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    101,1036,5 医療法人　慈恵会　土〒890-0046 099-257-5711医療法人　慈恵会　理土橋　美子 昭32.10. 1一般        20病院
     橋病院 鹿児島市西田一丁目１６の１ 常　勤:    1事長　土橋　苑子 内   神内 リハ現存
     (医       1) 平29.10. 1放   心内 精  
     非常勤:   14 アレ 
     (医      14) 呼吸器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1043,1 公益社団法人　いちょ〒890-0023 099-256-4567公益社団法人　いちょ佐藤　大輔 昭32.10. 1精神       486病院
     うの樹　メンタルホス鹿児島市永吉一丁目１１番１号 常　勤:   13うの樹　理事長　佐藤 精   心内 神内現存
     ピタル鹿児島 (医      11)　大輔 平29.10. 1内   
     (薬       2)
     非常勤:   40
     (医      40)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1056,3 公益社団法人　鹿児島〒892-0854 099-226-9111公益社団法人　鹿児島福永　秀敏 昭32.10. 1一般       338病院
     共済会　南風病院 鹿児島市長田町１４－３ 常　勤:   75共済会　理事長　貞方 内   神内 外  現存
     (医      74)　洋子 平29.10. 1脳外 整外 放  
     (薬       1) 麻   
     非常勤:   32 上記以外に１２
     (医      32) 科目　紙媒体に
     て別途管理
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,1062,1 医療法人　恵和会　白〒890-0047 099-253-4141医療法人　恵和会　理前田　博久 昭32.10. 1精神       216病院
     浜病院 鹿児島市常盤１丁目１７番１号 常　勤:    4事長　才川　貞厚 精   神内 現存
     (医       4) 平29.10. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,1073,8 日高病院 〒892-0847 099-223-3291医療法人　仁風会　理日高　正八郎 昭32.10. 1一般        60病院
     鹿児島市西千石町８番１３号 常　勤:    6事長　日高　正八郎 療養        39現存
     (医       6) 平29.10. 1整外 リハ リウ
     非常勤:   27 神内 麻   循  
     (医      27) 形外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,1081,1 桜島　病院 〒891-1541 099-221-2031社会医療法人　天陽会今村　勝洋 昭32.10. 1療養        55病院
     鹿児島市野尻町５９ 常　勤:    4　理事長　厚地　良彦 内   外   リハ現存
     (医       2) 平29.10. 1放   眼   耳い
     (薬       2)
     非常勤:   19
     (医      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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    701,1091,0 社会福祉法人恩賜財団〒892-0834 099-223-0101社会福祉法人　恩賜財久保園　高明 昭32. 7. 1一般        40病院
     済生会支部　済生会鹿鹿児島市南林寺町１の１１ 常　勤:    9団済生会支部　鹿児島 療養        30現存
     児島病院 (医       7)済生会　支部長　吉田 平29. 7. 1内   放   
     (薬       2)　紀子
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801,1098,5 公益財団法人　東風会〒892-0871 099-247-3016公益財団法人　東風会日高　實 昭32.10. 1一般        30病院
     　三船病院 鹿児島市吉野町１０００４の１ 常　勤:    6　理事長　日高　實 結核        10現存
     (医       4) 平29.10. 1療養       116
     (薬       2) 内   呼   消  
     非常勤:    6 リハ 外   形外
     (医       5)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901,1102,5 医療法人　敬愛会　玉〒890-0012 099-224-0700医療法人　敬愛会　理中江　孝行 昭33. 3.10精神       180病院
     里病院 鹿児島市玉里町２６－２０ 常　勤:    7事長　中江　綱行 精   神   内  現存
     (医       5) 平30. 3.10
     (薬       2)
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001,1105,8 医療法人　敬愛会　中〒892-0847 099-224-3121医療法人　敬愛会　理中江　佐八郎 昭33. 4. 1療養        72病院
     江病院 鹿児島市西千石町４番１３号 常　勤:    4事長　中江　綱行 内   リハ 現存
     (医       3) 平30. 4. 1循環器内科、消
     (薬       1) 化器内科
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101,1115,7 玉水会病院 〒890-0004 099-223-3330医療法人　玉水会　理永友　知澄 昭34. 1. 1一般        71病院
     鹿児島市下伊敷一丁目１番５号 常　勤:    7事長　永友　知澄 内   神内 消  現存
     (医       4) 平28. 1. 1循   リハ 心内
     (薬       3)
     非常勤:   13
     (医      11)
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201,1119,9 医療法人　康成会　植〒890-0014 099-222-6925医療法人　康成会　理植村　健 昭33. 4. 1一般        36病院
     村病院 鹿児島市草牟田一丁目４－７ 常　勤:    4事長　植村　健 療養        23現存
     (医       3) 平30. 4. 1内   神内 胃  
     (薬       1) 循   リハ 
     非常勤:   11
     (医      11)
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   1301,1135,5 社会医療法人　愛仁会〒890-0008 099-220-1730社会医療法人　愛仁会山下　行博 昭35. 5. 1一般        97病院
     　植村病院 鹿児島市伊敷二丁目１番２号 常　勤:   14　理事長　長柄　光子 内   外   麻  現存
     (医      14) 平29. 5. 1心外 
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401,1160,3 医療法人　明心会　吉〒892-0871 099-243-0048医療法人　明心会　理大保　義彦 昭37. 2. 1精神       121病院
     野病院 鹿児島市吉野町３０９５ 常　勤:    3事長　大保　義彦 精   神   心内現存
     (医       2) 平28. 2. 1
     (薬       1)
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501,1163,7 医療法人　共助会　三〒890-0073 099-264-0667医療法人　共助会　理西　圭三 昭37. 6. 1精神       162病院
     州脇田丘病院 鹿児島市宇宿７丁目２６番１号 常　勤:    6事長　日笠山　大介 内   精   神  現存
     (医       6) 平28. 6. 1心内 
     非常勤:   14
     (医      13)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601,1166,0 高田病院 〒892-0824 099-226-4325医療法人　玉昌会　理萩原　隆二 昭37.10. 1療養       179病院
     鹿児島市堀江町５の１ 常　勤:    9事長　髙田　昌実 内   消   循  現存
     (医       8) 平28.10. 1ひ   リハ 皮  
     (薬       1)
     非常勤:   26
     (医      26)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701,1203,1 医療法人　高治会　内〒892-0848 099-224-0823医療法人　高治会　理有馬　寛雄 昭40. 5. 1療養        56病院
     科有馬病院 鹿児島市平之町１－２７ 常　勤:    1事長　小田原　良治 内   神内 リハ現存
     (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:   17
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801,1207,2 今給黎総合病院 〒892-0852 099-226-2211公益社団法人　昭和会昇　卓夫 昭40. 7. 1一般       450病院
     (01,3735,6) 鹿児島市下竜尾町４番１６号 常　勤:   70　代表理事　今給黎　 内   神内 小  現存
     (医      69)尚典 平28. 7. 1整外 形外 脳外
     (歯       1) 呼外 皮   ひ  
     非常勤:   31 産婦 眼   リハ
     (医      29) 歯   歯外 麻  
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   1901,1230,4 医療法人　慈圭会　八〒892-0852 099-222-3111医療法人　慈圭会　理長野　芳幸 昭41. 8. 1療養       155病院
     反丸リハビリテーショ鹿児島市下竜尾町３－２８ 常　勤:    8事長　八反丸　健二 整外 リハ 外  現存
     ン病院 (医       8) 平29. 8. 1内   リウ 心内
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001,1238,7 共立病院 〒890-0069 099-255-3151医療法人　恵山会　理白澤　尚宏 昭42. 1. 6一般        40病院
     鹿児島市南郡元町１１－１１ 常　勤:    4事長　鮫島　紹一郎 療養        49現存
     (医       4) 平30. 1. 6内   外   整外
     非常勤:    8 リハ 麻   
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101,1240,3 タテババ・神田クリニ〒892-0852 099-247-1038神田　隆弘 神田　隆弘 昭42. 4. 1内   診療所
     ック 鹿児島市下竜尾町７番２０号 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201,1251,0 谷山病院 〒891-0111 099-269-4111公益財団法人　慈愛会福迫　剛 昭32.10. 1精神       392病院
     (01,3146,6) 鹿児島市小原町８番１号 常　勤:   11　理事長　今村　英仁 精   神   内  現存
     (医      10) 平29.10. 1歯   
     (薬       1)
     非常勤:   25
     (医      24)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301,1252,8 鹿児島赤十字病院 〒891-0133 099-261-2111日本赤十字社　社長　武冨　榮二 昭32. 7. 1一般       120病院
     鹿児島市平川町２５４５ 常　勤:   20近衞　忠輝 内   リウ 整外現存
     (医      19) 平24.10. 1脳外 放   リハ
     (薬       1) 麻   
     非常勤:   31
     (医      31)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401,1257,7 医療法人　愛人会　川〒891-0141 099-800-8800医療法人　愛人会　理川島　裕雄 昭38.10. 1療養        58病院
     島病院 鹿児島市谷山中央１丁目４１９６常　勤:    3事長　川島　裕雄 外   内   リハ現存
     番地 (医       3) 平29.10. 1麻   
     選択項目なし　
     胃腸内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501,1335,1 高山　内科医院 〒890-0065 099-251-3275高山　義則 高山　義則 昭46. 9. 1一般         9診療所
     鹿児島市郡元三丁目１番６号 常　勤:    1 内   呼   胃  現存
     (医       1) 平28. 9. 1消   循   小  
     放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   2601,1339,3 唐仁原医院 〒892-0836 099-226-6037唐仁原　誠 唐仁原　誠 昭46.12. 1一般         7診療所
     鹿児島市錦江町１の５８ 常　勤:    1 外   脳外 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701,1359,1 白石病院 〒890-0042 099-255-0101社会医療法人　白光会尊田　和徳 昭48. 4. 1一般        40病院
     鹿児島市薬師一丁目１２－２２ 常　勤:    8　理事長　白石　幸三 療養        90現存
     (医       8) 平30. 4. 1内   呼   消  
     非常勤:   19 循   リハ 放  
     (医      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801,1394,8 尾辻病院 〒890-0085 099-251-2209医療法人　常清会　理土井　斉 昭50. 2. 1精神       155病院
     鹿児島市南新町１番２９号 常　勤:    4事長　川池　浩二 精   現存
     (医       4) 平29. 2. 1
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901,1404,5 総合病院　鹿児島生協〒891-0141 099-267-1455鹿児島医療生活協同組樋之口　洋一 昭50.10. 1一般       266病院
     病院 鹿児島市谷山中央五丁目２０番１常　勤:   64合　理事長　馬渡　耕 療養        40現存
     ０号 (医      56)史 平29.10. 1内   神内 小  
     (薬       8) 外   整外 眼  
     非常勤:    8 耳い 婦   ひ  
     (医       8) 麻   放   リハ
     リウ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001,1439,1 中央病院 〒892-0822 099-226-8181社会医療法人　天陽会厚地　伸彦 昭52. 7. 1一般       219病院
     鹿児島市泉町６番７号 常　勤:   35　理事長　厚地　良彦 内   麻   眼  現存
     (医      25) 平28. 7. 1外   心外 神内
     (薬      10) リハ 整外 放  
     非常勤:   29 循環器内科、呼
     (医      29) 吸器内科、肛門
     外科、消化器内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3101,1446,6 高木　耳鼻咽喉科 〒890-0054 099-256-6723高木　茂 高木　茂 昭52. 9.15耳い 診療所
     鹿児島市荒田二丁目１１番２号 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3201,1475,5 平川内科クリニック 〒890-0067 099-253-2200平川　嘉久 平川　嘉久 昭53.11.15一般        10診療所
     鹿児島市真砂本町３－７７ 常　勤:    1 療養         9現存
     (医       1) 平29.11.15内   小   呼  
     消   循   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   3301,1480,5 やまびこ医療福祉セン〒891-1206 099-238-2755社会福祉法人　向陽会家室　和宏 昭54. 1. 1一般       152病院
     (01,3855,2) ター 鹿児島市皆与志町１７７９番地 常　勤:   12　理事長　本重　博史 療養        38現存
     (医       9) 平30. 1. 1内   小   外  
     (歯       1) 整外 リハ 歯  
     (薬       2)
     非常勤:   40
     (医      40)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3401,1495,3 伊敷病院 〒890-0005 099-220-4645医療法人　有隣会　理植村　健吾 昭54. 7. 1精神       210病院
     鹿児島市下伊敷二丁目４番１５号常　勤:    8事長　植村　健吾 一般        19現存
     (医       7) 平24. 7. 1内   精   神内
     (薬       1)
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3501,1501,8 平林脳神経外科 〒891-0116 099-267-2121平林　和明 平林　和明 昭54.10.15一般        19診療所
     鹿児島市上福元町３９９２番３号常　勤:    1 外   脳外 麻  現存
     (医       1) 平24.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601,1514,1 前田病院 〒890-0053 099-256-2000医療法人　友愛会　理濱畑　和久 昭55. 3. 1一般        41病院
     鹿児島市中央町３０番地１１ 常　勤:    4事長　前田　淑美 療養        44現存
     (医       3) 平28. 3. 1整外 内   リハ
     (薬       1) （選択項目ない
     非常勤:   37 ためここに入力
     (医      37) ）消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701,1521,6 西園　医院 〒892-0818 099-224-0553西園　功 西園　功 昭55. 5. 1内   消   小  診療所
     鹿児島市上本町２番５号 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801,1525,7 鹿児島県厚生農協連健〒890-0062 099-256-1133鹿児島県厚生農業協同宮原　広典 昭55. 7. 1内   婦   診療所
     康管理センター 鹿児島市与次郎一丁目１３番１号常　勤:    3組合連合会　代表理事 現存
     (医       3)理事長　前田　敏郎 平28. 7. 1
     非常勤:   31
     (医      31)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3901,1551,3 大勝病院 〒890-0067 099-253-1122医療法人　三州会　理有村　公良 昭56. 4. 1一般        93病院
     鹿児島市真砂本町３－９５ 常　勤:   13事長　大勝　秀樹 療養       167現存
     (医      13) 平29. 4. 1リハ 
     非常勤:   20
     (医      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   4001,1552,1 厚地脳神経外科病院 〒892-0842 099-226-1231医療法人　慈風会　理高崎　孝二 昭56. 4. 1一般        67病院
     鹿児島市東千石町４番１３号 常　勤:   15事長　厚地　正道 神内 脳外 リハ現存
     (医      13) 平29. 4. 1放   
     (薬       2)
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4101,1577,8 桑原　眼科 〒890-0082 099-252-8911桑原　美智子 桑原　美智子 昭57. 4. 1眼   診療所
     鹿児島市紫原五丁目８－２２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4201,1582,8 森口病院 〒892-0873 099-243-6700医療法人　寛容会　理森口　進 昭57. 4.15精神       199病院
     鹿児島市下田町１７６３ 常　勤:    9事長　森口　定省 心内 精   現存
     (医       6) 平30. 4.15消化器内科
     (薬       3)
     非常勤:   30
     (医      29)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301,1583,6 成人病院 〒890-0055 099-254-3332一般財団法人児玉報謝熊谷　輝雄 昭57. 5. 1一般        28病院
     鹿児島市上荒田町１６－３０ 常　勤:    6会　理事長　児玉　治 療養        37現存
     (医       5)彦 平30. 5. 1内   放   
     (薬       1)
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401,1585,1 小田原病院 〒892-0844 099-223-7531医療法人　尚愛会　理豊平　均 昭57. 5. 1一般        44病院
     鹿児島市山之口町８－１ 常　勤:    3事長　小田原　良治 療養        55現存
     (医       3) 平30. 5. 1胃   内   外  
     非常勤:   19 整外 放   麻  
