鹿児島県
（令和元年度）実施機関一覧表
実施機関名

所在地

電話番号

アクラス中央病院

鹿児島県鹿児島市武岡一丁目121-5

099-203-0100

厚地リハビリテーション病院

鹿児島県鹿児島市照国町13-37

099-226-1288

天辰病院

鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘四丁目1-8

099-265-3151

アリーナサイド牧医院

鹿児島県鹿児島市永吉二丁目11-1

099-251-3300

有馬内科クリニック

鹿児島県鹿児島市西千石町3-21

099-222-2474

内科有馬病院

鹿児島県鹿児島市平之町1-27

099-224-0823

有馬新一クリニック

鹿児島県鹿児島市下荒田二丁目1-1サンプラス荒田3階

099-812-1131

有馬・藤島内科クリニック

鹿児島県鹿児島市与次郎一丁目3-12

099-251-6336

あんびる病院

鹿児島県鹿児島市稲荷町12-6

099-248-2222

いいだクリニック

鹿児島県鹿児島市草牟田二丁目17-3

099-222-1729

池田病院

鹿児島県鹿児島市西田一丁目4-1

099-252-8333

池之上クリニック

鹿児島県鹿児島市池之上町10-7

099-247-1855

伊敷病院

鹿児島県鹿児島市下伊敷二丁目4-15

099-220-4645

伊敷台内科

鹿児島県鹿児島市伊敷台四丁目7-17

099-228-5500

石塚レディースクリニック

鹿児島県鹿児島市新屋敷町4-10

099-222-2509

石原山下整形外科内科医院

鹿児島県鹿児島市鼓川町4-16

099-247-3011

伊集院病院

鹿児島県鹿児島市池之上町9-27

099-248-0008

いなもりクリニック

鹿児島県鹿児島市西田一丁目4-15

099-256-0833

稲森内科消化器科

鹿児島県鹿児島市上福元町5723-3

099-268-2550

今村クリニック

鹿児島県鹿児島市易居町1-13

099-222-5758

今村泌尿器科

鹿児島県鹿児島市武一丁目26-14

099-206-6688

いづろ今村病院

鹿児島県鹿児島市堀江町17-1

099-226-2600

今村総合病院

鹿児島県鹿児島市鴨池新町11-23

099-285-3916

入来クリニック

鹿児島県鹿児島市中山二丁目3-12

099-260-1511

岩尾病院

鹿児島県鹿児島市甲突町17-18

099-225-3838

岩下クリニック

鹿児島県鹿児島市城西三丁目5-5

099-254-5632

上之内科クリニック

鹿児島県鹿児島市荒田一丁目34-13

099-253-1919

うえの内科・循環器内科クリニック

鹿児島県鹿児島市山下町8-3 3階

099-295-6677

うえはらクリニック

鹿児島県鹿児島市本名町1071-1

099-294-2102

上原クリニック

鹿児島県鹿児島市山田町221-1

099-275-0010

植村病院（伊敷）

鹿児島県鹿児島市伊敷二丁目1-2

099-220-1730

植村病院（草牟田）

鹿児島県鹿児島市草牟田一丁目4-7

099-222-6925

上山クリニック

鹿児島県鹿児島市吉野町719-1

099-244-3000

うえやま腎クリニック

鹿児島県鹿児島市宇宿四丁目39-20

099-275-3211

上山病院

鹿児島県鹿児島市宇宿三丁目17-6

099-257-2277

うすきクリニック

鹿児島県鹿児島市宇宿四丁目30-13

099-201-0301

内村川上内科

鹿児島県鹿児島市川上町2750-18

099-244-1500

宇根クリニック

鹿児島県鹿児島市玉里団地三丁目26-12

099-228-9901

梅津整形外科医院

鹿児島県鹿児島市吉野二丁目14-15

099-244-6300

梅林クリニック

鹿児島県鹿児島市西陵二丁目1-15

099-282-5800

うるた内科

鹿児島県鹿児島市下荒田二丁目10-10

099-285-1700

榮樂内科クリニック

鹿児島県鹿児島市鴨池一丁目44-8

099-208-6000

江川内科消化器科

鹿児島県鹿児島市小川町2-2

099-224-4419

大勝病院

鹿児島県鹿児島市真砂本町3-95

099-253-1122

大迫医院

鹿児島県鹿児島市上之園町7-10

099-254-3478

大塚クリニック

鹿児島県鹿児島市荒田二丁目43-5

099-252-9500

大山クリニック

鹿児島県鹿児島市中央町25-9

099-252-0080

岡田脳神経クリニック

鹿児島県鹿児島市上福元町3603-1

099-263-5570
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沖野循環器科病院

鹿児島県鹿児島市西千石町13-30

099-223-3238

ヲサメ内科クリニック

鹿児島県鹿児島市中央町9-1鹿児島中央第一生命ビル1階

099-250-7767

納病院

鹿児島県鹿児島市高麗町7-1

099-257-2171

小田代内科

鹿児島県鹿児島市明和一丁目30-1

099-281-2021

小田代病院

鹿児島県鹿児島市荒田一丁目25-6

099-253-8111

小田原病院

鹿児島県鹿児島市山之口町8-1

099-223-7531

尾辻クリニック内科胃腸科

鹿児島県鹿児島市皇徳寺台一丁目28-15

099-201-0202

尾辻皮膚泌尿器科外園整形外科

鹿児島県鹿児島市下伊敷一丁目44-19

099-220-6281

鬼丸内科循環器科

鹿児島県鹿児島市郡山町6513

099-298-3901

折田胃腸科外科

鹿児島県鹿児島市吉野町9066-2浜川ビル1階

099-243-6941

海江田外科

鹿児島県鹿児島市伊敷五丁目18-2

099-229-2753

かごしま高岡病院

鹿児島県鹿児島市西千石町14-12

099-226-1370

鹿児島赤十字病院

鹿児島県鹿児島市平川町2545

099-261-2111

片瀬クリニック

鹿児島県鹿児島市山之口町3-14-2F

099-222-2560

内科・消化器内科勝山クリニック

鹿児島県鹿児島市中央町22-16アエールプラザ３階

099-812-8252

かねこクリニック

鹿児島県鹿児島市上荒田町8-6

099-214-2800

樺山医院

鹿児島県鹿児島市鴨池二丁目1-15ソネット鴨池ビルT12号

099-256-7788

上片平産婦人科内科

鹿児島県鹿児島市伊敷七丁目8-15

099-220-0381

神園医院

鹿児島県鹿児島市南林寺町10-8

099-222-2707

上別府内科消化器科

鹿児島県鹿児島市吉野町2723-3

099-244-7878

かめざわ整形外科

鹿児島県鹿児島市中山町1225-1

099-269-2011

鴨池生協クリニック

鹿児島県鹿児島市鴨池新町5-8

099-252-1321

鴨池ハイムクリニック

鹿児島県鹿児島市鴨池新町28-1-106

099-257-3636

川島病院

鹿児島県鹿児島市谷山中央一丁目4196

099-800-8800

川畑内科クリニック

鹿児島県鹿児島市上谷口町1003-1

099-278-1011

かわはら脳神経外科クリニック

鹿児島県鹿児島市和田一丁目17-10

099-266-6412

川原泌尿器科

鹿児島県鹿児島市宇宿八丁目17-1

099-284-7117

川平クリニック

鹿児島県鹿児島市西田二丁目7-16第2エノキダビル1階

099-256-5252

かわもと相良消化器内科

鹿児島県鹿児島市吉野町5397-3

099-243-5500

神田医院

鹿児島県鹿児島市坂元町1327

099-247-1288

かんまち尾辻病院

鹿児島県鹿児島市下竜尾町6-18

099-247-1955

喜入クリニック

鹿児島県鹿児島市喜入町6016

099-345-3210

きいれセントラルクリニック

鹿児島県鹿児島市喜入町6074-1

099-345-1888

きいれ浜田クリニック

鹿児島県鹿児島市喜入町6988-1

099-345-0077

きじま内科

鹿児島県鹿児島市中央町23-21 2階

099-255-8750

内科・循環器内科きはらハートクリニック

鹿児島県鹿児島市紫原一丁目47-7

099-250-5505

木村外科内科

鹿児島県鹿児島市石谷町2101-7

099-278-5511

共立病院

鹿児島県鹿児島市南郡元町11-11

099-255-3151

玉水会病院

鹿児島県鹿児島市下伊敷一丁目1-5

099-223-3330

金生内科

鹿児島県鹿児島市中町5-1小田原ビル3階

099-226-6262

久木元医院

鹿児島県鹿児島市紫原五丁目6-17

099-812-5272

久保クリニック

鹿児島県鹿児島市吉野町3255-12

099-243-2500

久保田整形外科

鹿児島県鹿児島市大竜町12-30

099-247-2400

くぼた内科クリニック

鹿児島県鹿児島市吉野町5373-18

099-246-3700

久米田内科循環器内科

鹿児島県鹿児島市草牟田二丁目24-1

099-226-1166

くりの整形クリニック

鹿児島県鹿児島市広木二丁目38-15

099-201-0010

くさの記念病院

鹿児島県鹿児島市田上二丁目27-17

099-256-2233

くらのメンタルクリニック

鹿児島県鹿児島市東谷山六丁目37-1

099-813-8338

くわはたクリニック

鹿児島県鹿児島市玉里団地二丁目5-1

099-220-9502

桑畑整形外科クリニック

鹿児島県鹿児島市伊敷五丁目8-32

099-229-8808

敬愛クリニック

鹿児島県鹿児島市平川町1580-15

099-261-0311
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花野クリニック

鹿児島県鹿児島市花野光ヶ丘二丁目50-1

099-802-7011

健三郎クリニック

鹿児島県鹿児島市山下町9-1チャイムズビル3階

