 



医療法人 陽善会 

坂之上病院 

〒891-0151 

鹿児島市光山 2 丁目 31-76 

TEL:099-261-6602 

診療科目：精神科、内科 

病 床 数：１４０床 

精神科デイケア・デイナイトケア、訪問看護 

≪関連施設≫ 

就労継続支援 A 型事業所、地域活動支援センター、共同生活援助、共同住居 

医療法人 共助会 

三州病院 

〒891-1205 

鹿児島市犬迫町 7783-1 

TEL:099-238-0075 

診療科目：精神科、内科 

病 床 数：１９８床 

精神科デイケア・デイナイトケア・ショートケア、訪問看護 

≪関連施設≫ 

  医療法人共助会 三州脇田丘病院（診療科目：精神科、神経科、診療内科、内科） 

  社会福祉法人くすの木会：地域活動支援センター、地域移行型ホーム、指定介護老人福祉施設 

医療法人 共助会 

三州脇田丘病院 

〒890-0073 

鹿児島市宇宿 7 丁目 26-1  

TEL:099-264-0667 

診療科目：精神科、神経科、心療内科 

病 床 数：１６２床 

精神科デイケア・デイナイトケア・ショートケア、訪問看護 

≪関連施設≫ 

  医療法人共助会 三州病院（診療科目：精神科、内科） 

  社会福祉法人くすの木会：地域活動支援センター、地域移行型ホーム、指定介護老人福祉施設 

公益財団法人慈愛会 

谷山病院 

〒891-0111 

鹿児島市小原町 8-1 

TEL:099-269-4111 

診療科目：精神科、神経科、内科、歯科 

病 床 数：３９２床 

精神科デイケア・デイナイトケア・ナイトケア・ショートケア、訪問看護 

≪関連施設≫ 

地域活動支援センター、就労支援センター、グループホーム・ケアホーム 

 

 

 

 

 

 

 



医療法人仁心会  

福山病院 

〒899-4501 

霧島市福山町福山 771 

TEL: 0995-55-2221 

診療科目：精神科・神経内科・心療内科・内科・皮膚科 

病床数：３１４床 

精神科デイケア・デイナイトケア・ナイトケア・ショートケア、訪問看護 

≪関連施設≫ 

 医療法人仁心会 

松下病院(心療内科・精神科・老年精神科・内科・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科・漢方内科・神経内科) 

西原保養院(精神科・神経科)  

仁心看護専門学校(看護学校) 

社会福祉法人たちばな会  

福山学園(知的障害者更生施設) オレンジ学園(重症心身障害児(者)施設) 

福山の里 デイサービスセンター 就労支援事業所 オレンジの里(就労継続支援 B 型事業所) 

グループホーム オレンジの里福山 グループホーム オレンジの里国分 

共同生活住居 オレンジハウス オレンジの里(地域活動支援センター)  

たちばな医療専門学校(看護学校) 

財団法人 松下美術館 

医療法人仁心会 

松下病院 

〒899-5102  

霧島市隼人町真孝 998 

TEL: 0995-42-2121 

診療内容：心療内科・精神科・老年精神科・内科・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科・漢方内科・神経内科 

病床数：２７７床 

精神科デイケア・デイナイトケア・ナイトケア・ショートケア、訪問看護、外来 OT、認知症疾患医療センター  

≪関連施設≫ 

 医療法人仁心会 

福山病院(精神科・神経科・内科・心療内科)  

西原保養院(精神科・神経科) 

仁心看護専門学校(看護学校) 

社会福祉法人たちばな会  

福山学園(知的障害者更生施設) オレンジ学園(重症心身障害児(者)施設) 

福山の里 デイサービスセンター 就労支援事業所 オレンジの里(就労継続支援 B 型事業所) 

グループホーム オレンジの里福山 グループホーム オレンジの里国分 

共同生活住居 オレンジハウス オレンジの里(地域活動支援センター)  

財団法人 松下美術館 

 



公益社団法人  

いちょうの樹 

メンタルホスピタル鹿児島 

〒890-0023 

鹿児島市永吉 1 丁目 11-1 

TEL:099-256-4567 

診療科目：精神科、神経科、内科、心療内科 

病床数：４５０床 

精神科デイケア・デイナイトケア・ショートケア、訪問看護 

≪関連施設≫ 

公益社団法人 いちょうの樹 大隅病院(診療科目：精神科、神経科) 

共同生活援助(グループホーム)「ホープ」・「アミカ」、福祉作業施設「カミーノ」 

就労継続支援 B 型事業所「えい吉」相談支援事業所「きくぞう」 

医療法人精翠会  

吉田病院 

〒868-0015  

熊本県人吉市下城本町

1501 

TEL: 0966-22-4051 

診療科目：精神科・神経科 

病床数：１９２床(休床６床) 