     (医      19) リハ こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501,1591,9 豊島病院 〒890-0056 099-253-0317医療法人　敬親会　理粟　博志 昭57.10. 1一般        60病院
     鹿児島市下荒田三丁目２７－１ 常　勤:    4事長　豊島　忍 外   脳外 放  現存
     (医       4) 平24.10. 1リハ 
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   4601,1613,1 ＴｓｕｋａｓａＨｅａ〒891-0104 099-264-1212医療法人　松柏会　理松下　健司 昭58.10. 1精神       192病院
     ｌｔｈＣａｒｅＨｏｓ鹿児島市山田町４４１ 常　勤:    7事長　松下　健司 精   心内 神内現存
     ｐｉｔａｌ (医       6) 平28.10. 1
     (薬       1)
     非常勤:   11
     (医      10)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4701,1623,0 今村総合病院 〒890-0064 099-251-2221公益財団法人　慈愛会帆北　修一 昭59. 4. 1一般       336病院
     (01,3898,2) 鹿児島市鴨池新町１１－２３ 常　勤:   91　理事長　今村　英仁 精神        40現存
     (医      90) 平29. 4. 1内   呼内 眼  
     (歯       1) 皮   脳外 麻  
     非常勤:   42 耳い 外   リハ
     (医      42) 精   放   整外
     病理 小   産  
     婦   歯外 
     紙媒体により別
     管理。上記の他
     に１２科目あり
     。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4801,1630,5 鹿児島市医師会病院 〒890-0064 099-254-1125公益社団法人　鹿児島園田　健 昭59. 6. 1一般       255病院
     鹿児島市鴨池新町７番１号 常　勤:   48市医師会　会長　猪鹿 内   神内 外  現存
     (医      40)倉　忠彦 平29. 6. 1婦   放   麻  
     (薬       8) 呼外 リハ 
     非常勤:   21 ペインクリニッ
     (医      21) ク内科、緩和ケ
     ア内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4901,1632,1 山形屋　診療所 〒892-0827 099-227-6370株式会社　山形屋　取嵜山　聖子 昭59. 8. 1内   診療所
     鹿児島市中町９番８号 常　勤:    1締役社長　岩元　修士 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001,1655,2 医療法人　愛育会　愛〒891-0114 099-268-0311医療法人　愛育会　理川俣　和弥 昭60.10. 1一般        64病院
     育病院 鹿児島市小松原一丁目４３番１５常　勤:    8事長　河野　哲志 産   婦   現存
     号 (医       7) 平24.10. 1
     (薬       1)
     非常勤:   56
     (医      56)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5101,1660,2 鶴留　放射線科内科医〒890-0036 099-265-5911鶴留　博秀 鶴留　博秀 昭60.12. 2一般        19診療所
     院 鹿児島市田上台二丁目３５番８号常　勤:    1 内   呼   消  現存
     (医       1) 平27.12. 2放   
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   5201,1662,8 山下眼科クリニック 〒891-0141 099-269-2500山下　豊美 山下　豊美 昭60.12.16一般        10診療所
     鹿児島市谷山中央３丁目４６０２常　勤:    1 眼   現存
     番地３ (医       1) 平27.12.16
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5301,1663,6 尾辻皮膚泌尿器科・外〒890-0005 099-220-6281尾辻　清彦 尾辻　清彦 昭61. 1. 4一般        19診療所
     園整形外科 鹿児島市下伊敷一丁目４４ー１９常　勤:    2 整外 皮ひ リハ現存
     (医       2) 平28. 1. 4麻   性   リウ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5401,1665,1 県民総合保健センター〒890-0005 099-220-2332公益財団法人　鹿児島西俣　壽人 昭61. 4. 1内   外   婦  診療所
     鹿児島市下伊敷三丁目１番７号 常　勤:    3県民総合保健センター 放   現存
     (医       3)　理事長　池田　琢哉 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5501,1676,8 産科・婦人科　のぼり〒890-0054 099-256-1313医療法人　光智会　理昇　晃司 昭61.10. 1一般        40病院
     病院 鹿児島市荒田一丁目１３番１３号常　勤:    4事長　昇　眞寿夫 産   婦   麻  現存
     (医       3) 平28.10. 1
     (薬       1)
     非常勤:   14
     (医      13)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5601,1677,6 鴨池生協クリニック 〒890-0064 099-252-1321鹿児島医療生活協同組松本　政寿 昭61.10. 1内   呼   消  診療所
     鹿児島市鴨池新町５－８ 常　勤:    1合　理事長　馬渡　耕 循   小   現存
     (医       1)史 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5701,1681,8 三宅病院 〒891-0141 099-268-3512医療法人　一誠会　理三宅　智 昭61.12. 1一般        92病院
     鹿児島市谷山中央７丁目３番１号常　勤:   11事長　三宅　智 療養        38現存
     (医       9) 平28.12. 1内   リハ 放  
     (薬       2)
     非常勤:   22
     (医      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5801,1687,5 井後　眼科 〒892-0816 099-227-3000医療法人　陽山会　理馬渡　祐記 昭62. 4. 1一般        19診療所
     鹿児島市山下町７番１０号 常　勤:    1事長　迫野　卓士 眼   内   現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:   44
     (医      44)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   5901,1688,3 三愛病院 〒890-0065 099-252-6622医療法人　三愛会　理林　協司 昭62. 4. 1一般        52病院
     鹿児島市郡元三丁目１４番７号 常　勤:    6事長　川村　英俊 療養        60現存
     (医       6) 平29. 4. 1整外 リハ リウ
     非常勤:   24 内   
     (医      23) （選択項目ない
     (薬       1) ためここに入力
     ）循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6001,1692,5 医療法人　徳洲会　鹿〒890-0056 099-250-1110医療法人　徳洲会　理池田　佳広 昭62. 4. 1一般       250病院
     児島徳洲会病院 鹿児島市下荒田三丁目８番１ 常　勤:   19事長　鈴木隆夫 療養        60現存
     (医      19) 平29. 4. 1内   外   整外
     非常勤:   66 脳外 ひ   リハ
     (医      66) 放   麻   精  
     形外 心外 眼  
     皮   呼外 
     腎臓外科、肝臓
     内科、ペインク
     リニック内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6101,1701,4 大堀　耳鼻咽喉科 〒892-0872 099-243-8389大堀　八洲一 大堀　八洲一 昭62. 8. 1耳い 診療所
     鹿児島市大明丘３丁目５５の１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6201,1703,0 西　内科循環器科 〒892-0842 099-224-5314西　征二 西　征二 昭62. 9. 1内   循   診療所
     鹿児島市東千石町１３－２９　天常　勤:    1 現存
     文館ビル４階 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6301,1706,3 とまり泌尿器科 〒891-0150 099-261-1212医療法人　紘淳会　理泊　紘一 昭62.10. 1一般        19診療所
     鹿児島市坂之上四丁目２番５７号常　勤:    1事長　泊　紘一 ひ   休止
     (医       1) 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6401,1707,1 中村（哲）産婦人科・〒892-0845 099-223-2236医療法人　博悠会　理中村　佐知子 昭62.10. 1一般         6診療所
     内科 鹿児島市樋之口町３番７号 常　勤:    1事長　中村　哲三郎 療養        12現存
     (医       1) 平29.10. 1産   婦   麻  
     非常勤:    4 内   
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6501,1720,4 伊集院病院 〒892-0806 099-248-0008医療法人　清泉会　理塩川　宏信 昭63. 4. 1一般        45病院
     鹿児島市池之上町９番２７号 常　勤:    6事長　伊集院　吐夢 産婦 麻   現存
     (医       6) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   6601,1721,2 かんまち尾辻病院 〒892-0852 099-247-1955医療法人　仁威会　理尾辻　達人 昭63. 4. 1療養        41病院
     鹿児島市下竜尾町６番１８号 常　勤:    3事長　尾辻　達人 胃   外   麻  現存
     (医       3) 平30. 4. 1内   呼   リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6701,1723,8 永田外科 〒890-0005 099-224-0177医療法人　永寿会　理永田　政幸 昭63. 4. 1外   胃   放  診療所
     鹿児島市下伊敷一丁目１１番３号常　勤:    1事長　永田　政幸 リハ 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6801,1740,2 敬愛クリニック 〒891-0133 099-261-0311医療法人　三樹会　理谷山　茂樹 昭63.11. 1一般        19診療所
     鹿児島市平川町１５８０－１５ 常　勤:    1事長　谷山　茂樹 内   呼   胃  現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6901,1742,8 山本　耳鼻咽喉科 〒891-0114 099-268-5115医療法人　山本　耳鼻山本　誠 昭63.11. 1耳い 診療所
     鹿児島市小松原２丁目３６番５号常　勤:    1咽喉科　理事長　山本 現存
     (医       1)　誠 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7001,1743,6 たけおか　皮ふ科 〒890-0031 099-282-0340上笹貫　志賀子 上笹貫　志賀子 昭64. 1. 1皮   診療所
     鹿児島市武岡二丁目２９－５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7101,1746,9 﨑元病院 〒892-0842 099-224-5650医療法人　仁愛会　理川瀧　正光 平元. 4. 1一般        40病院
     鹿児島市東千石町４番１３号 常　勤:    3事長　﨑元　阿子 内   神内 リハ現存
     (医       2) 平28. 4. 1
     (薬       1)
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7201,1749,3 米沢病院 〒890-0016 099-226-9698医療法人　藤和会　理米澤　士郎 平元. 4. 1療養        36病院
     鹿児島市新照院町１９－８ 常　勤:    3事長　米澤　士郎 内   皮   リハ現存
     (医       2) 平28. 4. 1
     (薬       1)
     非常勤:    4
     (医       3)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7301,1750,1 医療法人　吉村　眼科〒890-0073 099-252-6221医療法人　吉村　眼科吉村　睦雄 平元. 4. 1眼   診療所
     鹿児島市宇宿三丁目２６－７ 常　勤:    1　理事長　吉村　睦雄 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7401,1751,9 堂園クリニック 〒890-0005 099-227-0303医療法人　光広会　理堂園　光一郎 平元. 4. 1一般        15診療所
     鹿児島市下伊敷一丁目７番６号 常　勤:    2事長　堂園　光一郎 産婦 麻   現存
     (医       2) 平28. 4. 1
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   7501,1774,1 長嶺　整形外科医院 〒892-0826 099-224-6350医療法人　長嶺　整形長嶺　隆徳 平元.10. 1整外 リハ リウ診療所
     鹿児島市呉服町５－１２ 常　勤:    1外科医院　理事長　長 現存
     (医       1)嶺　隆徳 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7601,1775,8 田中　ひふ科医院 〒891-0113 099-269-1345医療法人　庸翔倫会　田中　隆光 平元.10. 1皮   診療所
     鹿児島市東谷山四丁目３４－７ 常　勤:    1理事長　田中　隆光 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7701,1776,6 わきだ整形外科 〒891-0113 099-269-2271医療法人　昌平会　理楊　昌樹 平元.10. 1一般        19診療所
     鹿児島市東谷山三丁目３３番７号常　勤:    2事長　楊　昌樹 整外 リハ リウ現存
     (医       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7801,1778,2 有川　医院 〒891-0114 099-269-6253医療法人　有川　医院徳永　秀次 平元.10. 1内   診療所
     鹿児島市小松原１－１０－２４ 常　勤:    1　理事長　徳永　秀次 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7901,1780,8 たけ内科 〒890-0034 099-255-3322医療法人　たけ内科　武　博邦 平元.10. 1内   小   放  診療所
     鹿児島市田上六丁目２２番６号 常　勤:    1理事長　武　博邦 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8001,1785,7 野上病院 〒891-0114 099-268-4185医療法人　司誠会　理成尾　鉄朗 平元.10. 1療養 病院
     鹿児島市小松原１－４－１ 常　勤:    4事長　野上　展孝     療養    50現存
     (医       3) 平28.10. 1内   胃   外  
     (薬       1) 心内 
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8101,1786,5 永山　医院 〒890-0031 099-281-7853医療法人　永山　医院永山　三夫 平元.10. 1外   胃   放  診療所
     鹿児島市武岡２－２８－３ 常　勤:    2　理事長　永山　三夫 耳い 現存
     (医       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8201,1789,9 海江田外科 〒890-0008 099-229-2753医療法人　健成会　理海江田　健 平元.10. 1療養        17診療所
     鹿児島市伊敷五丁目１８番２号 常　勤:    1事長　海江田　健 外   脳外 現存
     (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8301,1792,3 きじま耳鼻咽喉科 〒891-0113 099-268-3611医療法人　きじま会　貴島　徳昭 平元.10. 1一般         4診療所
     鹿児島市東谷山２－３６－１７ 常　勤:    1理事長　貴島　徳昭 耳い 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   8401,1796,4 稲森内科消化器科 〒891-0116 099-268-2550医療法人　幸英会　理稲森　英明 平元.10. 1内   消   診療所
     鹿児島市上福元町５７２３－３ 常　勤:    1事長　稲森　英明 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8501,1798,0 さめしま小児科 〒892-0844 099-224-2525医療法人　育成会　理鮫島　信一 平元.10. 1小   内   診療所
     鹿児島市山之口町５－１９ 常　勤:    1事長　鮫島　信一 現存
     (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8601,1800,4 桜ケ丘内科胃腸科 〒891-0175 099-265-3131医療法人　市来会　理市来　秀一 平元.10. 1一般        16診療所
     鹿児島市桜ケ丘４－１－９ 常　勤:    3事長　市来　秀一 内   呼   消  現存
     (医       2) 平28.10. 1循   小   
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8701,1805,3 いまむら脳神経クリニ〒890-0042 099-251-9111医療法人　雄翔会　理今村　真一 平 2. 1. 1一般         2診療所
     ック 鹿児島市薬師二丁目１３ー３２ 常　勤:    2事長　今村　真一 療養        17現存
     (医       2) 平29. 1. 1脳外 神内 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8801,1807,9 東内科医院 〒890-0081 099-251-7198医療法人　孝蘭会　理東　洋一 平 2. 1. 1一般        15診療所
     鹿児島市唐湊４丁目１５－２ 常　勤:    1事長　東　洋一 療養         4現存
     (医       1) 平29. 1. 1内   小   放  
     非常勤:    2
     (医       1)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8901,1812,9 徳田・馬場クリニック〒890-0008 099-220-5471医療法人　清和会　理馬場　國昭 平 2. 1. 1一般        13診療所
     鹿児島市伊敷二丁目１番１０号 常　勤:    2事長　馬場　國昭 療養         6現存
     (医       1) 平29. 1. 1呼内 外   皮  
     (薬       1) （選択項目ない
     ためここに入力
     ）胃腸外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9001,1813,7 放射線科　田之畑クリ〒891-0115 099-267-3700医療法人　修放会　理田之畑　修朔 平 2. 1. 1一般        19診療所
     ニック 鹿児島市東開町４番地の５８ 常　勤:    2事長　田之畑　修朔 放   現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9101,1821,0 坂元内科胃腸科 〒890-0056 099-252-5511医療法人　純和会　理坂元　秀宇 平 2. 4. 1内   胃   小  診療所
     鹿児島市下荒田一丁目２番２６号常　勤:    1事長　坂元　秀宇 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   9201,1823,6 納病院 〒890-0051 099-257-2171医療法人　隆仁会　理納　邦雄 平 2. 4. 1一般        36病院
     鹿児島市高麗町７番１号 常　勤:    2事長　納　邦雄 内   整外 放  現存
     (医       2) 平29. 4. 1リハ 呼内 
     非常勤:    4 消化器内科
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9301,1825,1 内科・山口アーバンク〒890-0063 099-258-8853山口　幸一 山口　幸一 平 2. 6. 1内   呼   消  診療所
     リニック 鹿児島市鴨池２丁目２６番３０号常　勤:    1 循   放   現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9401,1828,5 江川　耳鼻咽喉科 〒892-0825 099-224-2658医療法人　雅美会　理江川　雅彦 平 2. 9. 1耳い 診療所
     鹿児島市大黒町２番３号 常　勤:    2事長　江川　俊治 現存
     (医       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9501,1829,3 服部内科クリニック 〒891-0113 099-269-6633医療法人　貴心会　理服部　行麗 平 2. 9. 1一般        19診療所