099-805-0567

健三郎クリニック薬師

鹿児島県鹿児島市原良四丁目27-1

099-202-0071

健翔会病院

鹿児島県鹿児島市東郡元町5-10

099-253-0171

公益財団法人鹿児島県民総合保健センター

鹿児島県鹿児島市下伊敷三丁目1-7

099-220-2332

鹿児島県厚生農協連健康管理センター

鹿児島県鹿児島市与次郎一丁目13-1

099-256-1133

内科甲南クリニック

鹿児島県鹿児島市上之園町29-14

099-258-7111

幸山内科

鹿児島県鹿児島市下伊敷三丁目22-27

099-220-5585

光輪会鹿児島クリニック

鹿児島県鹿児島市東開町5-28

099-268-2351

国東内科小児科

鹿児島県鹿児島市山之口町6-10

099-224-6958

こしのクリニック

鹿児島県鹿児島市城西一丁目2-22

099-256-5055

こしゃクリニック

鹿児島県鹿児島市西田二丁目21-3NUビル3階東

099-203-0511

児玉整形外科クリニック

鹿児島県鹿児島市谷山中央一丁目5002

099-268-7030

最勝寺内科

鹿児島県鹿児島市星ヶ峯二丁目26-1

099-264-5900

済生会鹿児島病院

鹿児島県鹿児島市南林寺町1-11

099-223-0101

さかき脳神経外科

鹿児島県鹿児島市中山町2176-2

099-298-5400

坂下内科くりニック

鹿児島県鹿児島市西伊敷三丁目20-15

099-228-2345

坂之上病院

鹿児島県鹿児島市光山二丁目31-76

099-261-6602

坂元内科胃腸科

鹿児島県鹿児島市下荒田一丁目2-26

099-252-5511

さがらパース通りクリニック

鹿児島県鹿児島市新屋敷町26-13

099-239-5366

﨑元病院

鹿児島県鹿児島市東千石町4-13

099-224-5650

櫻井産婦人科

鹿児島県鹿児島市宇宿一丁目51-16

099-252-8964

桜ヶ丘内科胃腸科

鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘四丁目1-9

099-265-3131

桜島病院

鹿児島県鹿児島市野尻町59

099-221-2031

迫田晃郎クリニック

鹿児島県鹿児島市荒田二丁目41-5

099-253-5320

さとみクリニック

鹿児島県鹿児島市山下町8-3 2階

099-219-3336

さめしま小児科

鹿児島県鹿児島市山之口町5-19

099-224-2525

鮫島病院

鹿児島県鹿児島市加治屋町9-8

099-224-2277

さんクリニック竹ノ下

鹿児島県鹿児島市松原町14-1

099-219-2711

三愛クリニック

鹿児島県鹿児島市郡元三丁目3-7

099-812-6433

産業保健メディカルクリニック

鹿児島県鹿児島市東谷山二丁目16-21

099-263-4763

三州病院

鹿児島県鹿児島市犬迫町7783-1

099-238-0075

三成会クリニック

鹿児島県鹿児島市田上八丁目1-17

099-281-1555

じげんじ久保クリニック

鹿児島県鹿児島市谷山中央六丁目17-30

099-267-7776

内科柴田病院

鹿児島県鹿児島市中町12-14

099-222-1343

しぶや甲状腺クリニック

鹿児島県鹿児島市山下町8-3 メディカルミュゼビル山下町4F

099-222-1001

霜出義輝内科クリニック

鹿児島県鹿児島市下荒田三丁目39-9

099-813-0822

下川クリニック

鹿児島県鹿児島市吉野町2288-2

099-244-1200

しもたたら内科・消化器科

鹿児島県鹿児島市西田二丁目5-5

099-250-0555

シモノクリニック

鹿児島県鹿児島市易居町6-4

099-219-5355

慈遊館クリニック

鹿児島県鹿児島市下福元町2635

099-263-3105

昭和会クリニック

鹿児島県鹿児島市下竜尾町2-6

099-226-2212

しょこらクリニック

鹿児島県鹿児島市紫原四丁目32-20

099-800-3954

白石病院

鹿児島県鹿児島市薬師一丁目12-22

099-255-0101

白坂病院

鹿児島県鹿児島市中央町13-14

099-255-3161

仁愛会クリニック

鹿児島県鹿児島市新栄町2-1

099-214-7001

仁愛会病院

鹿児島県鹿児島市南栄五丁目10-19

099-210-0201

しんがみ内科クリニック

鹿児島県鹿児島市下荒田一丁目30-15

099-213-5321

新杏クリニック

鹿児島県鹿児島市宇宿三丁目41-1

099-257-2255

仁クリニック

鹿児島県鹿児島市長田町18-33

099-223-3911

新田ニコニコクリニック

鹿児島県鹿児島市和田一丁目21-2-1

099-269-3123
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新田クリニック

鹿児島県鹿児島市喜入前之浜町7805

099-343-1166

新牧医院

鹿児島県鹿児島市吉野町3073-147

099-243-0178

鈴木内科クリニック

鹿児島県鹿児島市福山町193-1

099-278-5797

すみクリニック

鹿児島県鹿児島市加治屋町13-11

099-222-2727

生協往診クリニック

鹿児島県鹿児島市谷山中央五丁目14-19 １階

099-230-7770

成人病院

鹿児島県鹿児島市上荒田町16-30

099-254-3332

清泉クリニック整形外科

鹿児島県鹿児島市住吉町12-16

099-223-1936

清風病院

鹿児島県鹿児島市真砂町73-20

099-257-1010

西陵クリニック

鹿児島県鹿児島市西陵五丁目12-5-2

099-283-3666

千年メディカルクリニック

鹿児島県鹿児島市千年二丁目11-14

099-294-9199

在宅医療大徳クリニック

鹿児島県鹿児島市宇宿一丁目41-14

099-254-8011

タウンズクリニック西村内科消化器科

鹿児島県鹿児島市皇徳寺台二丁目2-6

099-265-1003

高田病院

鹿児島県鹿児島市堀江町5-1

099-226-4325

田上記念病院

鹿児島県鹿児島市西別府町1799

099-282-0051

高見馬場Ｊｕｎクリニック

鹿児島県鹿児島市加治屋町13-3

099-239-5655

高見馬場山口クリニック

鹿児島県鹿児島市西千石町16-16

099-219-3822

高見馬場リハビリテーション病院

鹿児島県鹿児島市西千石町16-8

099-224-0100

たけクリニック

鹿児島県鹿児島市川上町2573-11

099-295-8666

たけ内科

鹿児島県鹿児島市田上六丁目22-6

099-255-3322

武井内科クリニック

鹿児島県鹿児島市上之園町34-20 2階

099-285-0051

竹之内内科クリニック

鹿児島県鹿児島市星ヶ峯一丁目29-5

099-264-6858

たけのはし大山医院

鹿児島県鹿児島市下荒田一丁目20-3

099-253-6900

竹元クリニック

鹿児島県鹿児島市伊敷台二丁目17-20

099-218-0456

田代内科

鹿児島県鹿児島市西田三丁目4-5

099-251-2127

たちばないいやまクリニック

鹿児島県鹿児島市上荒田町33-5

099-251-2528

タテババ・神田クリニック

鹿児島県鹿児島市下竜尾町7-20

099-247-1038

田中整形外科クリニック

鹿児島県鹿児島市紫原四丁目19-10

099-251-1225

谷山生協クリニック

鹿児島県鹿児島市谷山中央五丁目21-22

099-210-2211

放射線科田之畑クリニック

鹿児島県鹿児島市東開町4-58

099-267-3700

紫原たはら医院

鹿児島県鹿児島市紫原四丁目27-19

099-252-5233

田原内科･循環器科

鹿児島県鹿児島市東谷山三丁目14-1

099-260-6080

田村クリニック

鹿児島県鹿児島市宇宿三丁目29-10

099-256-2222

中央町泌尿器科

鹿児島県鹿児島市中央町32-37

099-214-3400

Tsukasa Health Care Hospital

鹿児島県鹿児島市山田町441

099-264-1212

辻眼科クリニック

鹿児島県鹿児島市和田三丁目28-18

099-268-3000

土橋病院

鹿児島県鹿児島市西田一丁目16-1

099-257-5711

つみのり内科クリニック

鹿児島県鹿児島市中山町5157

099-266-0611

鶴留放射線科内科医院

鹿児島県鹿児島市田上台二丁目35-8

099-265-5911

デイジークリニック

鹿児島県鹿児島市鴨池一丁目55-10

099-296-7751

寺口クリニック

鹿児島県鹿児島市中央町5-20

099-255-0005

照國クリニック

鹿児島県鹿児島市照国町13-19

099-222-4710

天神南クリニック

鹿児島県鹿児島市田上二丁目16-16

099-213-1077

天保山内科

鹿児島県鹿児島市天保山町20-9

099-251-0543

天陽会中央クリニック

鹿児島県鹿児島市泉町16-1

099-225-8650

唐仁原医院

鹿児島県鹿児島市錦江町1-58

099-226-6037

徳田・馬場クリニック

鹿児島県鹿児島市伊敷二丁目1-10

099-220-5471

医療法人優春会 栃木隆男クリニック

鹿児島県鹿児島市宇宿二丁目25-30

099-813-8111

となりクリニック

鹿児島県鹿児島市上之園町24-2第12川北ビル1階

099-812-6555

富岡胃腸科外科病院

鹿児島県鹿児島市宇宿一丁目32-1

099-256-0393

冨永内科

鹿児島県鹿児島市西伊敷四丁目7-4

099-229-2323

外山内科クリニック

鹿児島県鹿児島市伊敷五丁目19-25

099-229-2519
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豊島病院

鹿児島県鹿児島市下荒田三丁目27-1