精神科デイケア・ショートケア、訪問看護、訪問診療 

≪関連施設≫ 

グループホーム「みどり」 

地域生活支援センター翠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【障害福祉サービス事業所】 

特定非営利活動法人 

まぐねっと 25 

就労継続支援 A 型事業所  

就労サービス事業所  

ア・ライズ 

〒890-0085 

鹿児島市南新町 1-29 

TEL：099-250-7313 

≪事業内容≫ 

就労継続支援 A 型事業所(売店業務・洗濯業務・農園業務) 

≪関連施設≫ 

 児童通所支援事業所あいらいん(児童発達支援、放課後等デイサービス) 

医療法人常清会 尾辻病院(精神科病院) 

 株式会社紫乃尾 

 株式会社エルアクト 

地域活動支援センター 

うえるふぇあ 

〒898-0089 

枕崎市白沢北町 191 

TEL:0993-72-9242 

≪事業内容≫ 

地域活動支援事業、相談支援事業 

≪関連施設≫ 

ウエルフェア九州病院（精神科、心療内科、内科）、共同住居、社会復帰アパート 

居宅介護支援事業所、訪問看護ステーション、高齢者グループホーム 

公益社団法人いちょうの樹 

相談支援事業所 

きくぞう 

 

 

 

〒890-0023 

鹿児島市永吉 1 丁目 17-3 

TEL:080-8571-4095 

≪事業内容≫ 

特定相談支援事業 

≪関連施設≫ 

メンタルホスピタル鹿児島、グループホーム「アミカ」、グループホーム「ホープ」、就労支援事業

所 えい吉（就労継続支援 B 型） 

自立訓練(生活訓練)事業 

生活サポート コパン 

〒891-0151 

鹿児島市光山2丁目31番

21 号 

TEL: 099-298-1763 

≪事業内容≫ 

障害福祉サービス(自立訓練(生活訓練)) 

≪関連施設≫ 

坂之上病院（精神科、内科）、就労継続支援 A 型事業所、地域活動支援センター、共同住宅 

共同生活援助(グループホーム) 



地域活動支援センター 

サポートやすらぎ 

〒891-1205 

鹿児島市犬迫町 7749 

TEL:099-238-0600 

≪事業内容≫ 

相談支援、憩い・交流の場、行事・仲間作り、その他 

≪関連施設≫ 

地域移行型ホーム、指定介護老人福祉施設 

特定医療法人共助会三州病院（精神科、内科） 

 医療法人共助会三州脇田丘病院（精神科、神経科、診療内科、内科） 

地域活動支援センター 

「集（つどい）」 

〒899-0204 

出水市麓町 30-63 

TEL:0996-62-7399 

≪事業内容≫ 

相談支援事業・地域活動支援センター事業（相談の場、情報提供の場、憩いの場、交流の場） 

障害児等療育支援事業 

≪関連施設≫ 

出水病院（精神科、心療内科、内科）、就労支援継続支援 B 型事業所、グループホーム 

地域活動支援センター 

にじの途 

〒897-0221 

南九州市川辺町田部田

3535 

TEL:0993-56-1900 

≪事業内容≫ 

相談支援・地域活動支援 

（日常生活の支援、電話・面接相談、創作的活動・生産的活動の提供、地域交流、情報提供、 

 ボランティア育成） 

≪関連施設≫ 

就労継続支援 B 型事業所 

医療法人蒼風会：こだま病院（精神科、神経科、内科）、共同生活住居 

認知症対応型共同生活介護 

有限会社圭友：認知症対応型共同生活介護 

有限会社 萌 

地域活動支援センター 

ひだまり 

〒891-0111 

鹿児島市小原町 8-1 

≪事業内容≫ 

相談支援・地域活動支援（オープンスペース利用、サークル活動、情報提供、地域交流・イベント

への参加） 

≪関連施設≫ 

谷山病院（精神科、神経科、内科、歯科）、就労支援センター、グループホーム・ケアホーム 

 

 

 



株式会社 エルアクト 

就労継続支援 A 型事業所  

クックサポートしのび 

〒890-0083 

鹿児島市紫原 3 丁目 3 番

20 号 

TEL: 099-251-3803 

≪事業内容≫ 

障害福祉サービス(弁当・惣菜製造販売、食品製造・加工) 

 

≪関連施設≫ 

医療法人 常清会 尾辻病院(診療科目：精神科) 

障がい者グループホーム しのび 1.2.3 

発達支援センター コメット 

相談支援センター ひびき 

 