     鹿児島市東谷山五丁目２６番１０常　勤:    1事長　服部　行麗 内   呼   胃  現存
     号 (医       1) 平29. 9. 1放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9601,1831,9 安松整形外科 〒890-0046 099-250-0322医療法人　安松整形外安松　英夫 平 2. 9. 1一般        19診療所
     鹿児島市西田三丁目１３番２０号常　勤:    1科　理事長　安松　英 整外 リハ リウ現存
     (医       1)夫 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9701,1833,5 大山眼科医院 〒890-0073 099-255-6493医療法人　智誠会　理大山　光子 平 2. 9. 1一般         6診療所
     鹿児島市宇宿一丁目３１番６号 常　勤:    1事長　大山　光子 眼   現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9801,1835,0 天保山内科 〒890-0061 099-251-0543医療法人　松寿会　理橋口　恭博 平 2. 9. 1一般        19診療所
     鹿児島市天保山町２０番９号 常　勤:    1事長　橋口　恭博 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9901,1837,6 田上記念病院 〒890-0033 099-282-0051医療法人　春風会　理中村　浩一郎 平 2.10. 1療養       199病院
     (01,3617,6) 鹿児島市西別府町１７９９番地 常　勤:   10事長　中村　浩一郎 内   神内 リハ現存
     (医       7) 平29.10. 1歯   
     (薬       3)
     非常勤:   26
     (医      25)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  10001,1842,6 清風病院 〒890-0066 099-257-1010医療法人　秀和会　理森山　高明 平 3. 1. 1療養        40病院
     鹿児島市真砂町７３番２０号 常　勤:    1事長　森山　高明 内   胃   循  現存
     (医       1) 平30. 1. 1放   呼   
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10101,1845,9 最勝寺内科 〒891-0102 099-264-5900医療法人　明倫会　理最勝寺　慧 平 3. 1. 1内   呼   胃  診療所
     鹿児島市星ケ峯二丁目２６－１ 常　勤:    1事長　最勝寺　慧 循   現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10201,1849,1 かわもと相良消化器内〒892-0871 099-243-5500医療法人　吉翔会　理川本　研一郎 平 3. 1. 1一般        13診療所
     科 鹿児島市吉野町５３９７－３ 常　勤:    3事長　川本　研一郎 療養         6現存
     (医       3) 平30. 1. 1内   外   耳い
     リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10301,1850,9 貴島整形外科 〒890-0034 099-250-8100医療法人　健和会　理山口　正男 平 3. 1. 1一般        19診療所
     鹿児島市田上三丁目１２番１３号常　勤:    2事長　貴島　稔 整外 リハ リウ現存
     (医       2) 平30. 1. 1麻   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10401,1860,8 上別府内科消化器科 〒892-0871 099-244-7878上別府　篤行 上別府　篤行 平 3. 6. 1内   消   循  診療所
     鹿児島市吉野町２７２３－３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10501,1868,1 松岡内科 〒890-0065 099-254-5577医療法人　松岡内科　松岡　樹 平 3.10. 1一般        13診療所
     鹿児島市郡元一丁目１３番６号 常　勤:    1理事長　松岡　樹 療養         6現存
     (医       1) 平24.10. 1内   胃   循  
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10601,1869,9 ひだまりこどもクリニ〒892-0872 099-243-0172医療法人　清康　理事柳元　孝介 平 3.10. 1小   診療所
     ック 鹿児島市大明丘２丁目２２番１８常　勤:    1長　柳元　孝介 現存
     号 (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10701,1870,7 金生内科 〒892-0827 099-226-6262医療法人　回生会　理内村　裕嗣 平 3.10. 1内   循   診療所
     鹿児島市中町５番地１ 常　勤:    1事長　内村　裕嗣 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  10801,1871,5 前田内科クリニック 〒892-0817 099-225-5600医療法人　仁胤会　理前田　忠 平 3.10. 1一般        15診療所
     鹿児島市小川町９番１号 常　勤:    2事長　前田　忠 療養         4現存
     (医       2) 平24.10. 1内   リハ 
     消化器内科、循
     環器内科、人工
     透析内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10901,1872,3 宮田内科消化器科 〒892-0877 099-244-6446医療法人　孔生会　理宮田　晉 平 3.10. 1一般        18診療所
     鹿児島市吉野一丁目９番１２号 常　勤:    1事長　宮田　晉 内   消   現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11001,1874,9 新村病院 〒890-0046 099-256-6200医療法人　真栄会　理新村　友季子 平 3.10. 1一般        40病院
     鹿児島市西田二丁目２６番２０号常　勤:    8事長　新村　友季子 ひ   麻   放  現存
     (医       8) 平24.10. 1
     非常勤:    6
     (医       5)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11101,1875,6 今村クリニック 〒892-0815 099-222-5758医療法人　緑樹会　理今村　勉 平 3.10. 1内   外   リハ診療所
     鹿児島市易居町１番１３号 常　勤:    1事長　今村　勉 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11201,1877,2 古川胃腸科クリニック〒891-0144 099-261-2521医療法人　薩美会　理古川　勉 平 3.11. 1一般        19診療所
     鹿児島市光山１丁目６番２３号 常　勤:    1事長　古川　勉 胃   外   リハ現存
     (医       1) 平24.11. 1放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11301,1878,0 井上　小児科医院 〒891-0150 099-262-3811井上　博之 井上　博之 平 3.12.20小   診療所
     鹿児島市坂之上七丁目３番４０号常　勤:    1 現存
     (医       1) 平27.12.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11401,1880,6 中村レディースクリニ〒892-0818 099-222-5510医療法人　中村　産婦中村　安俊 平 3.12. 1一般        19診療所
     ック 鹿児島市上本町９番１４号 常　勤:    1人科　理事長　中村　 産   婦   麻  現存
     (医       1)安俊 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11501,1882,2 中山　生協クリニック〒891-0104 099-275-1200鹿児島医療生活協同組濵川　祐治 平 4. 2.10内   呼   消  診療所
     鹿児島市山田町字田中７３１番地常　勤:    2合　理事長　馬渡　耕 循   小   現存
     (医       2)史 平28. 2.10
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11601,1894,7 有馬内科クリニック 〒892-0847 099-222-2474有馬　桂 有馬　桂 平 4. 7. 1一般    診療所
     鹿児島市西千石町３番２１号 常　勤:    1 内   胃   循  現存
     (医       1) 平28. 7. 1小   
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  11701,1911,9 四本クリニック 〒891-0150 099-262-1550四本　紘一 四本　紘一 平 5. 1. 4呼   胃   外  診療所
     鹿児島市坂之上六丁目６番６号 常　勤:    1 こう 現存
     (医       1) 平29. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11801,1915,0 三州病院 〒891-1205 099-238-0075医療法人　共助会　理吉﨑　孝 平 5. 3. 1精神       213病院
     鹿児島市犬迫町７７８３－１ 常　勤:    9事長　日笠山　大介 精   内   現存
     (医       7) 平29. 3. 1
     (薬       2)
     非常勤:    3
     (医       2)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11901,1921,8 神田　医院 〒892-0862 099-247-1288医療法人　一心会　理神田　哲朗 平 5. 4. 1内   小   放  診療所
     鹿児島市坂元町１３２７番地 常　勤:    1事長　神田　哲朗 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12001,1922,6 入来クリニック 〒891-0105 099-260-1511医療法人　藤寿会　理入來　敦久 平 5. 4. 1外   呼   胃  診療所
     鹿児島市中山二丁目３番１２号 常　勤:    1事長　入來　敦久 麻   現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12101,1925,9 有馬・藤島内科クリニ〒890-0062 099-251-6336医療法人　光風会　理藤島　弘光 平 5. 4. 1一般        17診療所
     ック 鹿児島市与次郎１－３－１２ 常　勤:    2事長　有馬　義孝 療養         2現存
     (医       2) 平29. 4. 1内   消   リハ
     腫瘍内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12201,1926,7 上原クリニック 〒891-0104 099-275-0010医療法人　上原　クリ上原　孝一郎 平 5. 4. 1一般        19診療所
     鹿児島市山田町２２１番地１ 常　勤:    3ニック　理事長　上原 内   消   小  現存
     (医       3)　孝一郎 平29. 4. 1外   こう 小外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12301,1928,3 中瀬　小児科 〒891-0113 099-266-1188医療法人　佳成会　理中瀬　正治 平 5. 5. 1小   診療所
     鹿児島市東谷山４丁目３３－１２常　勤:    1事長　中瀬　正治 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12401,1933,3 紫原　生協クリニック〒890-0082 099-257-8691鹿児島医療生活協同組三浦　清春 平 5. 9.13内   胃   循  診療所
     鹿児島市紫原４丁目２０－４ 常　勤:    1合　理事長　馬渡　耕 小   現存
     (医       1)史 平29. 9.13
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12501,1937,4 野口内科 〒890-0031 099-281-7515医療法人　寿信会　理野口　仁 平 5.10. 1一般        16診療所
     鹿児島市武岡２丁目２８番地４ 常　勤:    2事長　野口　仁 療養         2現存
     (医       2) 平29.10. 1内   放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  12601,1938,2 内村整形外科 〒892-0841 099-226-1220医療法人　あおい会　内村　暢二郎 平 5.10. 1一般        19診療所
     鹿児島市照国町３番３２号 常　勤:    2理事長　内村　暢二郎 整外 リハ リウ現存
     (医       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12701,1940,8 四枝　内科 〒892-0871 099-243-5511医療法人　光樹会　理四枝　晧二 平 5.10. 1一般        19診療所
     鹿児島市吉野町２４４８番１ 常　勤:    1事長　四枝　晧二 内   消   循  現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12801,1941,6 内科　甲南クリニック〒890-0052 099-258-7111医療法人　サン・レオ宮澤　修三 平 5.10. 1一般         3診療所
     鹿児島市上之園町２９番地１４ 常　勤:    1会　理事長　宮澤　修 療養        16現存
     (医       1)三 平29.10. 1内   消   循  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12901,1943,2 田中整形外科クリニッ〒890-0082 099-251-1225医療法人　源睦会　理田中　源郎 平 5.10. 1一般        19診療所
     ク 鹿児島市紫原４丁目１９番１０号常　勤:    2事長　田中　源郎 整外 リハ リウ現存
     (医       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13001,1950,7 耳鼻咽喉科　田上　ク〒890-0034 099-258-4133医療法人　祐代会　理伊東　祐久 平 5.12. 1耳い 診療所
     リニック 鹿児島市田上１丁目２３番１０号常　勤:    1事長　伊東　祐久 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13101,1952,3 榊眼科医院 〒892-0842 099-222-6684医療法人　榊　眼科医榊　康仁 平 6. 1. 3眼   診療所
     鹿児島市東千石町１９番２４号 常　勤:    1院　理事長　榊　康仁 現存
     (医       1) 平30. 1. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13201,1953,1 小田代病院 〒890-0054 099-253-8111医療法人　恵徳会　理小田代　卓也 平 6. 1.10一般        53病院
     鹿児島市荒田一丁目２５番６号 常　勤:    5事長　小田代　卓也 外   内   整外現存
     (医       4) 平30. 1.10リハ リウ ひ  
     (薬       1) 麻   
     非常勤:   18
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13301,1956,4 花倉病院 〒892-0871 099-243-5111医療法人　仁愛会　理﨑元　阿子 平 6. 2. 1精神       156病院
     鹿児島市吉野町５１４７番 常　勤:    5事長　﨑元　阿子 精   内   現存
     (医       5) 平30. 2. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13401,1967,1 うすき整形外科病院 〒890-0073 099-256-0393医療法人　孝誠会　理福山　勝朗 平 6. 4. 1療養        43病院
     鹿児島市宇宿一丁目３２番１号 常　勤:    3事長　槝之浦　法仁 内   外   整外現存
     (医       3) 平30. 4. 1リハ 
     非常勤:   11
     (医      10)
     (薬       1)
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  13501,1968,9 寺口クリニック 〒890-0053 099-255-0005医療法人　幸陽会　理寺口　時夫 平 6. 4. 1一般        13診療所
     鹿児島市中央町５－２０ 常　勤:    2事長　寺口　時夫 療養         4現存
     (医       2) 平30. 4. 1胃   外   内  
     消   循   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13601,1969,7 飯田　耳鼻咽喉科 〒890-0014 099-225-7052医療法人　飯田　耳鼻飯田　冨美子 平 6. 4. 1耳い 気食 診療所
     鹿児島市草牟田二丁目５－９ 常　勤:    1咽喉科　理事長　飯田 現存
     (医       1)　冨美子 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13701,1970,5 藤田眼科 〒890-0021 099-229-8718医療法人　藤田眼科　藤田　敦子 平 6. 4. 1一般         5診療所
     鹿児島市小野二丁目１番１号 常　勤:    2理事長　藤田　敦子 眼   現存
     (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13801,1971,3 村岡内科 〒890-0045 099-252-6546村岡　敏宏 村岡　敏宏 平 6. 4.16内   消   循  診療所
     鹿児島市武二丁目１２－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 4.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13901,1973,9 いづろ今村病院 〒892-0824 099-226-2600公益財団法人　慈愛会鎌田　哲郎 平 6. 6. 1一般       145病院
     鹿児島市堀江町１７番１号 常　勤:   30　理事長　今村　英仁 内   外   婦  現存
     (医      28) 平30. 6. 1放   ひ   眼  
     (薬       2) 選択項目なし　
     非常勤:   31 呼吸器内科、循
     (医      31) 環器内科、消化
     器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14001,1977,0 江川内科消化器科 〒892-0817 099-224-4419江川　伸一郎 江川　伸一郎 平 6. 7. 1一般         9診療所
     鹿児島市小川町２番２号 常　勤:    1 内   消   現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14101,1978,8 鮫島病院 〒892-0846 099-224-2277医療法人　潤愛会　理鮫島　隆志 平 6. 8. 1一般        60病院
     鹿児島市加治屋町９番８号 常　勤:   10事長　鮫島　由規則 胃   外   こう現存
     (医       7) 平24. 8. 1麻   内   
     (薬       3)
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14201,1979,6 四本　皮膚科アレルギ〒890-0045 099-254-0217四本　秀昭 四本　秀昭 平 6.10. 1皮   アレ 診療所
     ー科クリニック 鹿児島市武一丁目１９－４５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14301,1980,4 たけのはし大山医院 〒890-0056 099-253-6900医療法人　桜樹会　理大山　勲 平 6.10. 1一般        19診療所
     鹿児島市下荒田一丁目２０番３号常　勤:    2事長　大山　勲 外   婦   現存
     (医       2) 平24.10. 1
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  14401,1981,2 産科婦人科　柿木病院〒892-0846 099-224-3939医療法人　聖成会　理柿木　博成 平 6.10. 1一般        32病院
     鹿児島市加治屋町１５番地３ 常　勤:    4事長　柿木　博成 産   婦   麻  現存
     (医       3) 平24.10. 1
     (薬       1)
     非常勤:   19
     (医      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14501,1985,3 吉井　皮膚科 〒890-0014 099-226-5252医療法人　恵会　理事吉井　典子 平 7. 3. 1皮   アレ 診療所
     鹿児島市草牟田二丁目１０番２号常　勤:    2長　吉井　恵子 移動 現存
     (医       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14601,1991,1 前田内科消化器科 〒892-0816 099-227-3220医療法人　信愛会　理前田　利宗 平 7. 4. 1内   消   診療所
     鹿児島市山下町１２番２７号 常　勤:    1事長　前田　利宗 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14701,1992,9 豊平内科クリニック 〒890-0046 099-250-6000医療法人　豊平内科ク豊平　謙 平 7. 4. 1内   呼   胃  診療所
     鹿児島市西田二丁目１５番２１号常　勤:    1リニック　理事長　豊 組織変更 放   現存
     (医       1)平　謙 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14801,1994,5 中洲整形外科 〒890-0052 099-253-4711医療法人　至恩会　理中村　真 平 7. 4. 1一般         9診療所