099-253-0317

豊平内科クリニック

鹿児島県鹿児島市西田二丁目15-21

099-250-6000

とよやまクリニック

鹿児島県鹿児島市紫原七丁目14-3

099-255-2223

中江病院

鹿児島県鹿児島市西千石町4-13

099-224-3121

中尾内科胃腸内科

鹿児島県鹿児島市皇徳寺台三丁目24-8

099-264-5959

永田外科

鹿児島県鹿児島市下伊敷一丁目11-3

099-224-0177

なかのクリニック

鹿児島県鹿児島市上荒田町26-29

099-206-0011

ナカノ在宅医療クリニック

鹿児島県鹿児島市伊敷三丁目14-8

099-218-3300

中野内科医院

鹿児島県鹿児島市下伊敷一丁目5-1

099-223-3312

中野脳神経外科

鹿児島県鹿児島市東開町3-163

099-284-5866

ながはまクリニック

鹿児島県鹿児島市山之口町1-７南海貿易センタービル3階

099-223-6677

長嶺整形外科医院

鹿児島県鹿児島市呉服町5-12

099-224-6350

なかむら整形外科クリニック

鹿児島県鹿児島市西伊敷一丁目2-12

099-228-7841

中村(哲)産婦人科･内科

鹿児島県鹿児島市樋之口町3-7

099-223-2236

南風病院

鹿児島県鹿児島市長田町14-3

099-226-9111

新村病院

鹿児島県鹿児島市西田二丁目26-20

099-256-6200

新山消化器科・内科

鹿児島県鹿児島市小山田町6720-1

099-238-2351

西内科・循環器科

鹿児島県鹿児島市東千石町13-29天文館ビル4階

099-224-5314

西蔭メディカルクリニック

鹿児島県鹿児島市東千石町6-28-2階

099-223-1000

西園医院

鹿児島県鹿児島市上本町2-5

099-224-0553

西田そよ風クリニック

鹿児島県鹿児島市薬師二丁目27-7

099-298-5614

野上病院

鹿児島県鹿児島市小松原一丁目4-1

099-268-4185

野口クリニック

鹿児島県鹿児島市中央町36-12

099-258-1800

野口内科

鹿児島県鹿児島市武岡二丁目28-4

099-281-7515

産科婦人科のぼり病院

鹿児島県鹿児島市荒田一丁目13-13

099-256-1313

パールランド病院

鹿児島県鹿児島市犬迫町2253

099-238-0301

整形外科橋口クリニック

鹿児島県鹿児島市薬師二丁目18-18

099-256-6100

はしぐち内科・ひふ科クリニック

鹿児島県鹿児島市大黒町2-1-1Ｆ

099-219-4780

橋野循環器科・内科

鹿児島県鹿児島市清和四丁目10-30

099-210-1355

服部内科クリニック

鹿児島県鹿児島市東谷山五丁目26-10

099-269-6633

はっぴー・クリニック

鹿児島県鹿児島市坂之上四丁目5-3

099-284-6550

濵﨑クリニック

鹿児島県鹿児島市西田二丁目9-6

099-250-3535

濵島泌尿器科クリニック

鹿児島県鹿児島市上之園町17-15

099-251-1500

浜田クリニック

鹿児島県鹿児島市谷山中央一丁目4104-14

099-267-2300

林内科胃腸科病院

鹿児島県鹿児島市武二丁目33-8

099-257-6969

原田クリニック

鹿児島県鹿児島市和田一丁目45-10

099-260-0007

原良クリニック内科･循環器科

鹿児島県鹿児島市城西三丁目10-11

099-250-1187

東・うえまつクリニック

鹿児島県鹿児島市荒田一丁目11-1

099-296-8000

東クリニック

鹿児島県鹿児島市郡元三丁目13-14

099-252-8289

東内科

鹿児島県鹿児島市唐湊四丁目15-2

099-251-7198

肥後クリニック

鹿児島県鹿児島市高麗町21-29

099-251-8686

日高病院

鹿児島県鹿児島市西千石町8-13

099-223-3291

ひなたクリニック

鹿児島県鹿児島市谷山中央二丁目4119-48

099-813-8780

ひまわり病院

鹿児島県鹿児島市上之園町20-28

099-252-5166

平川外科内科医院

鹿児島県鹿児島市真砂本町3-78

099-252-8282

平川内科クリニック

鹿児島県鹿児島市真砂本町3-77

099-253-2200

平林脳神経外科

鹿児島県鹿児島市上福元町3992-3

099-267-2121

ひらやま脳神経外科

鹿児島県鹿児島市上荒田町26-19 2階

099-297-5588

福島内科医院

鹿児島県鹿児島市甲突町24-16

099-224-7719

整形外科福村クリニック

鹿児島県鹿児島市武岡一丁目116-24

099-282-8830

福元医院

鹿児島県鹿児島市喜入瀬々串町3393

099-347-0005

鹿児島県5

実施機関名

所在地

電話番号

福元クリニック

鹿児島県鹿児島市山下町12-8ing.BLD２階

099-222-2783

藤﨑クリニック

鹿児島県鹿児島市谷山中央六丁目23-11

099-202-0700

藤善整形外科

鹿児島県鹿児島市田上八丁目1-3

099-281-0002

プリムラクリニック

鹿児島県鹿児島市東千石町1-1第8川北ﾋﾞﾙ6階

099-224-1511

古川胃腸科クリニック

鹿児島県鹿児島市光山一丁目6-23

099-261-2521

ふるたクリニック

鹿児島県鹿児島市宇宿九丁目6-5

099-275-9077

ヘルスサポートセンター鹿児島

鹿児島県鹿児島市東開町4-96

099-267-6292

ほりのうち内科

鹿児島県鹿児島市中山町1370

099-210-2888

前田内科クリニック

鹿児島県鹿児島市小川町9-1

099-225-5600

前田内科消化器科

鹿児島県鹿児島市山下町12-27

099-227-3220

前田病院

鹿児島県鹿児島市中央町30-11

099-256-2000

前畠医院

鹿児島県鹿児島市郡山町1308

099-298-2121

まごころ内科クリニック

鹿児島県鹿児島市宇宿4丁目35番17号

099-298-5531

益﨑内科

鹿児島県鹿児島市小松原二丁目22-25

099-267-5281

増田クリニック

鹿児島県鹿児島市樋之口町2-24

099-219-1155

増田整形外科

鹿児島県鹿児島市易居町1-34リミビル1階

099-239-6622

増田整形外科病院

鹿児島県鹿児島市郡元一丁目1-1

099-257-8100

ますみクリニック

鹿児島県鹿児島市明和一丁目26-7

099-282-1586

松岡内科

鹿児島県鹿児島市郡元一丁目13-6

099-251-5858

松村医院

鹿児島県鹿児島市中央町13-8

099-253-2593

松本醫院

鹿児島県鹿児島市鷹師二丁目3-15

099-252-4181

まなべ内科クリニック

鹿児島県鹿児島市光山二丁目3-56

099-262-3390

内科三島クリニック

鹿児島県鹿児島市武三丁目13-13

099-251-2747

溝口内科医院

鹿児島県鹿児島市山田町367

099-265-5698

緑ケ丘クリニック

鹿児島県鹿児島市緑ヶ丘町6-11

099-243-0095

みなみクリニック

鹿児島県鹿児島市鴨池二丁目4-1

099-254-0043

南鹿児島さくら病院

鹿児島県鹿児島市南郡元町24-15

099-253-7272

三船病院

鹿児島県鹿児島市吉野町10004-1

099-247-3016

三宅病院

鹿児島県鹿児島市谷山中央七丁目3-1

099-268-3512

宮路胃腸科内科クリニック

鹿児島県鹿児島市紫原三丁目31-30有馬ビル2階

099-258-7151

宮田医院

鹿児島県鹿児島市郡山岳町281

099-298-3555

宮田内科消化器科

鹿児島県鹿児島市吉野一丁目9-12

099-244-6446

村岡内科

鹿児島県鹿児島市武二丁目12-2

099-252-6546

村木内科クリニック

鹿児島県鹿児島市谷山中央五丁目29-16

099-260-5800

紫原林医院

鹿児島県鹿児島市紫原三丁目6-26

099-252-8985

村山内科循環器科

鹿児島県鹿児島市城西二丁目6-7

099-252-8253

めぐみクリニック

鹿児島県鹿児島市易居町1-27

099-225-7787

森園整形外科クリニック

鹿児島県鹿児島市山田町3323-3

099-275-5511

もりながクリニック

鹿児島県鹿児島市春山町1062-1

099-246-7033

盛満医院

鹿児島県鹿児島市川上町3444-1

099-243-0581

森元整形外科

鹿児島県鹿児島市上荒田町8-18

099-252-3535

八重倉医院

鹿児島県鹿児島市東谷山一丁目58-8

099-806-0567

八木クリニック

鹿児島県鹿児島市中山町2128-1

099-263-5558

整形外科山内クリニック

鹿児島県鹿児島市堀江町8-7

099-216-2177

内科・山口アーバンクリニック

鹿児島県鹿児島市鴨池二丁目26-30

099-258-8853

山口克也内科

鹿児島県鹿児島市中央町4-34メディカルミュゼビル中央駅７階

099-210-5811

山口浩士クリニック内科・循環器内科

鹿児島県鹿児島市金生町2-15MBC開発金生ビル2階

099-295-6381

やまびこ医療福祉センター

鹿児島県鹿児島市皆与志町1779

099-238-2755

ゆのうえクリニック

鹿児島県鹿児島市坂之上八丁目1-38

099-263-0220

ゆみレディースクリニック

鹿児島県鹿児島市中町4-6-2階

099-222-8777

吉耳鼻咽喉科アレルギー科

鹿児島県鹿児島市川上町2571-1

099-295-7123
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実施機関名
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吉井消化器内科クリニック