地域活動支援センター 

かけはし 

〒891-0151 

鹿児島市光山 1 丁目 6 番

1 号 

TEL: 099-261-5100 

≪事業内容≫ 

相談支援・地域活動支援 

≪関連施設≫ 

坂之上病院（精神科、内科）、就労継続支援 A 型事業所「いっぽいっぽ」、自立訓練(生活訓練)事業「生

活サポート コパン」、共同住宅「グリーンパレス・いっきゅう荘」 

共同生活援助(グループホーム)「小城ホーム・光山ホーム・オギホーム・やまぼうしの家」 

一般社団法人 Saa・Ya 

しごと生活サポートセンター

みずほ 

〒890-0056 

鹿児島市下荒田 4 丁目

11-12 しのびビル下荒

田 2F 

《事業内容》 

生活訓練事業 

就労継続支援 A 型 

≪関連施設≫ 

指定共同生活援助「Saa・Ya ハイム」、就労継続支援 B 型事業所「TAP 工房」 

地域生活支援事業所 

アシスト 

〒899－5652 

鹿 児島県 姶良市 平松

6488 番地 

TEL：0995－73－5842 

≪事業種類≫ 

・地域活動支援センターⅠ型 

  (地域活動支援センター事業・相談支援事業・指定相談支援事業) 

≪関連施設≫ 

・アシスト訪問看護ステーション 

・GH アンビス(グループホーム) 

・救急搬送アシスト九州 

 

 



地域活動支援センター 

指宿ライフサポート 

〒891-0304 

鹿 児島県 指宿市 東方

7531 

TEL：0993‐24‐5055 

≪事業内容≫ 

地域活動支援センターⅠ型 

(地域活動支援センター事業・相談支援事業・指定相談支援事業・地域移行支援・地域定着支援) 

≪関連施設≫ 

・指宿竹元病院(精神科病院) 

・指宿マーチ(就労継続支援 B 型事業所) 

・自興館(グループホーム(共同生活援助)) 

・指宿ドリーム(宿泊型自律訓練施設) 

・指宿ホープ館(共同住居) 

・指宿新生館(共同住居) 

・指宿共立館(共同住居) 

株式会社エルアクト 

相談支援センターひびき 

〒890－0082 

鹿児島県鹿児島市紫原 4

丁目 4 番 2 号 1F 

 

TEL: 099‐297‐6014 

≪事業内容≫ 

一般相談支援事業・指定相談支援事業 

 

≪関連施設≫ 

・クックサポートしのび 

・グループホームしのび  

・グループホームしのび 2 号棟 

・グループホームしのび 3 号棟 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【その他（精神保健福祉援助実習指導Ⅰに係る見学・講義実習）】 

鹿児島県 

精神保健福祉センター 

〒890-0021 

鹿児島市小野 1 丁目 1-1 

TEL:099-255-0617 

≪事業内容≫ 

技術援助・教育研修、普及・啓発、調査・研究、協力組織の育成、精神医療審査会の審査に関する

事務、自立支援医療費（精神通院）及び精神障害者保健福祉手帳の判定 

鹿児島市保健部保健支援課 

(鹿児島市保健所) 

〒892-8677  

鹿児島市山下町 11-1 

TEL: 099-224-1111 

≪事業内容≫ 

保健支援課〔保健所で利用できるサービス等〕：精神保健福祉相談、精神障害者相談事業、精神保健

デイケア、精神障害者社会適応訓練事業、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療費制度、障害福

祉サービス 等 

鹿児島市 

精神保健福祉交流センター 

（はーと・ぱーく） 

指定管理者：一般社団法人鹿

児島県精神保健福祉士協会 

〒890-0063 

鹿児島市鴨池 2 丁目 22-18 

TEL:099-214-3352 

≪事業内容≫ 

相談事業（面接相談・電話相談）、交流事業、情報提供事業、施設管理 

≪センター内の他団体≫ 

鹿児島市保健所デイケア 

特定非営利活動法人 鹿児島市精神保健福祉推進の会・かれん鹿児島（就労継続支援 B 型事業） 

特定非営利活動法人クリンカ鹿児島（就労移行支援事業、就労継続支援事業 A 型・B 型、普及・啓

発事業、研修・相談事業） 

就労支援センター 

ステップ 

〒891-0111 

鹿児島市小原町 8-1 

≪事業内容≫ 

就労移行支援事業（厨房補助業務、講義）、 

就労継続支援事業 B 型（厨房補助業務、クリーニング、喫茶、ホール清掃） 

≪関連施設≫ 

谷山病院（精神科、神経科、内科、歯科）、地域活動支援センター、グループホーム・ケアホーム 

 