     鹿児島市上之園町３４番地の１３常　勤:    1事長　中村　真 組織変更 整外 リハ リウ現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14901,1995,2 幸山内科 〒890-0005 099-220-5585医療法人　敬心会　理幸山　達 平 7. 4. 1一般    診療所
     鹿児島市下伊敷三丁目２２番２７常　勤:    1事長　幸山　達 組織変更 内   小   現存
     号 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15001,2003,4 いまきいれ耳鼻咽喉科〒891-0108 099-260-8733今給黎　泰二郎 今給黎　泰二郎 平 7. 7.15耳い 診療所
     鹿児島市中山一丁目１４番１７号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15101,2005,9 村木内科　クリニック〒891-0141 099-260-5800村木　宏行 村木　宏行 平 7. 8. 1内   診療所
     鹿児島市谷山中央５丁目２９ー１常　勤:    1 新規 現存
     ６ (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15201,2008,3 富村　整形外科 〒890-0024 099-281-2880医療法人　富村整形外富村　吉十郎 平 7.10. 1整外 リハ リウ診療所
     鹿児島市明和４丁目１３番６号 常　勤:    1科　理事長　富村　吉 組織変更 現存
     (医       1)十郎 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  15301,2009,1 米良ひふ科　クリニッ〒891-0114 099-267-7777医療法人　修友会　理米良　修二 平 7.10. 1皮   診療所
     ク 鹿児島市小松原２丁目３５番１０常　勤:    2事長　米良　修二 組織変更 現存
     号 (医       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15401,2011,7 増田　整形外科 〒892-0815 099-239-6622医療法人　春和会　理久木田　信 平 7.10. 1整外 リハ リウ診療所
     鹿児島市易居町１番３４号 常　勤:    1事長　増田　明敏 組織変更 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15501,2014,1 プリムラクリニック 〒892-0842 099-224-1511中村　教子 中村　教子 平 8. 1. 8内   診療所
     鹿児島市東千石町１ー１第八川北常　勤:    1 新規 現存
     ビル６階 (医       1) 平29. 1. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15601,2022,4 ヲサメ内科クリニック〒890-0053 099-250-7767医療法人　ヲサメ内科納　利一 平 8. 4. 1内   診療所
     鹿児島市中央町９番地１ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)納　利一 平29. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15701,2024,0 生駒泌尿器科 〒891-0114 099-260-7300医療法人　浩明会　理生駒　道明 平 8. 4. 1一般        19診療所
     鹿児島市小松原２丁目２ー１３ 常　勤:    2事長　生駒　道明 組織変更 ひ   現存
     (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15801,2025,7 上ノ町・加治屋　クリ〒890-0073 099-254-1155医療法人　上ノ町・加上ノ町　仁 平 8. 4. 1一般        14診療所
     ニック 鹿児島市宇宿三丁目３５番１号 常　勤:    2治屋クリニック　理事 組織変更 内   現存
     (医       2)長　上ノ町　仁 平29. 4. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15901,2026,5 橋口整形外科 〒891-0114 099-266-1721医療法人　兼垂会　理橋口　兼久 平 8. 4. 1一般        19診療所
     鹿児島市小松原一丁目４１番地３常　勤:    3事長　橋口兼久 組織変更 整外 リハ リウ現存
     (医       2) 平29. 4. 1
     (薬       1)
     非常勤:   83
     (医      83)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16001,2030,7 折田胃腸科外科 〒892-0871 099-243-6941折田　守久 折田　守久 平 8. 5. 8胃   外   診療所
     鹿児島市吉野町９０６６番地２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16101,2031,5 まなべ内科　クリニッ〒891-0151 099-262-3390真辺　豊 真辺　豊 平 8. 5. 8内   リハ 心内診療所
     ク 鹿児島市光山二丁目３番５６号 常　勤:    1 新規 神   現存
     (医       1) 平29. 5. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［鹿児島県］

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    22 頁

  16201,2033,1 中江産婦人科 〒890-0053 099-255-9528医療法人　真門会　理中江　光博 平 8. 5. 1一般        19診療所
     鹿児島市中央町１３番地３ 常　勤:    4事長　中江　光成 移動 産婦 内   小  現存
     (医       4) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16301,2036,4 井料メンタル　クリニ〒890-0053 099-250-3800井料　学 井料　学 平 8. 6.11精   神   心内診療所
     ック 鹿児島市中央町２３ー８西ビル２常　勤:    1 新規 現存
     Ｆ (医       1) 平29. 6.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16401,2037,2 宇根　クリニック 〒892-0811 099-228-9901宇根　文穂 宇根　文穂 平 8. 6. 1内   神内 眼  診療所
     鹿児島市玉里団地３丁目２６ー１常　勤:    2 新規 リハ 現存
     ２ (医       2) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16501,2041,4 白石記念クリニック 〒890-0043 099-255-0190社会医療法人　白光会松浦　朝代 平 8. 8. 1内   診療所
     鹿児島市鷹師二丁目５番１９号 常　勤:    1　理事長　白石　幸三 新規 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16601,2045,5 鹿児島厚生連病院 〒890-0061 099-252-2228鹿児島県厚生農業協同前之原　茂穂 平 8. 9. 1一般       184病院
     鹿児島市天保山町２２－２５ 常　勤:   42組合連合会　代表理事 交代 内   外   放  現存
     (医      38)理事長　前田　敏郎 平29. 9. 1リハ 麻   眼  
     (薬       4) 耳い 精   呼外
     非常勤:   80 病理 
     (医      80)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16701,2046,3 地域医療・福祉ステー〒890-0052 099-252-5166社会福祉法人　向陽会内園　均 平 8. 9. 1一般        32病院
     ションひまわり病院 鹿児島市上之園町２０番２８号 常　勤:    4　理事長　本重　博史 新規 リハ 現存
     (医       3) 平29. 9. 1
     (薬       1)
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16801,2049,7 内科　柴田病院 〒892-0827 099-222-1343医療法人　柴心会　理柴田　邦彦 平 8.10. 1療養        47病院
     鹿児島市中町１２番１４号 常　勤:    2事長　柴田　邦彦 組織変更 内   現存
     (医       1) 平29.10. 1
     (薬       1)
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  16901,2050,5 藤善整形外科 〒890-0034 099-281-0002医療法人　三成会　理山口　聡 平 8.10. 1一般        19診療所
     鹿児島市田上８丁目１番３号 常　勤:    1事長　藤善　明美 組織変更 整外 リハ リウ現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17001,2051,3 川平クリニック 〒890-0046 099-256-5252医療法人　建星会　理川平　建次郎 平 8.10. 1内   胃   放  診療所
     鹿児島市西田二丁目７番１６号第常　勤:    1事長　川平　建次郎 組織変更 現存
     ２エノキダビル１階 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17101,2061,2 坂之上生協クリニック〒891-0150 099-261-3491鹿児島医療生活協同組田上　昭観 平 9. 2. 1内   胃   小  診療所
     鹿児島市坂之上二丁目１４番１７常　勤:    1合　理事長　馬渡　耕 移動 現存
     号 (医       1)史 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17201,2064,6 ひふ科　慈眼寺　クリ〒891-0141 099-266-0500医療法人　慈紘会　理前村　紘平 平 9. 4. 1皮   診療所
     ニック 鹿児島市谷山中央５丁目３９番３常　勤:    1事長　前村紘平 組織変更 現存
     ７号 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17301,2067,9 肥後クリニック 〒890-0051 099-251-8686医療法人　厚仁会　理岩谷　博明 平 9. 4. 1一般    診療所
     鹿児島市高麗町２１番２９号 常　勤:    1事長　肥後　武人 組織変更 療養    現存
     (医       1) 平30. 4. 1内   外   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17401,2068,7 相良病院 〒892-0833 099-224-1800社会医療法人　博愛会雷　哲明 平 9. 4. 1一般        80病院
     鹿児島市松原町３番３１号 常　勤:   20　理事長　相良　吉昭 移動 内   婦   放  現存
     (医      20) 平30. 4. 1麻   形外 
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17501,2072,9 リバーサイドふくだク〒892-0838 099-227-9255福田　稔朗 福田　稔朗 平 9. 6. 5内   リウ リハ診療所
     リニック 鹿児島市新屋敷町１－１９セシオ常　勤:    1 新規 現存
     ン萩原１Ｆ (医       1) 平30. 6. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17601,2075,2 大迫　医院 〒890-0052 099-254-3478大迫　範行 大迫　範行 平 9. 6.27内   診療所
     鹿児島市上之園町７ー１０ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 6.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17701,2079,4 ふじわら眼科 〒890-0014 099-223-8762医療法人　南光会　理藤原　直樹 平 9. 9. 1眼   診療所
     鹿児島市草牟田２丁目７番１７号常　勤:    1事長　藤原　直樹 移動 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17801,2080,2 天文館クリニック 〒892-0842 099-224-7083前田　繁康 前田　繁康 平 9. 9. 1内   神内 呼  診療所
     鹿児島市東千石町２ー１８カゴシ常　勤:    1 新規 消   アレ リウ現存
     マ旭ビル４階 (医       1) 平24. 9. 1婦   循   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  17901,2081,0 ヘルスサポートセンタ〒891-0115 099-267-6292公益社団法人　鹿児島小田原　努 平 9.10. 1内   診療所
     ー鹿児島 鹿児島市東開町４ー９６ 常　勤:   12県労働基準協会　会長 新規 現存
     (医      12)　諏訪　健筰 平24.10. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18001,2082,8 呉内科　クリニック 〒890-0056 099-253-7890医療法人　鴻仁会　理呉　弘章 平 9.10. 1一般        19診療所
     鹿児島市下荒田１ー４４ー１０ 常　勤:    1事長　呉　弘章 組織変更 内   リウ 休止
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18101,2084,4 新山消化器科・内科 〒891-1231 099-238-2351新山　徹美 新山　徹美 平 9.10. 1内   診療所
     鹿児島市小山田町６７２０ー１ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18201,2085,1 パールランド病院 〒891-1205 099-238-0301医療法人　猪鹿倉会　猪鹿倉　忠彦 平 9.10. 1療養       100病院
     (01,3596,2) 鹿児島市犬迫町２２５３番地 常　勤:   13理事長　猪鹿倉　秀武 組織変更 精神       300現存
     (医       9) 平24.10. 1内   精   神内
     (歯       1) リハ 歯   
     (薬       3)
     非常勤:   15
     (医      13)
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18301,2086,9 野元ひふ科　クリニッ〒890-0042 099-250-5711医療法人　野元ひふ科野元　茂 平 9.10. 1皮   性   診療所
     ク 鹿児島市薬師二丁目１６ー１２ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)野元　茂 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18401,2087,7 鹿児島クリニック 〒891-0115 099-268-2351医療法人財団　光輪会牧　美輝 平 9.10. 1一般         8診療所
     鹿児島市東開町５番地２８ 常　勤:    1　理事長　牧　美輝 組織変更 内   外   産婦現存
     (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18501,2088,5 天辰病院 〒891-0175 099-265-3151医療法人　健幸会　理天辰　健二 平 9.10. 1一般        39病院
     鹿児島市桜ヶ丘４丁目１番地８ 常　勤:    2事長　天辰　健二 組織変更 胃   外   眼  現存
     (医       2) 平24.10. 1耳い 
     非常勤:   34
     (医      33)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18601,2091,9 タウンズクリニック西〒891-0103 099-265-1003医療法人　皇健会　理西村　時治 平 9.10. 1内   消   診療所
     村内科消化器科 鹿児島市皇徳寺台２丁目２番６号常　勤:    1事長　西村　時治 組織変更 現存
     (医       1) 平24.10. 1
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  18701,2092,7 朝隈　耳鼻咽喉科 〒892-0843 099-222-1871医療法人　朝隈耳鼻咽朝隈　眞一郎 平 9.11. 1耳い 気食 診療所
     鹿児島市千日町９ー９ 常　勤:    1喉科　理事長　朝隈　 組織変更 現存
     (医       1)眞一郎 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18801,2093,5 黒木　耳鼻咽喉科 〒890-0066 099-252-8292医療法人　黒木耳鼻咽黒木　幸一 平 9.11. 1耳い 診療所
     鹿児島市真砂町６８ー１ 常　勤:    1喉科　理事長　黒木　 移動 現存
     (医       1)幸一 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18901,2097,6 かめざわ整形外科 〒891-0105 099-269-2011亀澤　克彦 亀澤　克彦 平10. 1.12一般        19診療所
     鹿児島市中山町１２２５ー１ 常　勤:    1 新規 リウ 整外 リハ現存
     (医       1) 平28. 1.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19001,2104,0 森元　整形外科 〒890-0055 099-252-3535医療法人　康生会　理森元　保 平10. 4. 1リウ 整外 リハ診療所
     鹿児島市上荒田町８番１８号 常　勤:    1事長　森元保 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19101,2105,7 しもたたら内科・消化〒890-0046 099-250-0555医療法人　善真会　理下鑪　研悟 平10. 4. 1内   呼内 診療所
     器科 鹿児島市西田二丁目５番５号 常　勤:    1事長　下鑪研悟 組織変更 消化器内科、循現存
     (医       1) 平28. 4. 1環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19201,2106,5 いなもりクリニック 〒890-0046 099-256-0833稲森　洋平 稲森　洋平 平10. 4.14外   内   診療所
     鹿児島市西田一丁目４番１５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19301,2108,1 しぶや　整形外科 〒890-0073 099-275-1122医療法人　天明会　理渋谷　英二 平10. 4. 1整外 リハ 診療所
     鹿児島市宇宿四丁目２１番２０号常　勤:    1事長　渋谷英二 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19401,2109,9 久保田整形外科 〒892-0805 099-247-2400医療法人　久保田整形久保田　仁志 平10. 4. 1一般         9診療所
     鹿児島市大竜町１２番３０号 常　勤:    2外科　理事長　久保田 組織変更 療養         8現存
     (医       2)　仁志 平28. 4. 1リウ 整外 リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19501,2110,7 くわはたクリニック 〒892-0811 099-220-9502医療法人　友志会　理桑波田　隆志 平10. 4. 1内   循   診療所
     鹿児島市玉里団地二丁目５番１号常　勤:    2事長　桑波田　隆志 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19601,2114,9 横山記念病院 〒892-0871 099-244-0555医療法人　緑心会　理横山　桂 平10. 4. 1精神        96病院
     鹿児島市吉野町４８２６番地１ 常　勤:    2事長　横山　桂 組織変更 精   脳外 現存
     (医       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  19701,2115,6 森下　ひふ科 〒892-0838 099-227-2033医療法人　森下ひふ科森下　玲子 平10. 5. 1皮   診療所
     鹿児島市新屋敷町１番１７リバー常　勤:    1　理事長　森下玲子 組織変更 現存
     レイン横喜２階 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19801,2121,4 大塚眼科 〒891-0104 099-264-2253大塚　早苗 大塚　早苗 平10. 7. 3眼   診療所
     鹿児島市山田町３２６ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19901,2128,9 鹿児島医療生活協同組〒892-0871 099-244-2871鹿児島医療生活協同組馬渡　耕史 平10. 9. 1内   小   診療所
     合　吉野生協クリニッ鹿児島市吉野町２３８１ー５２ 常　勤:    1合　理事長　馬渡　耕 新規 現存
     ク (医       1)史 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20001,2130,5 櫻井産婦人科 〒890-0073 099-252-8964櫻井　景紀 櫻井　景紀 平10. 8.26産婦 内   診療所
     鹿児島市宇宿１丁目５１番１６号常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 8.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20101,2133,9 原田クリニック 〒891-0143 099-260-0007医療法人　ひとし会　原田　袋蔵 平10.10. 1消   外   こう診療所
     鹿児島市和田一丁目４５番１０号常　勤:    1理事長　原田　袋藏 組織変更 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20201,2134,7 松村医院 〒890-0053 099-253-2593医療法人　友邦　理事松村　太郎 平10.10. 1一般         2診療所