鹿児島県鹿児島市草牟田二丁目10-2-3F

099-226-7272

吉田温泉病院

鹿児島県鹿児島市本名町470

099-294-2161

よしながウイメンズクリニック

鹿児島県鹿児島市上荒田町2-6摩天楼中洲2階

099-286-4422

よしの脳神経外科・消化器外科

鹿児島県鹿児島市吉野二丁目13-16

099-298-9751

整形外科吉野台クリニック

鹿児島県鹿児島市吉野町1486-1

099-243-5550

吉野東ホームクリニック

鹿児島県鹿児島市吉野町5208-1

099-295-0555

四枝内科

鹿児島県鹿児島市吉野町2448-1

099-243-5511

四本クリニック

鹿児島県鹿児島市坂之上六丁目6-6

099-262-1550

四本皮膚科アレルギー科クリニック

鹿児島県鹿児島市武一丁目19-45

099-254-0217

米沢病院

鹿児島県鹿児島市新照院町19-8

099-226-9698

リバーサイドふくだクリニック

鹿児島県鹿児島市新屋敷町1-19セシオン萩原1階

099-227-9255

リハビリテーション病院米盛

鹿児島県鹿児島市大竜町5-31

099-248-0700

隆成会病院

鹿児島県鹿児島市郡元二丁目11-20

099-257-1411

脇丸医院

鹿児島県鹿児島市上谷口町2864-6

099-278-1019

わたなべ医院

鹿児島県鹿児島市紫原二丁目3-3

099-254-7890

渡辺ファミリークリニック

鹿児島県鹿児島市松陽台町43-1

099-278-7177

愛甲医院

鹿児島県薩摩川内市大小路町24-2

0996-23-6311

あおぞら内科クリニック

鹿児島県薩摩川内市平佐町4235-1

0996-22-6370

有馬消化器内科クリニック

鹿児島県薩摩川内市原田町27-1

0996-22-1212

有村医院

鹿児島県薩摩川内市隈之城町1476

0996-23-2609

今村クリニック

鹿児島県薩摩川内市宮内町2641

0996-23-4118

おやまクリニック

鹿児島県薩摩川内市上川内町3303-1

0996-22-1101

上小鶴外科・胃腸科

鹿児島県薩摩川内市御陵下町14-12

0996-23-2227

上村内科・神経内科

鹿児島県薩摩川内市御陵下町30-46

0996-23-7351

上村病院

鹿児島県薩摩川内市東開聞町9-22

0996-23-3185

川路クリニック

鹿児島県薩摩川内市平佐町1693-31

0996-25-4177

川原クリニック

鹿児島県薩摩川内市向田本町18-11

0996-23-7255

河村医院産婦人科内科

鹿児島県薩摩川内市東開聞町14-3

0996-23-3569

クオラクリニックせんだい

鹿児島県薩摩川内市宮崎町3000

0996-20-1300

済生会川内病院

鹿児島県薩摩川内市原田町2-46

0996-23-5221

新門リハビリテーションクリニック

鹿児島県薩摩川内市中郷1丁目7-6

0996-20-8222

川内まきのせ泌尿器科

鹿児島県薩摩川内市中郷町4丁目7

0996-24-1177

大海クリニック

鹿児島県薩摩川内市中郷3丁目65

0996-27-6700

高江記念病院

鹿児島県薩摩川内市永利町2504-1

0996-23-2100

伊達病院

鹿児島県薩摩川内市神田町4-25

0996-23-7171

手塚医院

鹿児島県薩摩川内市大小路町43-25

0996-22-7400

ときとうクリニック

鹿児島県薩摩川内市隈之城町61-1

0996-29-3241

永井病院

鹿児島県薩摩川内市大小路町21-5

0996-23-7181

中山クリニック

鹿児島県薩摩川内市高城町1602

0996-22-2115

虹クリニック

鹿児島県薩摩川内市田崎町214-1

0996-24-2222

浜田医院

鹿児島県薩摩川内市水引町7615-8

0996-26-2107

ひがしクリニック

鹿児島県薩摩川内市勝目町4110-16

0996-22-8282

久留医院

鹿児島県薩摩川内市東向田町8-1

0996-23-2148

日高内科クリニック

鹿児島県薩摩川内市勝目町5842-5

0996-20-1950

ひらさ内科

鹿児島県薩摩川内市平佐町3733-1

0996-22-6122

福山内科

鹿児島県薩摩川内市西向田町5-19

0996-23-4469

森園病院

鹿児島県薩摩川内市大小路町19-38

0996-23-3125

森田内科医院

鹿児島県薩摩川内市大小路町2191

0996-22-0559

柳田胃腸科内科医院

鹿児島県薩摩川内市平佐町2241-1

0996-25-1181

山下医院

鹿児島県薩摩川内市向田町995-1

0996-23-4355

若松記念病院

鹿児島県薩摩川内市神田町11-20

0996-23-3291
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池田病院

鹿児島県鹿屋市下祓川町1830

0994-43-3434

井ノ上病院

鹿児島県鹿屋市王子町3980-1

0994-42-5275

大手町クリニック

鹿児島県鹿屋市西大手町5-3

0994-44-7060

恒心会おぐら病院

鹿児島県鹿屋市笠之原２７－２２

0994-44-7171

おばま医院

鹿児島県鹿屋市寿2-2-1

0994-42-5235

かのや東病院

鹿児島県鹿屋市笠之原町2923-1

0994-42-3111

検見崎病院

鹿児島県鹿屋市西原1-2-1

0994-43-2991

幸田内科

鹿児島県鹿屋市寿4-1-30

0994-43-5000

児玉上前共立病院

鹿児島県鹿屋市寿5-2-39

0994-43-2510

小林クリニック

鹿児島県鹿屋市上谷町5-30

0994-41-0700

そえじまクリニック

鹿児島県鹿屋市旭原町3645-1

0994-41-6800

園田クリニック

鹿児島県鹿屋市旭原町3627-4

0994-43-8181

田村脳神経外科クリニック

鹿児島県鹿屋市川西町4475-3

0994-41-7100

徳田脳神経外科病院

鹿児島県鹿屋市打馬1-11248-1

0994-44-1119

長﨑内科

鹿児島県鹿屋市笠之原町49-19

0994-43-2195

中塩医院

鹿児島県鹿屋市西原1-13-15

0994-43-2489

中原クリニック

鹿児島県鹿屋市横山町1587-2

0994-48-2011

浜崎クリニック

鹿児島県鹿屋市向江町25-26

0994-43-3305

福田病院

鹿児島県鹿屋市寿3-11-2

0994-43-4191

前田内科

鹿児島県鹿屋市本町4-2

0994-42-2175

みどり明星クリニック

鹿児島県鹿屋市輝北町市成2119-2

099-485-1911

みやぞのクリニック

鹿児島県鹿屋市田崎町2184-9

0994-40-4600

森田胃腸科内科医院

鹿児島県鹿屋市郷之原町12400-4

0994-40-2822

やのファミリークリニック

鹿児島県鹿屋市寿4-11-22

0994-43-6248

吉重内科消化器科

鹿児島県鹿屋市西大手町2-5

0994-41-3100

サザン・リージョン病院

鹿児島県枕崎市緑町220

0993-72-1351

小原病院

鹿児島県枕崎市折口町109

0993-72-2226

国見内科医院

鹿児島県枕崎市折口町53

0993-72-0066

枕崎市立病院

鹿児島県枕崎市日之出町230

0993-72-0303

尾辻病院

鹿児島県枕崎市住吉町60

0993-72-5001

いちき串木野市医師会立脳神経外科センター

鹿児島県いちき串木野市上名5391-3

0996-32-9999

市来内科

鹿児島県いちき串木野市大里3869

0996-36-5000

えんでん内科クリニック

鹿児島県いちき串木野市東塩田町35

0996-32-7000

金子病院

鹿児島県いちき串木野市照島6002

0996-33-0011

京町内科・脳神経クリニック

鹿児島県いちき串木野市京町43

0996-32-2855

串木野内科・循環器科

鹿児島県いちき串木野市中尾町72

0996-33-2211

久米クリニック

鹿児島県いちき串木野市曙町25

0996-32-7663

さゆりクリニック

鹿児島県いちき串木野市昭和通１０１－１

0996-32-0080

知花内科

鹿児島県いちき串木野市日出町69

0996-32-8151

新山内科医院

鹿児島県いちき串木野市大里3933

0996-36-2255

花牟禮病院
春田クリニック

鹿児島県いちき串木野市元町190

0996-32-3281

鹿児島県いちき串木野市春日町116

0996-33-2882

ふくもと整形外科・内科クリニック

鹿児島県いちき串木野市春日町8

0996-32-4145

藤井クリニック

鹿児島県いちき串木野市春日町106-1

0996-32-8000

牧野医院

鹿児島県いちき串木野市羽島3554

0996-35-0017

まきのせ泌尿器科

鹿児島県いちき串木野市照島6050

0996-33-0122

丸田病院

鹿児島県いちき串木野市旭町83

0996-32-2263

宮之原循環器内科

鹿児島県いちき串木野市春日町60

0996-32-3241

医療法人赤崎会 赤崎病院

鹿児島県指宿市開聞仙田2307

0993-32-2011

医療法人開南

鹿児島県指宿市池田3957

0993-26-2101

鹿児島県指宿市湊2丁目23-20

0993-22-3059

池田診療所

医療法人回生会 生駒外科医院
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医療法人世光会 伊藤記念病院