     鹿児島市中央町１３番地の８ 常　勤:    2長　松村　邦之 組織変更 内   胃   小  現存
     (医       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20301,2136,2 医療法人　甲清会　桑〒890-0003 099-229-8808医療法人　甲清会　理桑畑　昭洋 平10.10. 1整外 リハ リウ診療所
     畑整形外科クリニック鹿児島市伊敷五丁目８番３２号 常　勤:    1事長　桑畑　昭洋 組織変更 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20401,2138,8 大坪こどもクリニック〒890-0034 099-286-6121医療法人　童心会　理大坪　修介 平10.10. 1小   内   神  診療所
     鹿児島市田上２丁目１５番１１号常　勤:    2事長　大坪　修介 組織変更 アレ 現存
     (医       2) 平28.10. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20501,2143,8 いいだクリニック 〒890-0014 099-222-1729医療法人　草清会　理飯田　清高 平10.11. 1一般         1診療所
     鹿児島市草牟田２丁目１７番３号常　勤:    1事長　飯田　清高 組織変更 療養        18現存
     (医       1) 平28.11. 1内   呼   胃  
     リハ 放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  20601,2145,3 松山クリニック 〒891-0102 099-265-2411医療法人　松和会　理松山　稔 平11. 1. 1一般         2診療所
     鹿児島市星ケ峯４丁目３番２号 常　勤:    1事長　松山　稔 組織変更 療養        15現存
     (医       1) 平29. 1. 1内   胃   小  
     外   小外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20701,2149,5 紫原林医院 〒890-0082 099-252-8935林　督 林　督 平11. 4. 1内   外   皮  診療所
     鹿児島市紫原三丁目６ー２６ 常　勤:    1 移動 リハ 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20801,2151,1 循環器科クリニック・〒892-0842 099-226-5333山角　健介 山角　健介 平11. 4.24外   循   内  診療所
     山角 鹿児島市東千石町３番４１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20901,2152,9 延寿堂クリニック 〒892-0811 099-220-6640医療法人　敬天会　理本藏　高徳 平11. 4. 1小   内   皮  診療所
     鹿児島市玉里団地３丁目１９番１常　勤:    1事長　本藏　高徳 組織変更 現存
     １号 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21001,2153,7 沖野循環器科病院 〒892-0847 099-223-3238医療法人　秀愛会　理沖野　秀紀 平11. 4. 1療養        29病院
     鹿児島市西千石町１３ー３０ 常　勤:    3事長　沖野　秀紀 組織変更 内   呼   胃  現存
     (医       3) 平29. 4. 1循   リハ 
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21101,2161,0 島田ひふ科 〒890-0073 099-214-4522島田　辰彦 島田　辰彦 平11. 6. 9皮   診療所
     鹿児島市宇宿２丁目１８番２７号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21201,2164,4 かねこクリニック 〒890-0055 099-214-2800医療法人　あさひ会　ウェレット　朋代 平11. 9. 1一般        19診療所
     鹿児島市上荒田町８番６号 常　勤:    5理事長　金子　洋一 新規 外   放   婦  現存
     (医       4) 平29. 9. 1麻   
     (薬       1)
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21301,2166,9 ひさどめ皮ふ科クリニ〒890-0034 099-254-8833医療法人　ひさどめ皮久留　博史 平11.10. 1皮   性   診療所
     ック 鹿児島市田上三丁目１８番１０号常　勤:    1ふ科クリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　久留　博史 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21401,2168,5 本木下クリニック 〒890-0046 099-254-9210医療法人　本木下クリ本木下　崇 平11.10. 1一般         7診療所
     鹿児島市西田１丁目６番地１５ 常　勤:    1ニック　理事長　本木 組織変更 療養        12現存
     (医       1)下　崇 平29.10. 1外   整外 
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  21501,2170,1 東・うえまつクリニッ〒890-0054 099-296-8000医療法人　裕智会　理東　陽一郎 平11.10. 1リハ 内   診療所
     ク 鹿児島市荒田一丁目１１番１号 常　勤:    2事長　植松　忠雄 組織変更 現存
     (医       2) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21601,2171,9 なかむら整形外科クリ〒890-0002 099-228-7841医療法人　宏悠会　理中村　宏志 平11.10. 1整外 リハ リウ診療所
     ニック 鹿児島市西伊敷１丁目２番１２号常　勤:    1事長　中村　宏志 組織変更 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21701,2173,5 隆成会病院 〒890-0065 099-257-1411医療法人　隆成会　理島本　紘和 平11.10. 1療養        55病院
     鹿児島市郡元二丁目１１番２０号常　勤:    3事長　島本　紘和 組織変更 内   リハ 現存
     (医       2) 平29.10. 1（選択項目ない
     (薬       1) ためここに入力
     ）消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21801,2179,2 下稲葉病院 〒892-0844 099-226-2322下稲葉　耕生 下稲葉　耕生 平12. 1. 1一般        60病院
     鹿児島市山之口町６番３号 常　勤:    3 交代 ひ   現存
     (医       2) 平30. 1. 1
     (薬       1)
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21901,2184,2 仁クリニック 〒892-0854 099-223-3911医療法人　朱雀会　理貞方　洋子 平12. 4. 1療養        19診療所
     鹿児島市長田町１８番３３号 常　勤:    2事長　貞方　洋子 組織変更 内   現存
     (医       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22001,2185,9 鮫島クリニック 〒891-0143 099-267-6515医療法人　康和会　理鮫島　篤史 平12. 4. 1内   小   耳い診療所
     鹿児島市和田一丁目３０番１４号常　勤:    1事長　鮫島　篤史 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22101,2187,5 よしながウイメンズク〒890-0055 099-286-4422医療法人　よしながウ吉永　光裕 平12. 4. 1婦   産   麻  診療所
     リニック 鹿児島市上荒田町２ー６摩天楼中常　勤:    1イメンズクリニック　 組織変更 現存
     州ビル２Ｆ (医       1)理事長　吉永　光裕 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22201,2189,1 中野脳神経外科 〒891-0115 099-284-5866医療法人　英仁会　理中野　英樹 平12. 4. 1一般        11診療所
     鹿児島市東開町３番地１６３ 常　勤:    1事長　中野　英樹 組織変更 療養         8現存
     (医       1) 平30. 4. 1脳外 リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22301,2198,2 すずきこどもクリニッ〒890-0008 099-218-0226鈴木　重澄 鈴木　重澄 平12. 9.20小   診療所
     ク 鹿児島市伊敷六丁目１８番１８号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9.20
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  22401,2202,2 天神南クリニック 〒890-0034 099-213-1077医療法人　天朗会　理柳　悦朗 平12.10. 1整外 リハ リウ診療所
     鹿児島市田上２丁目１６番１６号常　勤:    1事長　柳　悦朗 組織変更 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22501,2203,0 サンタこどもクリニッ〒891-0143 099-260-0310医療法人　トナ会　理地頭所　保 平12.10. 1小   診療所
     ク 鹿児島市和田二丁目２１番１８号常　勤:    2事長　地頭所　保 組織変更 現存
     (医       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22601,2204,8 宮路胃腸科内科クリニ〒890-0082 099-258-7151医療法人　憲雄会　理宮路　憲一 平12.10. 1内   呼   胃  診療所
     ック 鹿児島市紫原３丁目３１番３０号常　勤:    1事長　宮路　憲一 組織変更 循   小   現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22701,2207,1 大山クリニック 〒890-0053 099-252-0080医療法人　偕行会　理大山　宗士 平12.10. 1一般        18診療所
     鹿児島市中央町２５番地の９ 常　勤:    1事長　大山　宗士 組織変更 療養         1療養病床
     (医       1) 平24.10. 1外   内   現存
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22801,2208,9 にのみや小児科・ひふ〒891-0108 099-266-6622医療法人　にのみや小二宮　誠 平12.10. 1小   皮   診療所
     科 鹿児島市中山一丁目１３番２１号常　勤:    2児科・ひふ科　理事長 組織変更 現存
     (医       2)　二宮　誠 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22901,2209,7 あまたつクリニック 〒891-0175 099-264-5553医療法人　健幸会　理谷本　洋一郎 平12.10. 1耳い 診療所
     鹿児島市桜ケ丘四丁目１番地６ 常　勤:    1事長　天辰　健二 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23001,2214,7 霜出義輝内科クリニッ〒890-0056 099-813-0822霜出　義輝 霜出　義輝 平13. 1. 6内   消   リハ診療所
     ク 鹿児島市下荒田三丁目３９ー９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 1. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23101,2219,6 徳永クリニック 〒891-0114 099-268-4135徳永　雅仁 徳永　雅仁 平13. 4. 2内   小   診療所
     鹿児島市小松原一丁目３６ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23201,2220,4 耳鼻咽喉科　おがわク〒891-0105 099-260-9155医療法人　洋風会　理小川　和昭 平13. 4. 1耳い 診療所
     リニック 鹿児島市中山町２２８４ 常　勤:    1事長　小川　和昭 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23301,2221,2 産業保健メディカルク〒891-0113 099-263-4763久保田　裕章 久保田　裕章 平13. 4.10内   神内 心内診療所
     リニック 鹿児島市東谷山二丁目１６ー２１常　勤:    1 新規 小   リハ 現存
     (医       1) 平25. 4.10
     非常勤:    1
     (医       1)
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  23401,2222,0 白坂病院 〒890-0053 099-255-3161医療法人　南和会　理白坂　智子 平13. 4. 1一般        41病院
     鹿児島市中央町１３番地の１４ 常　勤:    1事長　白坂　智子 組織変更 療養        38療養病床
     (医       1) 平25. 4. 1整外 外   内  現存
     非常勤:   18 放   リハ リウ
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23501,2223,8 増田整形外科病院 〒890-0065 099-257-8100医療法人　優和会　理川村　秀哉 平13. 4. 1一般        36病院
     鹿児島市郡元１丁目１番１号 常　勤:    3事長　増田　吉彦 組織変更 整外 リハ リウ現存
     (医       3) 平25. 4. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23601,2224,6 岩尾病院 〒892-0837 099-225-3838医療法人　あおぞら会岩尾　象二郎 平13. 4. 1一般        35病院
     鹿児島市甲突町１７番１８号 常　勤:    3　理事長　岩尾　象二 組織変更 療養        74療養病床
     (医       3)郎 平25. 4. 1内   消   神内現存
     非常勤:    8 整外 麻   リハ
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23701,2225,3 今村泌尿器科 〒890-0045 099-206-6688医療法人　厚貴会　理今村　厚志 平13. 4. 1一般        14診療所
     鹿児島市武１丁目２６番１４号 常　勤:    1事長　　今村　厚志 組織変更 ひ   性   現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23801,2231,1 内科三島クリニック 〒890-0045 099-251-2747三島　研吾 三島　研吾 平13. 7. 1一般 診療所
     鹿児島市武３丁目１３ー１３ 常　勤:    1 組織変更     一般     1現存
     (医       1) 平25. 7. 1内   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23901,2236,0 菅田眼科クリニック 〒891-0109 099-284-9070医療法人　奏和会　理菅田　昌則 平13.10. 1一般         2診療所
     鹿児島市清和四丁目５番３３号 常　勤:    1事長　菅田　昌則 組織変更 眼   現存
     (医       1) 平25.10. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24001,2238,6 油木田整形外科クリニ〒891-0113 099-260-9511医療法人　秋穂会　理油木田　啓介 平13.10. 1整外 リハ リウ診療所
     ック 鹿児島市東谷山６丁目４３番２５常　勤:    1事長　油木田　啓介 組織変更 現存
     号 (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24101,2239,4 平野エンゼルクリニッ〒890-0055 099-257-0808医療法人　平野エンゼ平野　隆博 平13.10. 1一般        19診療所
     ク 鹿児島市上荒田町３１番２１ 常　勤:    2ルクリニック　理事長 組織変更 産婦 現存
     (医       2)　平野　隆博 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24201,2241,0 さんクリニック竹ノ下〒892-0833 099-219-2711医療法人　さんクリニ竹之下　満 平13.10. 1一般        10診療所
     鹿児島市松原町１４番１号 常　勤:    1ック竹ノ下　理事長　 組織変更 呼   胃   外  現存
     (医       1)竹ノ下　満 平25.10. 1心外 こう 
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  24301,2242,8 有馬新一クリニック 〒890-0056 099-812-1131有馬　新一 有馬　新一 平13.10.25内   循   診療所
     鹿児島市下荒田２丁目１番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24401,2245,1 外山内科クリニック 〒890-0008 099-229-2519医療法人　愛樹会　理外山　幹樹 平13.10. 1一般         7診療所
     鹿児島市伊敷五丁目１９番２５号常　勤:    1事長　外山　幹樹 組織変更 内   麻   現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24501,2247,7 久木元医院 〒890-0082 099-812-5272久木元　宏哉 久木元　宏哉 平13.12. 1内   診療所
     鹿児島市紫原５丁目６－１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24601,2248,5 小田代内科 〒890-0024 099-281-2021小田代　一昭 小田代　一昭 平14. 2. 1内   消   小  診療所
     鹿児島市明和一丁目３０番１号 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24701,2251,9 吉耳鼻咽喉科アレルギ〒892-0875 099-295-7123医療法人　吉幸会　理吉次　政彦 平14. 4. 1耳い アレ 気食診療所
     ー科 鹿児島市川上町２５７１番地１ 常　勤:    1事長　吉次　政彦 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24801,2252,7 濵﨑クリニック 〒890-0046 099-250-3535医療法人　泰水会　理濵﨑　泰昶 平14. 4. 1内   診療所
     鹿児島市西田二丁目２１番４号 常　勤:    1事長　濵﨑　泰昶 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24901,2254,3 伊敷台内科 〒890-0007 099-228-5500医療法人　誠康会　理山田　誠一郎 平14. 4. 1内   呼   胃  診療所
     鹿児島市伊敷台４丁目７番１７号常　勤:    1事長　山田　誠一郎 組織変更 循   小   現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25001,2255,0 厚地記念クリニック 〒892-0841 099-226-8871医療法人　慈風会　理陣之内　正史 平14. 4. 1放   診療所
     鹿児島市照国町１２番１号 常　勤:    4事長　厚地　正道 新規 現存
     (医       3) 平26. 4. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25101,2256,8 野﨑クリニック 〒891-0113 099-267-2322野﨑　忍 野﨑　忍 平14. 4. 1形外 美外 麻  診療所
     鹿児島市東谷山五丁目２７－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  25201,2257,6 さめしま眼科 〒892-0825 099-219-6383医療法人　恕心会　理鮫島　基泰 平14. 5. 1眼   診療所
     鹿児島市大黒町１番８ブラザー鹿常　勤:    1事長　鮫島　基泰 組織変更 現存
     児島ビル５階 (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25301,2260,0 岩下クリニック 〒890-0041 099-254-5632岩下　達郎 岩下　達郎 平14. 6. 1内   診療所
     鹿児島市城西三丁目５番５号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25401,2261,8 島耳鼻咽喉科 〒891-0150 099-262-3387島　哲也 島　哲也 平14. 6. 1耳い 気食 診療所
     鹿児島市坂之上七丁目２番７号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25501,2262,6 ほりのうち内科 〒891-0105 099-210-2888堀ノ内　治 堀ノ内　治 平14. 7. 2内   循   診療所
     鹿児島市中山町１３７０番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 7. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25601,2264,2 池之上クリニック 〒892-0806 099-247-1855馬渡　浩介 馬渡　浩介 平14. 9. 1内   消   循  診療所
     鹿児島市池之上町１０番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25701,2265,9 ゆのうえクリニック 〒891-0150 099-263-0220湯之上　健一 湯之上　健一 平14.10. 8内   消   診療所
     鹿児島市坂之上八丁目１番３８号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.10. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25801,2266,7 下川クリニック 〒892-0871 099-244-1200医療法人　優会　下川下川　優子 平14.10. 1呼   循   アレ診療所
     鹿児島市吉野町２２８８番地２ 常　勤:    3　優子 組織変更 外   心外 皮  現存
     (医       3) 平26.10. 1性   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25901,2267,5 谷山生協クリニック 〒891-0141 099-210-2211鹿児島医療生活協同組蓑輪　一文 平14.10. 1内   呼   消  診療所
     (01,3669,7) 鹿児島市谷山中央五丁目２１番２常　勤:    5合　理事長　馬渡　耕 新規 循   外   小  現存
     ２号 (医       2)史 平26.10. 1こう 歯   小歯
     (歯       2)
     (薬       1)
     非常勤:   16
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  26001,2268,3 となりクリニック 〒890-0052 099-812-6555隣　雅晴 隣　雅晴 平14.10. 1産婦 診療所
     鹿児島市上之園町２４番２号第１常　勤:    1 新規 現存
     ２川北ビル１Ｆ (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26101,2269,1 松元整形外科 〒892-0877 099-243-9995医療法人　光生会　理松元　光生 平14.10. 1整外 リウ リハ診療所
     鹿児島市吉野一丁目５番１２号 常　勤:    1事長　松元　光生 組織変更 麻   現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26201,2270,9 西陵クリニック 〒890-0032 099-283-3666医療法人　弘愛会　理坂元　弘人 平14.10. 1外   呼   消  診療所
     鹿児島市西陵５丁目１２番５－２常　勤:    2事長　坂元　弘人 組織変更 循   アレ 内  現存
     号 (医       1) 平26.10. 1呼外 心外 小外
     (薬       1) こう リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26301,2271,7 マミィクリニック伊集〒891-0105 099-263-1153医療法人　マミィクリ伊集院　秀明 平14.10. 1一般        13診療所
     院 鹿児島市中山町２５８７番地３ 常　勤:    2ニック伊集院　理事長 組織変更 産婦 麻   現存
     (医       2)　伊集院　秀明 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26401,2272,5 高見馬場Ｊｕｎクリニ〒892-0846 099-239-5655医療法人　悠久会　理小田原　淳子 平14.10. 1内   診療所
     ック 鹿児島市加治屋町１３番３号 常　勤:    1事長　小田原　淳子 新規 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26501,2273,3 三愛クリニック 〒890-0065 099-812-6433医療法人　三愛会　理尾辻　章宣 平14.10. 1整外 リハ リウ診療所
     鹿児島市郡元３丁目３番７号 常　勤:    1事長　川村　英俊 新規 内   現存
     (医       1) 平26.10. 1（選択項目ない
     非常勤:    1 ためここに入力
     (医       1) ）循環器内科　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26601,2274,1 村上こどもクリニック〒892-0805 099-248-3711医療法人　あゆみ会　村上　直樹 平14.10. 1小   診療所
     鹿児島市大竜町９番１号 常　勤:    1理事長　村上　直樹 移動 現存
     (医       1) 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26701,2276,6 しんがみ内科クリニッ〒890-0056 099-213-5321医療法人　新生会　理新上　哲生 平14.10. 1内   診療所
     ク 鹿児島市下荒田１丁目３０番１５常　勤:    1事長　新上　哲生 組織変更 現存
     号 (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26801,2277,4 橋野循環器科内科 〒891-0109 099-210-1355医療法人　公仁会　理橋野　達也 平14.10. 1一般        16診療所
     鹿児島市清和四丁目１０番３０号常　勤:    1事長　橋野　達也 組織変更 循   内   現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  26901,2278,2 川畑隼夫眼科医院 〒890-0065 099-822-1110医療法人　川畑眼科医川畑　善之 平14.10. 1一般        19診療所
     鹿児島市郡元３丁目２番１号 常　勤:    3院　理事長　川畑　隼 組織変更 眼   現存
     (医       3)夫 平26.10. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27001,2279,0 健三郎クリニック 〒892-0816 099-805-0567医療法人　健瑜会　理今村　健三郎 平14.11. 1内   消   診療所
     鹿児島市山下町９番１号チャイム常　勤:    1事長　今村　健三郎 組織変更 現存
     ズビル３Ｆ (医       1) 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27101,2280,8 やまだメンタルクリニ〒892-0846 099-227-7766山田　康一郎 山田　康一郎 平14.11. 1精   心内 診療所
     ック 鹿児島市加治屋町１３番３号明和常　勤:    1 新規 現存
     ビル高見馬場３階 (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27201,2284,0 伊佐敷眼科医院 〒892-0847 099-226-1679伊佐敷　誠 伊佐敷　誠 平14.12. 1眼   診療所
     鹿児島市西千石町１０番３１号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27301,2287,3 相良病院附属ブレスト〒892-0845 099-224-1810社会医療法人　博愛会相良　吉昭 平15. 1. 8内   婦   診療所
     センター 鹿児島市樋之口町３番２８号 常　勤:    1　理事長　相良　吉昭 新規 現存
     (医       1) 平27. 1. 8
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27401,2290,7 あき皮ふ科 〒890-0053 099-214-4280医療法人　こいのぼり田中　昭人 平15. 4. 1皮   診療所
     鹿児島市中央町１０番 常　勤:    1会　理事長　田中　昭 組織変更 現存
     (医       1)人 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27501,2291,5 冨永内科 〒890-0002 099-229-2323医療法人　青雪会　理冨永　裕一 平15. 4. 1療養        17診療所
     鹿児島市西伊敷四丁目７番４号 常　勤:    1事長　冨永　裕一 組織変更 内   神内 小  現存
     (医       1) 平27. 4. 1（選択項目ない
     ためここに入力
     ）胃腸内科、循
     環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27601,2292,3 竹元クリニック 〒890-0007 099-218-0456医療法人　悠美会　理竹元　雅一 平15. 4. 1一般         4診療所
     鹿児島市伊敷台二丁目１７番２０常　勤:    2事長　竹元　雅一 組織変更 ひ   皮   現存
     号 (医       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27701,2293,1 石原山下整形外科内科〒892-0807 099-247-3011医療法人　善仁会　理石原　聡一 平15. 4. 1一般        19診療所
     医院 鹿児島市皷川町４番１６号 常　勤:    2事長　石原　聡一 組織変更 整外 内   リハ現存
     (医       2) 平27. 4. 1リウ 
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  27801,2294,9 あんびる病院 〒892-0801 099-248-2222医療法人　健生会　理宇治野　幸博 平15. 4. 1療養        54病院
     鹿児島市稲荷町１２番６号 常　勤:    2事長　安蒜　佳代子 組織変更 内   リハ 現存
     (医       2) 平27. 4. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27901,2297,2 村山内科循環器科 〒890-0041 099-252-8253村山　隆 村山　隆 平15. 5. 1内   循   リハ診療所
     鹿児島市城西二丁目６番７号 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28001,2300,4 河井脳神経外科 〒891-0114 099-267-7700医療法人　八宏会　理河井　宏一 平15. 5. 1一般        19診療所
     鹿児島市小松原二丁目１０番１９常　勤:    2事長　河井　宏一 新規 脳外 神内 リハ現存
     号 (医       2) 平27. 5. 1放   麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28101,2304,6 天陽会中央クリニック〒892-0822 099-225-8650社会医療法人　天陽会高岡　順一郎 平15. 8. 1循   内   呼  診療所
     鹿児島市泉町１６番１号 常　勤:    5　理事長　厚地　良彦 新規 消   神内 外  現存
     (医       4) 平27. 8. 1整外 心外 こう
     (薬       1) 眼   放   リハ
     非常勤:   17
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28201,2305,3 坂元眼科 〒890-0056 099-213-0556坂元　有至 坂元　有至 平15. 9.24眼   診療所
     鹿児島市下荒田１丁目２番２６号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 9.24
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28301,2307,9 溝口内科医院 〒891-0104 099-265-5698医療法人　博友会　理溝口　博夫 平15.10. 1一般        18診療所
     鹿児島市山田町３６７番地 常　勤:    2事長　溝口　博夫 組織変更 内   循   現存
     (医       2) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28401,2312,9 酒瀬川眼科クリニック〒892-0842 099-226-5167酒瀬川　道隆 酒瀬川　道隆 平15.10. 1眼   診療所
     鹿児島市東千石町１３番２９号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28501,2313,7 上片平産婦人科・内科〒890-0008 099-220-0381医療法人　正栄会　理上片平　榮昭 平15.10. 1一般        14診療所
     鹿児島市伊敷七丁目８番１５号 常　勤:    2事長　上片平　榮昭 組織変更 療養         5現存
     (医       2) 平27.10. 1内   産   婦  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28601,2316,0 石塚レディースクリニ〒892-0838 099-222-2509医療法人　石塚レディ石井　裕子 平15.11. 1一般        13診療所
     ック 鹿児島市新屋敷町４番１０号 常　勤:    2ースクリニック　理事 組織変更 産婦 現存
     (医       2)長　石井　裕子 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  28701,2317,8 林内科胃腸科病院 〒890-0045 099-257-6969医療法人　起生会　理上津原　甲一 平15.12. 1一般        41病院
     鹿児島市武二丁目３３番８号 常　勤:    9事長　林　良昭 移動 療養        36現存
     (医       8) 平27.12. 1内   リハ 放  
     (薬       1) 神内 
     非常勤:   32 胃腸内科、消化
     (医      31) 器内科、循環器
     (薬       1) 内科、呼吸器内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28801,2318,6 坂之上病院 〒891-0151 099-261-6602医療法人　陽善会　小小城　卓郎 平15.12. 1療養        18病院
     鹿児島市光山２丁目３１番７６号常　勤:    7城　卓郎 移動 精神       122現存
     (医       5) 平27.12. 1精   内   神  
     (薬       2)
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28901,2321,0 医療法人　益崎整形外〒892-0828 099-223-8511医療法人　益崎整形外益崎　浩治 平16. 3. 1整外 リハ リウ診療所
     科医院 鹿児島市金生町２番１５号ＭＢＣ常　勤:    2科　理事長　益崎　浩 移動 現存
     開発金生ビル３階 (医       2)治 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29001,2325,1 泉原リウマチ・内科ク〒890-0067 099-206-7126泉原　智麿 泉原　智麿 平16. 4. 1リウ 内   診療所
     リニック 鹿児島市真砂本町２６番３号 常　勤:    2 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     (薬       1)
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29101,2326,9 ますみクリニック 〒890-0024 099-282-1586医療法人　孝星会　理青山　浩一 平16. 4. 1内   診療所
     鹿児島市明和一丁目２６番７号 常　勤:    1事長　青山　浩一 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29201,2327,7 鹿児島宮田眼科 〒890-0046 099-286-1213医療法人　明和会　理大谷　伸一郎 平16. 5.10眼   診療所
     鹿児島市西田一丁目５番地１鹿児常　勤:    3事長　宮田　和典 新規 現存
     島高見橋ビル１階 (医       3) 平28. 5.10
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29301,2334,3 片平皮膚泌尿器科 〒890-0063 099-253-7069医療法人　旺仁会　理片平　充彦 平16. 8. 3ひ   皮   性  診療所
     鹿児島市鴨池一丁目１０番７号 常　勤:    1事長　片平　充彦 移動 アレ 現存
     (医       1) 平28. 8. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29401,2340,0 上山クリニック 〒892-0871 099-244-3000医療法人　上山クリニ上山　教夫 平16.10. 5一般         4診療所
     鹿児島市吉野町７１９番地１ 常　勤:    1ック　理事長　上山　 移動 内   消   リハ現存
     (医       1)教夫 平28.10. 5
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  29501,2341,8 つみのり内科クリニッ〒891-0105 099-266-0611山下　積德 山下　積德 平16.10.28内   循   診療所
     ク 鹿児島市中山町５１５７番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29601,2342,6 盛満医院 〒892-0875 099-243-0581盛満　憲生 盛満　憲生 平16.10. 1内   神内 小  診療所
     鹿児島市川上町３４４４番地１ 常　勤:    1 交代 消化器内科 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29701,2343,4 うのき眼科 〒890-0026 099-214-5211医療法人　陽幸会　理鵜木　一彦 平16.10. 1一般         5診療所
     鹿児島市原良一丁目７番１５号 常　勤:    1事長　鵜木　一彦 組織変更 眼   現存
     (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29801,2344,2 有村眼科 〒892-0827 099-222-7885医療法人　利仁会　理有村　仁志 平16.10. 1眼   診療所
     鹿児島市中町１０番５号 常　勤:    1事長　有村　仁志 組織変更 現存
     (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29901,2345,9 吉田温泉病院 〒891-1304 099-294-2161医療法人　碩済会　理仲尾　嘉之 昭60. 9. 2療養       137病院
     鹿児島市本名町４７０番地 常　勤:    4事長　木本　恵子 内   リハ 現存
     (医       3) 平24. 9. 2（選択項目ない
     (薬       1) ためここに入力
     非常勤:    7 ）消化器内科
     (医       6)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30001,2346,7 有村　医院 〒891-1302 099-295-2424有村　泰弘 有村　泰弘 平 3.11. 1内   外   ひ  診療所
     鹿児島市東佐多町仮屋前２１０８常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30101,2348,3 うえはらクリニック 〒891-1304 099-294-2102医療法人　上原会　理上原　景光 平11. 4. 1一般        19診療所
     鹿児島市本名町１０７１番地１ 常　勤:    1事長　上原　景光 組織変更 外   消   循  現存
     (医       1) 平29. 4. 1こう 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30201,2349,1 西道クリニック 〒891-1415 099-293-2004社会医療法人　天陽会高岡　順一郎 平16. 4. 1内   消   循  診療所
     鹿児島市桜島藤野町１４８６番地常　勤:    1　理事長　厚地　良彦 新規 外   リハ 休止
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  30301,2351,7 新田クリニック 〒891-0205 099-343-1166医療法人　参天会　理福重　隆彦 平 7.10. 1内   胃   外  診療所
     鹿児島市喜入前之浜町７８０５番常　勤:    1事長　新田　則孝 組織変更 リハ 小   現存
     地 (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30401,2352,5 喜入　クリニック 〒891-0203 099-345-3210医療法人　喜望会　理黒岩　義文 平 8.10. 1内   呼   消  診療所
     鹿児島市喜入町６０１６番地 常　勤:    1事長　黒岩　義文 組織変更 循   現存
     (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30501,2353,3 福元医院 〒891-0201 099-347-0005福元　喜公男 福元　喜公男 平 9. 2. 3内   外   小  診療所
     鹿児島市喜入瀬々串町３３９３番常　勤:    1 交代 麻   現存
     地 (医       1) 平30. 2. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30601,2355,8 きいれ浜田クリニック〒891-0203 0993-45-0077医療法人　浜友会　理浜田　己則 平10. 4. 1一般        16診療所
     鹿児島市喜入町６９８８ー１ 常　勤:    2事長　浜田己則 組織変更 内   循   小  現存
     (医       2) 平28. 4. 1リハ 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30701,2358,2 前畠医院 〒891-1105 099-298-2121医療法人　前畠　医院前畠　裕司 平元.10. 1内   胃   消  診療所
     鹿児島市郡山町１３０８ 常　勤:    2　理事長　前畠　裕司 循   小   外  現存
     (医       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30801,2359,0 宮田医院 〒891-1108 099-298-3555医療法人　寿幸会　理宮田　正幸 平 2. 1. 1内   診療所
     鹿児島市郡山岳町２８１番地 常　勤:    1事長　宮田　正幸 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30901,2360,8 田平整形外科クリニッ〒891-1105 099-298-3115医療法人　恵信会　理丸山　裕之 平 2. 1. 1一般        19診療所
     ク 鹿児島市郡山町５０５番地３ 常　勤:    1事長　丸山　裕之 整外 リハ リウ現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31001,2361,6 医療法人　川畑内科ク〒899-2703 099-278-1011医療法人　川畑内科ク川畑　英機 平 3. 1. 1内   小   診療所
     リニック 鹿児島市上谷口町１００３番地１常　勤:    1リニック　理事長　川 選択項目なし　現存