鹿児島県指宿市東方367

0993-24-4466

医療法人 指宿おおしげ内科

鹿児島県指宿市十二町2188-7

0993-23-0788

医療法人浩然会 指宿浩然会病院

鹿児島県指宿市十町1145

0993-22-3295

医療法人晃和会 指宿さがら病院

鹿児島県指宿市湯の浜1丁目11-29

0993-22-3079

医療法人天和会 指宿脳神経外科

鹿児島県指宿市東方8714-21

0993-27-1177

医療法人南星会 いぶすき内科

鹿児島県指宿市十町2321-1

0993-23-3239

医療法人明正会 今林整形外科病院

鹿児島県指宿市十町352-2

0993-22-2710

大重内科

鹿児島県指宿市山川金生町43

0993-34-1003

医療法人 慧 幸南クリニック

鹿児島県指宿市西方6733

0993-25-6090

医療法人きぼう 木之下クリニック

鹿児島県指宿市湊1丁目12-63

0993-23-3940

小吉胃腸科クリニック

鹿児島県指宿市湊1丁目4-15

0993-24-2011

医療法人橋口医院

鹿児島県指宿市山川岡児ヶ水357

0993-35-0022

濵田洋一郎医院

鹿児島県指宿市開聞川尻4920-5

0993-32-2614

肥後胃腸科クリニック

鹿児島県指宿市山川大山2948

0993-35-2148

肥後内科クリニック

鹿児島県指宿市十二町2157-1

0993-22-4148

医療法人柏木会 福元医院

鹿児島県指宿市大牟礼1丁目32-24

0993-22-3053

外村クリニック

鹿児島県指宿市東方10244

0993-24-3770

医療法人圭裕会 南記念クリニック

鹿児島県指宿市大牟礼3丁目24-15

0993-23-3730

医療法人慈光会 宮薗病院

鹿児島県指宿市開聞十町1266

0993-32-2001

独立行政法人国立病院機構 指宿医療センター

鹿児島県指宿市十二町4145

0993-22-2231

医療法人博医会羽牟クリニック

鹿児島県南さつま市加世田本町21-4

0993-52-2036

医療法人南さつま中央病院

鹿児島県南さつま市加世田本町37-4

0993-52-0202

医療法人真愛みどり会 真愛病院

鹿児島県南さつま市加世田東本町7-3

0993-53-7112

医療法人裕愛会なかやま脳神経外科

鹿児島県南さつま市加世田東本町12-4

0993-53-8282

医療法人翔南会はしぐちクリニック

鹿児島県南さつま市加世田東本町14-14

0993-58-2222

医療法人唐仁原医院唐仁原内科クリニック

鹿児島県南さつま市加世田東本町32-16

0993-53-3500

医療法人徳和会徳久整形外科

鹿児島県南さつま市加世田白亀1285-1

0993-53-4311

医療法人椎原会有馬病院

鹿児島県南さつま市加世田地頭所570

0993-52-2367

医療法人和風会加世田病院

鹿児島県南さつま市加世田唐仁原1181

0993-53-6300

医療法人﨑山内科クリニック

鹿児島県南さつま市加世田唐仁原5323-1

0993-53-2255

医療法人修明会金子医院

鹿児島県南さつま市加世田唐仁原6025

0993-52-2730

松岡医院

鹿児島県南さつま市加世田唐仁原6027

0993-52-2733

阿久根医院

鹿児島県南さつま市加世田小湊8640

0993-53-9016

県立薩南病院

鹿児島県南さつま市加世田高橋1968-4

0993-53-5300

医療法人起生会友松内科クリニック

鹿児島県南さつま市加世田村原1丁目7-6

0993-52-7331

医療法人吉井クリニック

鹿児島県南さつま市加世田村原2丁目2-7

0993-53-8887

一般社団法人南薩医師会

鹿児島県南さつま市加世田村原1丁目3-13

0993-53-6062

吉見医院

鹿児島県南さつま市大浦町7483

0993-62-2333

医療法人孝仁会大迫医院

鹿児島県南さつま市笠沙町片浦1254

0993-63-0051

南さつま市野間池診療所

鹿児島県南さつま市笠沙町片浦14895

0993-64-2124

南さつま市笠沙診療所

鹿児島県南さつま市笠沙町片浦16932-2

0993-64-2126

医療法人宮内クリニック

鹿児島県南さつま市金峰町池辺2834

0993-77-0014

西田医院

鹿児島県南さつま市金峰町宮崎4350

0993-77-0115

医療法人小山クリニック

鹿児島県南さつま市金峰町尾下354

0993-77-2225

南さつま市立坊津病院

鹿児島県南さつま市坊津町泊19

0993-67-1141

南さつま市立秋目診療所

鹿児島県南さつま市坊津町秋目805

0993-68-0620

東外科胃腸科医院

鹿児島県南九州市川辺町平山3414

0993-56-4864

医療法人菊野会菊野病院

鹿児島県南九州市川辺町平山3815

0993-56-1135

医療法人聖仁会南薩ケアほすぴたる

鹿児島県南九州市川辺町平山5860

0993-56-1155

かりや内科クリニック

鹿児島県南九州市川辺町平山6806

0993-56-6133

かわなべ共立内科

鹿児島県南九州市川辺町田部田3971

0993-56-1100
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川辺生協病院

鹿児島県南九州市川辺町両添1118

0993-56-6111

医療法人椎原会椎原医院

鹿児島県南九州市川辺町中山田1888

0993-57-2505

上原整形外科クリニック

鹿児島県南九州市川辺町永田1593

0993-58-3077

医療法人尚和会南九州さくら病院

鹿児島県南九州市知覧町永里2082

0993-84-1311

医療法人恵徳会 小田代記念クリニック

鹿児島県南九州市知覧町郡5236-2

0993-83-2677

きわきクリニック

鹿児島県南九州市知覧町郡5399-3

0993-58-7300

医療法人新成会まつやまクリニック

鹿児島県南九州市知覧町郡17533

0993-83-3927

江平クリニック

鹿児島県南九州市知覧町郡17810-1

0993-83-1312

医療法人泰宏会 田中ヘルスケア診療所

鹿児島県南九州市知覧町塩屋14632-7

0993-85-3967

医療法人至誠会中村温泉病院

鹿児島県南九州市頴娃町別府1

0993-38-0046

医療法人青木医院

鹿児島県南九州市頴娃町別府317

0993-38-0009

医療法人七福会 笹川医院

鹿児島県南九州市頴娃町別府11700-2

0993-27-4122

医療法人純正会川平内科

鹿児島県南九州市頴娃町別府7059

0993-38-0109

医療法人ＥＭＳ松岡救急クリニック

鹿児島県南九州市川辺町永田4164-8

0993-78-3789

医療法人酒瀬川医院

鹿児島県南さつま市加世田津貫5984

0993-55-2119

神前クリニック

鹿児島県南さつま市加世田川畑12575-1

0993-52-7771

大石医院

鹿児島県日置市東市来町湯田2153

099-274-3211

湯田内科病院

鹿児島県日置市東市来町湯田2994

099-274-1252

ゆのもと記念病院

鹿児島県日置市東市来町湯田3614

099-274-2521

博悠会温泉病院

鹿児島県日置市東市来町湯田4648

099-274-2238

樋口クリニック

鹿児島県日置市東市来町長里1826-2

099-274-9388

本庄病院

鹿児島県日置市伊集院町下谷口1942

099-273-2135

守屋病院

鹿児島県日置市伊集院町徳重2-5-5

099-273-3195

松崎内科ひふ科

鹿児島県日置市伊集院町大田798-1

099-272-2468

久保内科

鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉96-5

099-272-2527

康生クリニック

鹿児島県日置市伊集院町徳重3-1-3

099-272-1177

黒岩内科

鹿児島県日置市伊集院町郡2丁目75

099-272-2330

たもつクリニック

鹿児島県日置市伊集院町麦生田338-5

099-246-5850

じんごあん整形外科

鹿児島県日置市伊集院町下谷口2122

099-272-5151

みゆきクリニック

鹿児島県日置市日吉町日置390-1

099-246-8707

ひおき診療所

鹿児島県日置市日吉町日置1150-１

099-292-2146

外科馬場病院

鹿児島県日置市吹上町湯之浦2378

099-296-2611

山之内クリニック

鹿児島県日置市吹上町中原2562-3

099-296-2025

吹上クリニック

鹿児島県日置市吹上町中原2824

099-296-2711

しいの内科クリニック

鹿児島県日置市吹上町永吉１４２４５

099-299-3111

前原やすしクリニック

鹿児島県日置市吹上町小野1481-1

099-296-6788

清田耳鼻咽喉科

鹿児島県日置市伊集院町清藤2006-8

099-273-1333

いじゅういん脳神経外科

鹿児島県日置市伊集院町徳重1-12-2

099-246-5550

まえはらリハビリクリニック

鹿児島県日置市伊集院町徳重342-3

099-272-0088

一般社団法人日置市医師会

鹿児島県日置市伊集院町妙円寺1-72-10

099-273-6669

稲津病院

鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1378

0996-52-3355

海江田医院

鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1461

0996-53-0006

木原医院

鹿児島県薩摩郡さつま町船木184-1

0996-52-2700

クオラリハビリテーション病院

鹿児島県薩摩郡さつま町船木2311-6

0996-53-1704

小緑内科

鹿児島県薩摩郡さつま町轟町39-1

0996-52-1676

相良医院

鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1531-3

0996-53-0160

さつまクリニック

鹿児島県薩摩郡さつま町求名12552-2

0996-57-0020

医療法人 芳志会 てらだ内科クリニック

鹿児島県薩摩郡さつま町田原147-3

0996-21-3232

林田内科

鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1548

0996-53-1177

ますざき医院

鹿児島県薩摩郡さつま町広瀬673

0996-52-4510

薩摩郡医師会病院

鹿児島県薩摩郡さつま町轟町510

0996-53-0326
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医療法人 アスカさくらクリニック