     (医       1)畑　英機 平30. 1. 1消化器内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31101,2362,4 鬼丸内科循環器科 〒891-1105 099-298-3901医療法人　髙圓会　理鬼丸　円 平12. 4. 1内   循   診療所
     鹿児島市郡山町６５１３番地 常　勤:    1事長　鬼丸　円 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
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  31201,2363,2 木村外科内科 〒899-2701 099-278-5511医療法人　木村外科内木村　俊博 平12. 4. 1一般        19診療所
     鹿児島市石谷町２１０１番地７ 常　勤:    3科　理事長　木村　俊 組織変更 外   内   小  現存
     (医       3)博 平30. 4. 1整外 ひ   こう
     非常勤:    1 リハ 
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31301,2364,0 脇丸医院 〒899-2703 099-278-1019医療法人　脇丸医院　脇丸　一孝 平13.11. 1内   整外 リハ診療所
     鹿児島市上谷口町２８６４－６ 常　勤:    1理事長　脇丸　一孝 組織変更 現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31401,2366,5 もりながクリニック 〒899-2704 099-246-7033医療法人　雄亮会　理森永　敏行 平15. 4. 1内   外   胃  診療所
     鹿児島市春山町字姫ヶ迫１０６２常　勤:    1事長　森永　敏行 組織変更 こう リハ 現存
     番１号 (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31501,2370,7 うるた内科 〒890-0056 099-285-1700医療法人　裕聖会　理潤田　裕二 平16.11. 1一般        17診療所
     鹿児島市下荒田２丁目１０番１０常　勤:    1事長　潤田　裕二 組織変更 内   現存
     号 (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31601,2372,3 整形外科　吉野台クリ〒892-0871 099-243-5550医療法人　春和会　理増田　明敏 平17. 1.11一般        19診療所
     ニック 鹿児島市吉野町１４８６番地１ 常　勤:    2事長　増田　明敏 新規 整外 リウ リハ現存
     (医       2) 平29. 1.11
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31701,2375,6 大黒クリニック 〒892-0825 099-222-1807川畑　力丸 川畑　力丸 平17. 4. 1整外 内   診療所
     鹿児島市大黒町１番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31801,2379,8 ニュータウン小児科 〒890-0007 099-218-0211医療法人　えがお　理重森　雅彦 平17. 4. 1小   診療所
     鹿児島市伊敷台２丁目６番２２号常　勤:    1事長　重森　雅彦 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31901,2381,4 整形外科米盛草牟田ク〒890-0014 099-226-3260社会医療法人　緑泉会中村　達朗 平17. 5.16整外 リハ 診療所
     リニック 鹿児島市草牟田２丁目２７番１０常　勤:    2　理事長　米盛　公治 移動 現存
     号 (医       2) 平29. 5.16
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  32001,2382,2 昭和会クリニック 〒892-0852 099-226-2212公益社団法人　昭和会大久保　幸一 平17. 5. 6内   神内 小  診療所
     (01,3736,4) 鹿児島市下竜尾町２番６号 常　勤:    8　代表理事　今給黎　 新規 整外 形外 脳外現存
     (医       6)尚典 平29. 5. 6皮   放   歯  
     (歯       1) 歯外 
     (薬       1)
     非常勤:   41
     (医      39)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32101,2386,3 慈愛会クリニック 〒892-0822 099-239-0588公益財団法人　慈愛会今村　尚子 平17. 6. 1内   診療所
     鹿児島市泉町１番１５号 常　勤:    1　理事長　今村　英仁 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32201,2388,9 かばやま整形外科 〒892-0871 099-243-2572医療法人　こもれび会樺山　資晃 平17. 8. 1一般 診療所
     鹿児島市吉野町２２８６番地 常　勤:    1　理事長　樺山　資晃 組織変更     一般    19現存
     (医       1) 平29. 8. 1リウ 整外 リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32301,2394,7 いとう整形外科クリニ〒891-0141 099-210-1112医療法人　博十会　理伊藤　博史 平17.10. 1整外 リハ 診療所
     ック 鹿児島市谷山中央二丁目４５１５常　勤:    1事長　伊藤　博史 組織変更 現存
     番地 (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32401,2395,4 あいこう皮フ科クリニ〒890-0073 099-265-0012医療法人　あらいぐま愛甲　隆昭 平17.10. 1皮   アレ 診療所
     ック 鹿児島市宇宿７丁目１４番２６号常　勤:    1会　理事長　愛甲　隆 組織変更 現存
     (医       1)昭 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32501,2396,2 さくら眼科 〒892-0877 099-295-5911医療法人　さくら眼科上永吉　達彦 平17.10.11眼   診療所
     鹿児島市吉野二丁目６番１０号 常　勤:    1　理事長　上永吉　達 移動 現存
     (医       1)彦 平29.10.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32601,2397,0 新田ニコニコクリニッ〒891-0143 099-269-3123医療法人　ニコニコ会新田　隆之 平17.10. 1内   消   リハ診療所
     ク 鹿児島市和田一丁目２１－２－１常　勤:    1　理事長　新田　隆之 組織変更 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32701,2398,8 うえの耳鼻咽喉科クリ〒890-0082 099-812-1133医療法人　恵史会　理上野　員義 平17.10. 1耳い 気食 アレ診療所
     ニック 鹿児島市紫原三丁目３３番地２ 常　勤:    1事長　上野　員義 組織変更 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  32801,2399,6 久保クリニック 〒892-0871 099-243-2500医療法人　博香会　理岩谷　美香 平17.10. 1一般 診療所
     鹿児島市吉野町３２５５番地の１常　勤:    1事長　岩谷　美香 組織変更     一般    19現存
     ２ (医       1) 平29.10. 1内   外   精  
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32901,2400,2 はしぐち内科ひふ科ク〒892-0825 099-219-4780橋口　正一郎 橋口　正一郎 平17. 9.26内   皮   診療所
     リニック 鹿児島市大黒町２番１号１Ｆ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平29. 9.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33001,2401,0 岩堀クリニック 〒891-0150 099-261-9999医療法人　桜花会　理岩堀　智美 平17.10. 1皮   形外 麻  診療所
     鹿児島市坂之上六丁目１５番１５常　勤:    1事長　岩堀　智美 組織変更 内   現存
     号 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33101,2403,6 アミュプラザ眼科鹿児〒890-0053 099-252-7411満留　秀人 藤﨑　令子 平17.11. 1眼   診療所
     島 鹿児島市中央町１番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33201,2404,4 谷山川畑眼科 〒891-0114 099-263-1722川畑　貴史 川畑　貴史 平17.11. 1眼   診療所
     鹿児島市小松原二丁目１４番２０常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33301,2410,1 吉野眼科・中央歯科ク〒892-0871 099-244-5311医療法人　愛葉会　理冨宿　紀夫 平18. 3. 3眼   歯   小歯診療所
     (01,3897,4) リニック 鹿児島市吉野町１７７３番地７ 常　勤:    3事長　冨宿　紀夫 移動 歯外 矯歯 現存
     (医       1) 平30. 3. 3
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33401,2411,9 八木クリニック 〒891-0105 099-263-5558医療法人　静風会　理八木　静男 平18. 4. 1一般 診療所
     鹿児島市中山町２１２８番地１ 常　勤:    1事長　八木　静男 組織変更     一般    19現存
     (医       1) 平30. 4. 1ひ   内   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33501,2412,7 野口クリニック 〒890-0053 099-258-1800野口　昌宏 野口　昌宏 平18. 4. 1内   診療所
     鹿児島市中央町３６番地１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33601,2413,5 鹿児島市夜間急病セン〒890-0063 099-214-3350鹿児島市長 猪鹿倉　忠彦 平18. 4. 1内   小   外  診療所
     ター 鹿児島市鴨池二丁目２２番１８号常　勤:    1 新規 産婦 眼   耳い現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  33701,2414,3 村永整形外科クリニッ〒891-0150 099-262-6166医療法人　太陽会　理村永　実幸 平18. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     ク 鹿児島市坂之上六丁目１１番１８常　勤:    1事長　村永　実幸 組織変更 現存
     号 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33801,2415,0 桜花心療クリニック 〒890-0053 099-213-1020池田　英樹 池田　英樹 平18. 4. 3心内 内   精  診療所
     鹿児島市中央町１０番地 常　勤:    1 新規 神   現存
     (医       1) 平30. 4. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33901,2416,8 うえやま腎クリニック〒890-0073 099-275-3211医療法人　腎愛会　理寺口　記代 平18. 5.30内   診療所
     鹿児島市宇宿４丁目３９番２０号常　勤:    1事長　上山　達典 新規 現存
     (医       1) 平30. 5.30
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34001,2422,6 五反田内科クリニック〒890-0042 099-259-2038医療法人　天翔会　理五反田　滿幸 平18. 8. 1内   診療所
     鹿児島市薬師二丁目７番６２号 常　勤:    3事長　五反田　滿幸 移動 現存
     (医       3) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34101,2423,4 片平整形外科 〒890-0063 099-206-8899片平　光昭 片平　光昭 平18. 8.28整外 リウ リハ診療所
     鹿児島市鴨池１丁目１０番７号片常　勤:    1 新規 現存
     平ビル（４階、５階） (医       1) 平24. 8.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34201,2424,2 大塚クリニック 〒890-0054 099-252-9500医療法人　秀緑会　理魚水　憲二 平18.10. 1一般         7診療所
     鹿児島市荒田二丁目４３番５号 常　勤:    1事長　大塚　みどり 組織変更 内   現存
     (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34301,2425,9 いぢちこどもクリニッ〒892-0877 099-246-3400伊地知　修 伊地知　修 平18.10. 2小   診療所
     ク 鹿児島市吉野一丁目４３番１４号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34401,2426,7 森園整形外科クリニッ〒891-0104 099-275-5511医療法人　たまゆら会森園　良幸 平18.10. 1整外 リウ リハ診療所
     ク 鹿児島市山田町３３２３番地３ 常　勤:    1　理事長　森園　良幸 組織変更 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34501,2427,5 たけクリニック 〒892-0875 099-295-8666医療法人　グレイス　竹　三郎 平18.10. 1一般        13診療所
     鹿児島市川上町２５７３番地１１常　勤:    1理事長　竹　三郎 組織変更 内   ひ   現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34601,2428,3 鴨池ハイムクリニック〒890-0064 099-257-3636吉嶺　巡 吉嶺　巡 平18.10.10外   消   内  診療所
     鹿児島市鴨池新町２８－１－１０常　勤:    1 新規 現存
     ６ (医       1) 平24.10.10
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  34701,2432,5 田原内科・循環器科 〒891-0113 099-260-6080医療法人　悠和会　理田原　稔 平18.10. 1内   循   診療所
     鹿児島市東谷山三丁目１４番１号常　勤:    1事長　田原　稔 組織変更 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34801,2433,3 まつなが耳鼻咽喉科 〒890-0008 099-218-0133医療法人　信幸会　理松永　信也 平18.10. 1アレ 耳い 気食診療所
     鹿児島市伊敷６丁目１７番２０号常　勤:    1事長　松永　信也 組織変更 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34901,2434,1 たばたメンタルクリニ〒890-0056 099-250-5682医療法人　修誠会　理田畑　修 平18.10.30精   心内 内  診療所
     ック 鹿児島市下荒田３丁目１７番３２常　勤:    1事長　田畑　修 移動 神   現存
     号 (医       1) 平24.10.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35001,2440,8 さがらパース通りクリ〒892-0838 099-239-5255社会医療法人　博愛会土持　進作 平19. 1. 6一般 診療所
     ニック 鹿児島市新屋敷町２６番１３号 常　勤:    3　理事長　相良　吉昭 新規     一般    18現存
     (医       3) 平25. 1. 6内   婦   
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35101,2442,4 梅津整形外科医院 〒892-0877 099-244-6300医療法人　梅津整形外梅津　龍哉 平19. 2. 1整外 リハ リウ診療所
     鹿児島市吉野二丁目１４番１５号常　勤:    1科医院　理事長　梅津 移動 現存
     (医       1)　龍哉 平25. 2. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35201,2443,2 新牧医院 〒892-0871 099-243-0178新牧　大彦 新牧　大彦 平19. 3. 1内   胃   放  診療所
     鹿児島市吉野町３０７３番地１４常　勤:    1 移動 現存
     ７ (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35301,2445,7 内村川上内科 〒892-0875 099-244-1500医療法人　明輝会　理川上　秀一 平19. 3. 1一般 診療所
     鹿児島市川上町２７５０番地の１常　勤:    2事長　川上　秀一 移動     一般    19療養病床
     ８ (医       2) 平25. 3. 1内   放   現存
     非常勤:   51
     (医      51)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35401,2447,3 片瀬クリニック 〒892-0844 099-222-2560医療法人　養真堂　理片瀬　剛 平19. 4. 1一般 診療所
     鹿児島市山之口町３番１４号 常　勤:    1事長　片瀬　剛 組織変更     一般     3現存
     (医       1) 平25. 4. 1内   産婦 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35501,2448,1 原良クリニック内科・〒890-0041 099-250-1187刀迫　弘 刀迫　弘 平19. 4. 3内   循   診療所
     循環器科 鹿児島市城西三丁目１０番１１号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  35601,2449,9 田中脳神経外科クリニ〒892-0844 099-216-9100医療法人　田中脳神経田中　滋也 平19. 4. 1内   神内 脳外診療所
     ック 鹿児島市山之口町１番３０号ｌｄ常　勤:    1外科クリニック　理事 組織変更 放   現存
     ｅｈａｒａ－ＢＬＤ（出原ビル）(医       1)長　田中　滋也 平25. 4. 1
     ３Ｆ 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35701,2450,7 耳鼻咽喉科　村野クリ〒890-0008 099-229-3318医療法人　みどりの会村野　健三 平19. 4. 1小   耳い 気食診療所
     ニック 鹿児島市伊敷三丁目５番１６号 常　勤:    1　理事長　村野　健三 組織変更 アレ 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35801,2451,5 整形外科　福村クリニ〒890-0031 099-282-8830医療法人　福賀会　理福村　憲司 平19. 4. 1整外 リハ 診療所
     ック 鹿児島市武岡１丁目１１６番２４常　勤:    1事長　福村　憲司 組織変更 現存
     号 (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35901,2452,3 東クリニック 〒890-0065 099-252-8289医療法人　江陽会　理東　陽一郎 平19. 4. 1ひ   婦   診療所
     鹿児島市郡元３丁目１３番１４号常　勤:    1事長　東　陽一郎 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36001,2453,1 濵島泌尿器科クリニッ〒890-0052 099-251-1500医療法人　瑛寿会　理濱島　寿充 平19. 4. 1ひ   診療所
     ク 鹿児島市上之園町１７番地１５　常　勤:    1事長　濵島　寿充 組織変更 現存
     第一マキビル１階 (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36101,2454,9 うしかい耳鼻咽喉科ク〒890-0056 099-250-4710医療法人　サンセール牛飼　雅人 平19. 4. 1耳い 気食 アレ診療所
     リニック 鹿児島市下荒田２丁目８番地２２常　勤:    1　理事長　牛飼　雅人 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36201,2457,2 紫原たはら医院 〒890-0082 099-252-5233医療法人　成育会　理太原　博史 平19. 4. 1一般        18診療所
     鹿児島市紫原４丁目２７番１９号常　勤:    1事長　太原　博史 組織変更 内   呼   小  現存
     (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36301,2458,0 池田病院 〒890-0046 099-252-8333社会医療法人　童仁会池田　琢哉 平19. 4. 1一般 病院
     鹿児島市西田一丁目４番地１ 常　勤:    5　理事長　池田　琢哉 組織変更     一般    30現存
     (医       5) 平25. 4. 1内   小   
     非常勤:   31
     (医      31)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  36401,2459,8 岡田脳神経クリニック〒891-0116 099-263-5570医療法人　明弘会　理岡田　明彦 平19. 4. 1一般 診療所
     鹿児島市上福元町３６０３番地１常　勤:    1事長　岡田　明彦 組織変更     一般    19現存
     (医       1) 平25. 4. 1神内 内   リハ
     非常勤:    1 整外 
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36501,2460,6 はっぴー・クリニック〒891-0150 099-284-6550医療法人　まこと会　有馬　純久 平19. 4. 1内   小   診療所