鹿児島県薩摩郡さつま町柏原2883-1

0996-53-1451

宮之城病院

鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地34

0996-53-0180

立志クリニック

鹿児島県薩摩郡さつま町湯田1502-10

0996-55-9119

わかばクリニック

鹿児島県薩摩川内市祁答院町下手977

0996-21-8890

祁答院診療所

鹿児島県薩摩川内市祁答院町下手57-1

0996-55-1118

入来温泉クリニック

鹿児島県薩摩川内市入来町浦之名7881-1

0996-44-5666

おおたクリニック

鹿児島県薩摩川内市入来町浦之名7683

0996-44-3151

吉永クリニック

鹿児島県薩摩川内市入来町浦之名7542-1

0996-44-3600

愛宕山診療所

鹿児島県薩摩川内市入来町副田5950-32

0996-44-5603

副田クリニック

鹿児島県薩摩川内市入来町副田5627-35

0996-44-5777

松尾医院

鹿児島県薩摩川内市東郷町斧渕314

0996-42-0027

市比野温泉医院

鹿児島県薩摩川内市樋脇町市比野2616

0996-38-0037

市比野記念病院

鹿児島県薩摩川内市樋脇町市比野3079

0996-38-1200

前畠クリニック

鹿児島県薩摩川内市樋脇町市比野2617

0996-38-2125

川島医院

鹿児島県薩摩川内市樋脇町塔之原1184

0996-37-2018

川添医院

鹿児島県薩摩川内市樋脇町塔之原1192

0996-37-2017

出水総合医療ｾﾝﾀｰ

鹿児島県出水市明神町520

0996-67-1611

医療法人公盡会出水病院

鹿児島県出水市麓町29-1

0996-62-0419

医療法人U・MEおかだクリニック

鹿児島県出水市昭和町45-1

0996-63-7011

医療法人孝徳会楠元内科医院

鹿児島県出水市平和町224

0996-62-8600

医療法人英風会ｸﾘﾆｯｸ．なかむら

鹿児島県出水市向江町2-15

0996-62-0241

境田医院

鹿児島県出水市米ノ津町35-20

0996-67-2600

医療法人山本会さくら通りｸﾘﾆｯｸ

鹿児島県出水市平和町228

0996-62-2311

医療法人お茶の水北洲会三慶医院

鹿児島県出水市上鯖渕1966

0996-63-2333

医療法人恵愛会しもぞのｸﾘﾆｯｸ

鹿児島県出水市五万石町802

0996-63-8300

医療法人互舎会荘記念病院

鹿児島県出水市高尾野町下水流862-1

0996-82-3113

出水総合医療ｾﾝﾀｰ高尾野診療所

鹿児島県出水市高尾野町大久保3816-28

0996-82-0017

医療法人誠祐会つかさとｸﾘﾆｯｸ

鹿児島県出水市下知識町1518-1

0996-67-5560

医療法人恒心恒吉医院

鹿児島県出水市高尾野町柴引1515

0996-82-0048

医療法人 二宮医院

鹿児島県出水市本町4-45

0996-62-0167

出水総合医療ｾﾝﾀｰ野田診療所

鹿児島県出水市野田町上名6103

0996-84-2023

医療法人豊腎会林泌尿器科ｸﾘﾆｯｸ

鹿児島県出水市明神町2355

0996-64-8800

医療法人三徳会東医院

鹿児島県出水市六月田町360

0996-67-1861

医療法人健仁会平田整形外科ｸﾘﾆｯｸ

鹿児島県出水市上知識町856

0996-62-8801

医療法人秀成会福永内科循環器科

鹿児島県出水市向江町13-28

0996-62-8200

医療法人博翠会福元医院

鹿児島県出水市米ノ津町3-30

0996-67-3200

医療法人結心会友愛クリニック

鹿児島県出水市高尾野町大久保2012-1

0996-64-2101

医療法人吉祥会吉井中央病院

鹿児島県出水市平和町336

0996-62-3111

医療法人 来仙医院

鹿児島県出水市野田町下名6909

0996-84-2005

医療法人有成会有村産婦人科内科

鹿児島県阿久根市栄町127-3

0996-73-4180

医療法人優翔会いまむらｸﾘﾆｯｸ

鹿児島県阿久根市塩鶴町2丁目123

0996-73-1700

社会医療法人昴和会内山病院

鹿児島県阿久根市高松町22

0996-73-1551

医療法人健民門松医院

鹿児島県阿久根市鶴見町203

0996-64-6100

医療法人黒木会黒木医院

鹿児島県阿久根市脇本7403-1

0996-75-0200

鶴見医院

鹿児島県阿久根市鶴見町119

0996-73-0553

医療法人熊杏会林胃腸科・外科

鹿児島県阿久根市大丸町86

0996-73-3639

医療法人圭陽会北国医院

鹿児島県阿久根市本町184

0996-72-0016

医療法人仁和会山田クリニック

鹿児島県阿久根市本町63

0996-72-0420

医療法人黒潮会長島クリニック

鹿児島県出水郡長島町指江82-13

0996-88-6405

医療法人 原口耳鼻咽喉科

鹿児島県霧島市国分中央1丁目21-31

0995-46-3333

みはらクリニック

鹿児島県霧島市国分中央1丁目25-15

0995-46-8202
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石塚内科・胃腸内科

鹿児島県霧島市国分中央1丁目25-29

0995-45-0419

国分中央病院

鹿児島県霧島市国分中央1丁目25-70

0995-45-3085

医療法人 鵜木医院

鹿児島県霧島市国分中央3丁目19-15

0995-45-0011

国分生協病院

鹿児島県霧島市国分中央3丁目38-14

0995-45-4806

医療法人朋友会 原口内科消化器科

鹿児島県霧島市国分中央4丁目15-3

0995-46-2232

あんず東洋医学クリニック

鹿児島県霧島市国分中央4丁目17-25-2

0995-55-5058

医療法人誠井会

鹿児島県霧島市国分広瀬2丁目28-40

0995-46-9300

プライマリ・ケアむろ内科

鹿児島県霧島市国分野口西28-52

0995-46-6611

国分なかむらクリニック

鹿児島県霧島市国分山下町18-13

0995-45-3333

医療法人協愛会 協愛病院

鹿児島県霧島市国分新町1丁目6-52-6

0995-45-6211

霧島記念病院

鹿児島県霧島市国分福島1丁目5-19

0995-47-3100

うえぞの内科クリニック

鹿児島県霧島市国分福島三丁目51－11

0995-48-6555

医療法人サンライフ 国分外科胃腸科

鹿児島県霧島市国分府中町13-23

0995-47-2311

医療法人創世会 中川整形外科

鹿児島県霧島市国分府中町33-17

0995-48-5633

医療法人育栄会 梶原内科

鹿児島県霧島市国分向花165

0995-47-3363

医療法人 国分脳神経外科

鹿児島県霧島市国分向花154-1

0995-64-0059

国分脳神経外科分院

鹿児島県霧島市国分向花133-2

0995-73-8122

はやし内科クリニック

鹿児島県霧島市国分湊394-2

0995-47-7611

かのう医院

鹿児島県霧島市国分敷根1373-1

0995-46-9111

医療法人啓友会 田中内科消化器科

鹿児島県霧島市国分下井601-1

0995-46-6123

医療法人邦和会 青葉クリニック

鹿児島県霧島市国分郡田721-4

0995-64-0646

医療法人 帖佐クリニック

鹿児島県霧島市国分福島三丁目5-20

0995-64-0711

三輪クリニック

鹿児島県霧島市国分福島三丁目40-18

0995-73-3138

医療法人仁心会 福山病院

鹿児島県霧島市福山町福山771

0995-55-2221

医療法人三幸会 八木クリニック

鹿児島県霧島市福山町福山4516

0995-56-3000

有馬病院

鹿児島県霧島市福山町福山5290-29

0995-56-2151

医療法人健秀会 たまいクリニック

鹿児島県霧島市隼人町真孝111

0995-42-7300

医療法人緑生会 隼人クリニック

鹿児島県霧島市隼人町真孝870-3

0995-43-5511

福山外科医院

鹿児島県霧島市隼人町内772-1

0995-42-2363

医療法人 永山医院

鹿児島県霧島市隼人町姫城1丁目2

0995-42-0109

医療法人秋桜会日当山温泉東洋医学クリニック

鹿児島県霧島市隼人町姫城3丁目86

0995-43-3111

医療法人松城会 隼人温泉病院

鹿児島県霧島市隼人町姫城1丁目264-2

0995-42-2151

社会医療法人白光会 島田泌尿器科医院

鹿児島県霧島市隼人町東郷1丁目296

0995-42-7733

浜崎医院

鹿児島県霧島市隼人町東郷90

0995-42-0349

医療法人浩和会 きりしま内科リハビリクリニック

鹿児島県霧島市隼人町松永1丁目36

0995-64-2222

医療法人恵迪舎

鹿児島県霧島市隼人町松永3306-1

0995-42-8880

原口外科

鹿児島県霧島市隼人町内山田1丁目2-28

0995-42-0155

たぐち内科医院

鹿児島県霧島市隼人町内山田2丁目13-17

0995-42-0320

森クリニック呼吸器科・内科

鹿児島県霧島市隼人町内山田3丁目735

0995-42-8111

医療法人敬躍会 ハートフル隼人病院

鹿児島県霧島市隼人町住吉100

0995-42-3121

はやと整形外科

鹿児島県霧島市隼人町真孝1013

0995-43-6111

永田医院

鹿児島県霧島市隼人町住吉1893

0995-42-3402

八反田内科

鹿児島県霧島市隼人町住吉1353-7

0995‐43-0606

医療法人仁心会

井料クリニック

吉満内科クリニック

鹿児島県霧島市隼人町真孝998

0995-42-2121

隼人の杜クリニック

松下病院

鹿児島県霧島市隼人町見次580-2

0995-42-8800

医療法人健優会 吉玉リウマチ・内科クリニック

鹿児島県霧島市隼人町見次637-1

0995-42-2755

隼人尚愛会病院

鹿児島県霧島市隼人町小田240

0995-43-2222

隼人脳神経外科

鹿児島県霧島市隼人町小田2397-3

0995-73-5353

鹿児島県霧島市隼人町神宮1丁目20-19

0995-43-0460

鹿児島県霧島市溝辺町麓608-13

0995-58-2302

鹿児島県霧島市溝辺町麓字麓原1503-1

0995-64-1717

山下内科クリニック
医療法人白秋会
とくだクリニック

徳永医院
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実施機関名

所在地

電話番号

佐藤医院

鹿児島県霧島市溝辺町有川327-2

0995-59-2607

壱岐医院

鹿児島県霧島市溝辺町有川812

0995-59-2019

医療法人 伊東内科クリニック

鹿児島県霧島市横川町上ノ3390-16

0995-72-9088

林内科

鹿児島県霧島市横川町中ノ238-1

0995-72-1818

医療法人大成会 大庭医院

鹿児島県霧島市牧園町宿窪田941-1

0995-76-1984

医療法人健康会 春田医院

鹿児島県霧島市牧園町宿窪田2072

0995-76-0053

医療法人桃蹊会 霧島桜ケ丘病院

鹿児島県霧島市牧園町高千穂3617-98

0995-78-3135

医療法人明風会 竹田医院

鹿児島県霧島市霧島田口36

0995-57-0011

医療法人財団浩誠会 霧島杉安病院

鹿児島県霧島市霧島田口2143

0995-57-1221

さんのう内科

鹿児島県姶良市加治木町諏訪町188

0995-63-3000

大井病院

鹿児島県姶良市加治木町本町141

0995-63-2291

医療法人春桜会 西園耳鼻咽喉科クリニック

鹿児島県姶良市加治木町本町249-1

0995-62-8787

医療法人碩済会 フィオーレ第一病院

鹿児島県姶良市加治木町本町307-1

0995-63-2158

港町クリニック

鹿児島県姶良市加治木町港町145-1

0995-63-9791

松下亮治内科

鹿児島県姶良市加治木町新生町130-1

0995-62-0084

医療法人 川畑内科医院

鹿児島県姶良市加治木町錦江町234

0995-63-1499

加治木中央クリニック

鹿児島県姶良市加治木町木田410-1

0995-63-8800

医療法人玉昌会

鹿児島県姶良市加治木町木田4714

0995-62-0001

徳重クリニック

鹿児島県姶良市加治木町新富町110

0995-62-2672

医療法人ｻﾝﾌｨｰﾙｽﾞ やまのクリニック

鹿児島県姶良市加治木町新富町103-1

0995-63-0033

医療法人雪光会

加治木温泉病院

鹿児島県姶良市加治木町反土2628

0995-62-8588

医療法人こころの陽こまき内科循環器科クリニック

浜崎クリニック

鹿児島県姶良市宮島町55-10

0995-67-8899

中西医院

鹿児島県姶良市西宮島町5-2

0995-65-1717

河俣内科

鹿児島県姶良市東餅田312-2

0995-67-8005

山下わたる内科

鹿児島県姶良市東餅田424-1

0995-67-0101

医療法人慈敬会 ながた脳神経外科

鹿児島県姶良市東餅田中ノ丸433-14

0995-67-7500

医療法人友光会あいら糖尿病・甲状腺・内科クリニック

鹿児島県姶良市東餅田1795-1

0995-73-8801

内倉外科医院

鹿児島県姶良市東餅田2362

0995-65-2548

野元内科医院

鹿児島県姶良市東餅田2412

0995-65-2015

医療法人真和会 川原泌尿器科クリニック

鹿児島県姶良市西餅田73-3

0995-64-5181

医療法人郁青会 荒武整形外科クリニック

鹿児島県姶良市西餅田96-2

0995-64-5111

医療法人健育会 たけうちクリニック

鹿児島県姶良市西餅田140

0995-64-5550

徳重医院

鹿児島県姶良市西餅田1347

0995-65-2070

医療法人 朝日ヶ丘クリニック

鹿児島県姶良市西餅田1880-45

0995-66-1122

医療法人豊愛会 よしだ内科クリニック

鹿児島県姶良市西餅田3559-6

0995-65-1333

姶良市立北山診療所

鹿児島県姶良市北山842

0995-68-0282

尾田内科胃腸科

鹿児島県姶良市平松4730

0995-65-7511

医療法人大進会 希望ヶ丘病院

鹿児島県姶良市平松5069

0995-65-3207

医療法人 中馬クリニック

鹿児島県姶良市平松5801

0995-67-8000

有村クリニック

鹿児島県姶良市平松6447-2

0995-65-3133

錦江クリニック

鹿児島県姶良市脇元961-2

0995-67-7755

クリニック１にしあいら

鹿児島県姶良市西姶良一丁目20-2

0995-66-1001

せいあいクリニック

鹿児島県姶良市西姶良四丁目4-9

0995-55-8995

医療法人緑友会 久永医院

鹿児島県姶良市下名1117

0995-65-2507

伊地知医院

鹿児島県姶良市蒲生町上久徳2398

0995-52-0027

吉留クリニック

鹿児島県姶良市蒲生町上久徳2561

0995-52-1111

原田内科

鹿児島県姶良市蒲生町上久徳2566

0995-52-0023

医療法人昭芳会林内科医院

鹿児島県姶良郡湧水町中津川498

0995-75-2047

田代医院

鹿児島県姶良郡湧水町木場161

0995-74-2075

医療法人永光会 あいらの森ホスピタル

鹿児島県姶良郡湧水町北方1854

0995-74-2503

医療法人ひらしまクリニック

鹿児島県姶良郡湧水町米永585-17

0995-74-2800
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実施機関名

所在地

電話番号

前田医院

鹿児島県姶良郡湧水町恒次1059-2

0995-74-5001

医療法人一斉会陽春堂内科診療所

鹿児島県志布志市志布志町志布志286-4

099-472-5511

医療法人 長命会山口内科

鹿児島県志布志市志布志町志布志3224-9

099-473-1188

医療法人 左右会藤後クリニック

鹿児島県志布志市志布志町志布志1丁目13-1

099-472-1237

医療法人手塚クリニック

鹿児島県志布志市志布志町志布志570-2

099-472-5565

医療法人松風会松下医院

鹿児島県志布志市志布志町安楽52-3

099-472-1124

医療法人 参昭会みやじクリニック

鹿児島県志布志市有明町野神3603-1

099-471-5000

石神診療所

鹿児島県志布志市有明町伊崎田9102

099-474-0107

医療法人 秀聖会山下クリニック

鹿児島県志布志市松山町泰野552

099-487-9001

江藤医院

鹿児島県曽於郡大崎町仮宿2769-2

099-476-0126

医療法人坂元内科クリニック

鹿児島県曽於郡大崎町永吉8299-1

099-471-7055

医療法人牧瀬内科クリニック

鹿児島県曽於郡大崎町神領2394-1

099-477-2121

医療法人 玲心会はるびゅうクリニック

鹿児島県曽於郡大崎町野方6045-1

099-478-2153

財部中央病院

鹿児島県曽於市財部町南俣11273-3

0986-72-1234

医療法人 圭朋会鮫島クリニック

鹿児島県曽於市財部町南俣1705-7

0986-72-0777

医療法人たからべ会 財部記念病院

鹿児島県曽於市財部町南俣3619-1

0986-72-1000

医療法人・参篤会高原病院

鹿児島県曽於市末吉町栄町2丁目12-1

0986-76-1050

医療法人明成会塩川医院

鹿児島県曽於市末吉町上町4丁目2-6

0986-76-1001

医療法人木爪会末吉胃腸科外科クリニック

鹿児島県曽於市末吉町新町1丁目9-12

0986-76-8177

医療法人義貫会中島病院

鹿児島県曽於市末吉町栄町1丁目6-6

0986-76-1065

尾郷クリニック

鹿児島県曽於市末吉町二之方2126

0986-76-1045

加藤内科クリニック

鹿児島県曽於市大隅町岩川5649-1

099-482-0162

医療法人久倖会津曲胃腸科整形外科

鹿児島県曽於市大隅町鳴神町93-1

099-482-0241

医療法人愛誠会昭南病院

鹿児島県曽於市大隅町下窪町1番地

099-482-0622

曽於医師会立病院

鹿児島県曽於市大隅町月野894

099-482-4888

曽於医師会

鹿児島県曽於市大隅町月野894

099-482-4893

びろうの樹脳神経外科

鹿児島県志布志市有明町野井倉8041-1

099-477-1212

医療法人仁明会さくらやまクリニック

鹿児島県志布志市志布志町安楽6179-1

099-472-1100

草野クリニック

鹿児島県曽於郡大崎町永吉6739-2

099-471-7533

医療法人昭平会 平川やの胃腸内科

鹿児島県志布志市志布志町志布志2丁目9-7

099-472-0145

曽於医師会立有明病院

鹿児島県志布志市有明町野井倉8288-1

099-477-1111

医療法人昴会 大根占医院

鹿児島県肝属郡錦江町馬場445-2

0994-22-2658

じょうさいクリニック

鹿児島県肝属郡南大隅町根占川南3772

0994-24-2977

医療法人誠明会濵畑クリニック

鹿児島県肝属郡錦江町田代川原403

0994-25-2575

南大隅町立郡へき地出張診療所

鹿児島県肝属郡南大隅町佐多郡1963-1

0094-26-1856

南大隅町立佐多診療所

鹿児島県肝属郡南大隅町佐多伊座敷3892

0994-26-2222

肝属郡医師会立病院

鹿児島県肝属郡錦江町神川135-3

0994-22-3111

医療法人桑波田診療所

鹿児島県垂水市旭町53

0994-32-0002

桑波田医院

鹿児島県垂水市上町105

0994-32-1825

医療法人天恵会東内科小児科クリニック

鹿児島県垂水市田神3485-1

0994-32-5522

ふくまる皮フ科クリニック

鹿児島県垂水市田神3480

0994-32-7771

医療法人相良整形外科

鹿児島県垂水市中央町27

0994-31-3081

よしとみクリニック

鹿児島県垂水市南松原町10番 ビューティービル1階

0994-45-4215

医療法人浩愛会 池田温泉クリニック

鹿児島県垂水市田神3536-1

0994-32-6161

垂水市立医療センター垂水中央病院

鹿児島県垂水市錦江町1-140

0994-32-5211

医療法人常慈会小浜クリニック

鹿児島県鹿屋市吾平町上名10

0994-58-6025

医療法人道成会花田整形外科･リウマチ科医院

鹿児島県鹿屋市串良町有里1-1

0994-63-1379

福留クリニック

鹿児島県鹿屋市串良町上小原3046

0994-63-1200

医療法人啓佑会山内クリニック

鹿児島県肝属郡肝付町前田4816-2

0994-65-8181

医療法人社団春陽会 春陽会中央病院

鹿児島県肝属郡肝付町新富485

0994-65-1170

医療法人南泉会高山胃腸科･外科

鹿児島県肝属郡肝付町前田923-1

0994-65-7171
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黎明脳神経外科医院

鹿児島県鹿屋市串良町上小原3500-1

0994-63-7878

医療法人寛清会吉川医院

鹿児島県肝属郡肝付町前田863-1

0994-65-2022

医療法人 山路医院

鹿児島県肝属郡東串良町池之原141

0994-63-2134

社会福祉法人内之浦会 吉重クリニック

鹿児島県肝属郡肝付町北方581-1

0994-67-2266

一般社団法人肝属東部医師会

鹿児島県肝属郡肝付町新富470-1

0994-65-0099

種子島医療センター

鹿児島県西之表市西之表7463

0997-22-0960

松崎医院

鹿児島県西之表市西町6976-2

0997-23-2455

中目医院

鹿児島県西之表市西之表7188

0997-23-0350

百合砂診療所

鹿児島県西之表市鴨女町98

0997-28-3901

高岡医院

鹿児島県熊毛郡中種子町野間6337-7

0997-27-3100

公立種子島病院

鹿児島県熊毛郡南種子町中之上1700-22

0997-26-1230

ともファミリークリニック

鹿児島県熊毛郡南種子町中之上3038-2

0997-24-1129

屋久島町栗生診療所

鹿児島県熊毛郡屋久島町栗生1743

0997-48-2103

屋久島尾之間診療所

鹿児島県熊毛郡屋久島町尾之間136-6

0997-47-3277

仲医院

鹿児島県熊毛郡屋久島町安房410番地158

0997-46-2131

小瀬田みんなの診療所

鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地18

0997-43-5100

朝沼クリニック

鹿児島県奄美市名瀬石橋町7-1

0997-55-1555

奄美中央病院

鹿児島県奄美市名瀬長浜町16-15

0997-52-6565

稲医院

鹿児島県奄美市名瀬金久町5-4

0997-52-0486

大島郡医師会病院

鹿児島県奄美市名瀬小宿3411

0997-54-8111

屋宮医院

鹿児島県奄美市名瀬久里町18-8

0997-53-1177

かずや内科

鹿児島県奄美市名瀬平松町532

0997-53-6020

喜入内科

鹿児島県奄美市名瀬幸町21-3

0997-52-0332

鹿児島県立大島病院

鹿児島県奄美市名瀬真名津町18-1

0997-52-3611

政小児科内科医院

鹿児島県奄美市名瀬柳町4-43

0997-52-0017

益田泌尿器科医院

鹿児島県奄美市名瀬鳩浜町8

0997-56-8111

むかいクリニック

鹿児島県奄美市名瀬小浜町24-10

0997-55-1777

よしかわクリニック

鹿児島県奄美市名瀬和光町1-2

0997-52-5300

大島郡医師会

鹿児島県奄美市名瀬塩浜町3-10

0997-53-3552

ファミリークリニック ネリヤ

鹿児島県奄美市名瀬和光町31-14

0997-57-7177

いい・かねゆきクリニック

鹿児島県奄美市名瀬長浜町4-11

0997-55-0303

せきクリニック

鹿児島県奄美市名瀬朝日町10-3

0997-55-0070

奄美市住用国民健康保険診療所

鹿児島県奄美市住用町西仲間72-9

0997-69-2620

奄美市笠利国民健康保険診療所

鹿児島県奄美市笠利町中金久45

0997-63-0011

記念クリニック奄美

鹿児島県奄美市笠利町大字節田１４５０−１

0997-55-2271

前川医院

鹿児島県大島郡喜界町湾281

0997-65-0222

肥後医院

鹿児島県大島郡龍郷町赤尾木1485

0997-62-3023

いづはら医院

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋大湊7

0997-72-3307

南大島診療所

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋松江16-4

0997-72-0107

大島保養院

鹿児島県大島郡瀬戸内町阿木名65

0997-72-0376

国民健康保険大和診療所

鹿児島県大島郡大和村大棚字大町420

0997-57-2053

国民健康保険宇検診療所

鹿児島県宇検村湯湾川尻原37

0997-67-2030

徳之島診療所

鹿児島県大島郡徳之島町亀津7554

0997-83-2131

宮上病院

鹿児島県大島郡徳之島町亀津7268

0997-82-0002

いなだ整形・内科クリニック

鹿児島県大島郡徳之島町亀津5222-1

0997-83-3800

朝戸医院

鹿児島県大島郡和泊町和泊14

0997-92-1131

福山医院

鹿児島県大島郡和泊町和泊96-5

0997-92-0033

町田医院

鹿児島県大島郡和泊町手々知名636-1

0997-92-3737

本部医院

鹿児島県大島郡知名町知名591

0997-93-3131

大蔵医院

鹿児島県大島郡知名町知名16-2

0997-93-5033

薩摩川内市 里診療所

鹿児島県薩摩川内市里町里1922番地

09969-3-2023
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実施機関名

所在地

電話番号

薩摩川内市 上甑診療所

鹿児島県薩摩川内市上甑町中甑490番地1

09969-2-0010

薩摩川内市 鹿島診療所

鹿児島県薩摩川内市鹿島町藺牟田1530番地6

09969-4-2019

薩摩川内市 下甑長浜診療所

鹿児島県薩摩川内市下甑町長浜8番地3

09969-5-0052

薩摩川内市 下甑手打診療所

鹿児島県薩摩川内市下甑町手打956番地

09969-7-0031

三島村役場

鹿児島県鹿児島市名山町12番18号

099-222-3141

十島村

鹿児島県鹿児島市泉町14-15

099-222-2101

公益財団法人鹿児島県民総合保健センター

鹿児島県鹿児島市下伊敷三丁目1-7

099-220-2332

鹿児島厚生連病院健康管理センター

鹿児島県鹿児島市与次郎1丁目13-1

099-256-1133

鹿児島医療生活協同組合坂之上生協クリニック

鹿児島県鹿児島市坂之上2丁目14-17

099-261-3491

紫原生協クリニック

鹿児島県鹿児島市紫原4丁目20-4

099-257-8691

鹿児島医療生活協同組合中山生協クリニック

鹿児島県鹿児島市山田町731

099-275-1200

鹿児島医療生活協同組合吉野生協クリニック

鹿児島県鹿児島市吉野町2381-52

099-244-2871

医療法人徳洲会鹿児島徳洲会病院

鹿児島県鹿児島市下荒田3-8-1

099-250-1110

医療法人徳洲会屋久島徳洲会病院

鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦2467

0997-42-2200

医療法人徳洲会名瀬徳洲会病院

鹿児島県奄美市名瀬朝日町28-1

0997-54-2222

医療法人徳洲会瀬戸内徳洲会病院

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋字トンキャン原1358-1

0997-73-1111

医療法人徳洲会喜界徳洲会病院

鹿児島県大島郡喜界町湾315

0997-65-1100

医療法人徳洲会徳之島徳洲会病院

鹿児島県大島郡徳之島町亀津7588

0997-83-1100

医療法人徳洲会

鹿児島県大島郡知名町瀬利覚2208

0997-93-3000

医療法人沖縄徳洲会与論徳洲会病院

沖永良部徳洲会病院

鹿児島県大島郡与論町茶花403-1

0997-97-2511

医療法人徳洲会中山クリニック

鹿児島県鹿児島市中山町2264番地

099-267-8811

社会医療法人鹿児島愛心会大隅鹿屋病院

鹿児島県鹿屋市新川町6081番地1

0994-40-1111

一般社団法人日本健康倶楽部鹿児島支部

鹿児島県日置市伊集院町妙円寺1-72-8

099-273-5591

大口温泉リハビリテーション病院

鹿児島県伊佐市大口青木3022-34

0995-23-0123

水間病院

鹿児島県伊佐市菱刈前目2125番地

0995-26-1211

鹿児島県立北薩病院

鹿児島県伊佐市大口宮人502番地4

0995-22-8511

医療法人さとし会みのりクリニック

鹿児島県鹿児島市小川町22-6 2階

099-210-7890

大黒クリニック

鹿児島県鹿児島市大黒町1-8

099-222-1807
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