     鹿児島市坂之上四丁目５番３号 常　勤:    1理事長　松村　武久 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36601,2462,2 平川外科内科医院 〒890-0067 099-252-8282医療法人　丈信会　理平川　信之 平19. 4. 1一般 診療所
     鹿児島市真砂本町３番７８号 常　勤:    2事長　平川　信之 組織変更     一般    19現存
     (医       2) 平25. 4. 1外   内   呼  
     非常勤:    1 消   循   こう
     (医       1) リハ 麻   整外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36701,2463,0 かわはら脳神経外科ク〒891-0143 099-266-6412医療法人　川原会　理川原　功裕 平19. 4. 1一般 診療所
     リニック 鹿児島市和田一丁目１７番１０号常　勤:    1事長　川原　功裕 組織変更     一般    19現存
     (医       1) 平25. 4. 1神内 脳外 リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36801,2464,8 松田ウイメンズクリニ〒892-0844 099-224-4124医療法人　松田ウイメ松田　和洋 平19. 5. 1産婦 診療所
     ック 鹿児島市山之口町１番１０号鹿児常　勤:    2ンズクリニック　理事 移動 現存
     島中央ビル３階 (医       2)長　松田　和洋 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36901,2465,5 三成会クリニック 〒890-0034 099-281-1555医療法人　三成会　理竹端　均 平19. 5. 1一般        19診療所
     鹿児島市田上８丁目１番１７号 常　勤:    1事長　藤善　明美 新規 内   リウ 整外現存
     (医       1) 平25. 5. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37001,2466,3 ほかぞのクリニック 〒891-0114 099-266-3617医療法人　三楽会　理外園　善朗 平19. 5. 1精   神内 心内診療所
     鹿児島市小松原二丁目３５番５号常　勤:    1事長　外園　善朗 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37101,2468,9 いこまクリニック 〒890-0045 099-206-0788生駒　季隆 生駒　季隆 平19. 6. 1精   心内 診療所
     鹿児島市武１丁目２７番１１号　常　勤:    1 新規 現存
     Ｉビル２階 (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37201,2470,5 岩下眼科医院 〒892-0827 099-225-6423岩下　茂子 岩下　茂子 平19. 6. 9眼   診療所
     鹿児島市中町６番１７号三和ビル常　勤:    1 移動 現存
     ２階 (医       1) 平25. 6. 9
     非常勤:    1
     (医       1)
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  37301,2471,3 整形外科　山内クリニ〒892-0824 099-216-2177山内　常人 山内　常人 平19. 7. 3整外 リハ 診療所
     ック 鹿児島市堀江町８番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 7. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37401,2472,1 きくうら小児科 〒890-0026 099-253-7888医療法人　きくうら小菊浦　豊文 平19. 8. 1小   診療所
     鹿児島市原良三丁目１番２号 常　勤:    1児科　理事長　菊浦　 移動 現存
     (医       1)豊文 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37501,2474,7 レディースクリニック〒891-0114 099-260-8878医療法人　愛育会　理榎園　祐治 平19. 9.27婦   診療所
     あいいく 鹿児島市小松原一丁目４０番２号常　勤:    1事長　河野　哲志 新規 現存
     (医       1) 平25. 9.27
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37601,2478,8 照國クリニック 〒892-0841 099-222-4710神川　公孝 神川　公孝 平19.11. 1内   消   診療所
     鹿児島市照国町１３番１９号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37701,2479,6 亀井メンタルクリニッ〒890-0046 099-258-3220医療法人　苳苳の会　亀井　健二 平19.11. 1精   心内 診療所
     ク 鹿児島市西田二丁目２８番１３号常　勤:    1理事長　亀井　健二 組織変更 現存
     ノーサイドヒルズ　２Ｆ (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37801,2494,5 ふるたクリニック 〒890-0073 099-275-9077医療法人　天百合会　古田　利久 平20.10. 1内   リハ 診療所
     鹿児島市宇宿９丁目６番５号 常　勤:    1理事長　古田　利久 組織変更 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37901,2498,6 児玉整形外科クリニッ〒891-0141 099-268-7030医療法人　楽山会　理兒玉　太郎 平20.11. 1一般 診療所
     ク 鹿児島市谷山中央１丁目５００２常　勤:    2事長　兒玉　太郎 移動     一般    19現存
     番地 (医       2) 平26.11. 1整外 リハ リウ
     非常勤:    2 麻   
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38001,2500,9 生見クリニック 〒891-0206 099-343-1133社会医療法人　鹿児島中原　勝志 平20.12. 1内   整外 リハ診療所
     鹿児島市喜入生見町６２３番地 常　勤:    1愛心会　理事長　鈴木 組織変更 皮   現存
     (医       1)　隆夫 平26.12. 1循環器内科
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38101,2501,7 八重倉医院 〒891-0113 099-806-0567八重倉　和朗 八重倉　和朗 平20.12.10内   診療所
     鹿児島市東谷山一丁目５８番８号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.12.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  38201,2502,5 耳鼻咽喉科ミック 〒890-0053 099-822-0319宮﨑　康博 宮﨑　康博 平20.12. 1耳い アレ 診療所
     鹿児島市中央町６番８号メディカ常　勤:    2 新規 現存
     ルプラザ中央５階 (医       2) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38301,2503,3 はつき皮膚科クリニッ〒890-0053 099-806-1300村山　葉月 村山　葉月 平20.12. 1皮   診療所
     ク 鹿児島市中央町６－８メディカル常　勤:    1 新規 現存
     プラザ中央２・３Ｆ (医       1) 平26.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38401,2505,8 中山クリニック 〒891-0105 099-267-8811社会医療法人　鹿児島本間　輝章 平20.12. 1一般 診療所
     鹿児島市中山町２２６４番地 常　勤:    1愛心会　理事長　鈴木 組織変更     一般    19現存
     (医       1)　隆夫 平26.12. 1内   外   ひ  
     非常勤:    3 リハ 放   
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38501,2506,6 内科・循環器内科　き〒890-0082 099-250-5505木原　貴士 木原　貴士 平20.12. 1内   診療所
     はらハートクリニック鹿児島市紫原１丁目４７番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38601,2507,4 高見馬場リハビリテー〒892-0847 099-224-0100医療法人　三州会　理樋渡　良一 平20.12. 1療養        61病院
     ション病院 鹿児島市西千石町１６番８号 常　勤:    3事長　大勝　秀樹 組織変更 リハ 内   現存
     (医       2) 平26.12. 1
     (薬       1)
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38701,2509,0 萩原整形外科 〒891-0117 099-268-7700医療法人　萩風会　理萩原　浩 平21. 2.16一般 診療所
     鹿児島市西谷山二丁目７番３８号常　勤:    1事長　萩原　浩 移動     一般    19現存
     (医       1) 平27. 2.16整外 リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38801,2510,8 在宅支援クリニックむ〒891-0175 099-201-0188江口　千恵子 江口　千恵子 平21. 4. 1内   診療所
     げん 鹿児島市桜ケ丘六丁目２６番地５常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38901,2511,6 慈遊館クリニック 〒891-0144 099-263-3105医療法人　健翔会　理松枝　正隆 平21. 4. 1内   外   診療所
     鹿児島市下福元町２６３５番地 常　勤:    1事長　松枝　秀樹 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  39001,2514,0 中山整形外科 〒891-0105 099-266-6366医療法人　中山整形外西村　謙一 平21. 4. 1一般 診療所
     鹿児島市中山町５２３７番地１ 常　勤:    5科　理事長　小城　琢 組織変更     一般    19現存
     (医       4)朗 平27. 4. 1整外 リウ リハ
     (薬       1) 麻   
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39101,2515,7 井上メンタルクリニッ〒892-0816 099-225-4707井上　賢人 井上　賢人 平21. 5. 1精   神内 心内診療所
     ク 鹿児島市山下町９番２６号　ファ常　勤:    1 交代 内   現存
     インビル３階 (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39201,2517,3 めぐみクリニック 〒892-0815 099-225-7787医療法人　誠心会　理塗木　幸二 平21. 6. 1内   小   診療所
     鹿児島市易居町１番２７号 常　勤:    1事長　前原　くるみ 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39301,2518,1 上山病院 〒890-0073 099-257-2277医療法人　腎愛会　理上山　達典 平21. 7. 1療養 病院
     鹿児島市宇宿３丁目１７番６号 常　勤:    5事長　上山　達典 移動     療養    40療養病床
     (医       4) 平27. 7. 1内   現存
     (薬       1)
     非常勤:   97
     (医      95)
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39401,2522,3 おおにし産婦人科 〒892-0875 099-246-3210医療法人　おおにし産大西　英資 平21.10. 1一般 診療所
     鹿児島市川上町２８０５番地１ 常　勤:    1婦人科　理事長　大西 組織変更     一般     9現存
     (医       1)　英資 平27.10. 1産   婦   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39501,2524,9 福島内科医院 〒892-0837 099-224-7719医療法人　甲和会　理東　史子 平21.10. 1内   診療所
     鹿児島市甲突町２４番１６号 常　勤:    1事長　東　史子 組織変更 現存
     (医       1) 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39601,2525,6 高麗町クリニック 〒890-0051 099-812-7712公益財団法人　慈愛会下本地　優 平21.11. 1内   診療所
     鹿児島市高麗町３９番１１号　慈常　勤:    1　理事長　今村　英仁 移動 現存
     愛の郷１Ｆ (医       1) 平27.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39701,2527,2 久米田内科・循環器内〒890-0014 099-226-1166医療法人　栄光会　理久米田　秀徳 平22. 1. 1内   診療所
     科 鹿児島市草牟田二丁目２４番１号常　勤:    2事長　久米田　秀徳 移動 現存
     (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  39801,2528,0 かつらクリニック 〒892-0841 099-223-2778医療法人　かつらクリ桂　禎紀 平22. 1. 1内   診療所
     鹿児島市照国町１２番１ 常　勤:    1ニック　理事長　桂　 移動 現存
     (医       1)禎紀 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39901,2531,4 梅林クリニック 〒890-0032 099-282-5800医療法人　三和会　理梅林　雄介 平22. 4. 1内   小   循  診療所
     鹿児島市西陵二丁目１番１５号 常　勤:    1事長　梅林　雄介 組織変更 心外 外   現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40001,2534,8 うちむら脳神経外科ク〒890-0005 099-218-2180医療法人　けいゆう会内村　公一 平22. 4. 1脳外 神内 診療所
     リニック 鹿児島市下伊敷１丁目４３番２号常　勤:    1　理事長　内村　公一 組織変更 休止
     種子田ビル１階 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40101,2535,5 清泉クリニック整形外〒892-0823 099-223-1936医療法人社団　ＳＥＩ脇元　順一 平22. 5. 1整外 リハ 診療所
     科 鹿児島市住吉町１２番１６号 常　勤:    2ＳＥＮ　理事長　脇元 新規 現存
     (医       2)　順一 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40201,2536,3 皮ふ科　内宮医院 〒892-0827 099-222-1872内宮　礼嗣 内宮　礼嗣 平22. 6. 1皮   ひ   診療所
     鹿児島市中町３－１３ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40301,2537,1 あいクリニック帯迫眼〒892-0871 099-248-7070新納　栄良 新納　栄良 平22. 6. 8眼   診療所
     科 鹿児島市吉野町３３２２番地１０常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40401,2539,7 緑ヶ丘クリニック 〒892-0874 099-243-0095医療法人　緑陽の会　坂上　久生 平22. 8.16内   小   消  診療所
     鹿児島市緑ケ丘町６番１１号 常　勤:    1理事長　坂上　久生 移動 現存
     (医       1) 平28. 8.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40501,2543,9 みなみクリニック 〒890-0063 099-254-0043医療法人　たけのこ会南　武嗣 平22.10. 1小   内   診療所
     鹿児島市鴨池二丁目４番１号 常　勤:    1　理事長　南　武嗣 組織変更 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40601,2544,7 整形外科　中川クリニ〒899-2701 099-278-7400医療法人　美文会　理中川　俊文 平22.10. 1整外 リウ リハ診療所
     ック 鹿児島市石谷町１９２１番地６ 常　勤:    1事長　中川　俊文 組織変更 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  40701,2547,0 増田クリニック 〒892-0844 099-219-1155医療法人　増田クリニ増田　彰則 平22.10. 1心内 内   リハ診療所
     鹿児島市山之口町１－３０Ｉｄｅ常　勤:    1ック　理事長　増田　 組織変更 精   現存
     ｈａｒａ－ＢＬＤ（出原ビル）６(医       1)彰則 平28.10. 1
     Ｆ 非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40801,2548,8 わたなべ医院 〒890-0082 099-254-7890医療法人　忠恕会　理渡邉　俊一 平22.10. 1内   外   診療所
     鹿児島市紫原二丁目３番３号 常　勤:    1事長　渡邉　俊一 組織変更 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40901,2549,6 池田クリニック 〒892-0877 099-243-8181医療法人　池田クリニ池田　孝明 平22.10. 1内   小   診療所
     鹿児島市吉野二丁目２６番１３号常　勤:    1ック　理事長　池田　 組織変更 現存
     (医       1)孝明 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41001,2551,2 さくらクリニック 〒890-0055 099-213-5733医療法人　さくらクリ堂園　貞巳 平22.12.18内   診療所
     鹿児島市上荒田町２９番１２号 常　勤:    1ニック　理事長　堂園 移動 現存
     (医       1)　貞巳 平28.12.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41101,2553,8 整形外科橋口クリニッ〒890-0042 099-256-6100医療法人　尚仁会　理橋口　雅尚 平23. 2.14整外 リウ リハ診療所
     ク 鹿児島市薬師二丁目１８番１８号常　勤:    1事長　橋口　雅尚 移動 現存
     (医       1) 平29. 2.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41201,2554,6 デイジークリニック 〒890-0063 099-296-7751武元　良整 武元　良整 平23. 3.13内   診療所
     鹿児島市鴨池１丁目５５番１０号常　勤:    1 新規 現存
     １階 (医       1) 平29. 3.13
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41301,2556,1 くぼた内科クリニック〒892-0871 099-246-3700医療法人　渓心会　理窪田　一之 平23. 4. 1内   診療所
     鹿児島市吉野町５３７３番地１８常　勤:    1事長　窪田　一之 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41401,2559,5 南鹿児島さくら病院 〒890-0069 099-253-7272医療法人　日章会　理川越　一慶 平23. 3.14療養        80病院
     鹿児島市南郡元町２４番１５号 常　勤:    4事長　山本　英彦 移動 内   整外 リウ療養病床
     (医       3) 平29. 3.14リハ 現存
     (薬       1)
     非常勤:   30
     (医      30)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41501,2560,3 野間口クリニック 〒892-0817 099-219-4556医療法人　野間口クリ野間口　光男 平23. 4. 1精   心内 診療所
     鹿児島市小川町２２番６号プラン常　勤:    1ニック　理事長　野間 組織変更 現存
     ドール小川町３Ｆ (医       1)口　光男 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  41601,2561,1 園田整形外科 〒891-0150 099-262-2366医療法人　緑隆会　理園田　隆 平23. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     鹿児島市坂之上四丁目１４番２２常　勤:    1事長　園田　隆 組織変更 現存
     号 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41701,2562,9 リハビリテーション病〒892-0805 099-248-0700社会医療法人　緑泉会黒岩　竜一 平23. 6. 1療養       131病院
     院米盛 鹿児島市大竜町５番３１号 常　勤:    5　理事長　米盛　公治 新規 内   心内 リハ療養病床
     (医       4) 平29. 6. 1放   リウ 現存
     (薬       1)
     非常勤:   24
     (医      23)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41801,2563,7 かごしま高岡病院 〒892-0847 099-226-1370医療法人　聖心会　理高岡　俊夫 平23. 6. 1一般 病院
     鹿児島市西千石町１４番１２ 常　勤:    6事長　高岡　茂 移動     一般    34現存
     (医       6) 平29. 6. 1結核        30
     非常勤:   17 内   放   リハ
     (医      16)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41901,2564,5 じげんじ久保クリニッ〒891-0141 099-267-7776医療法人　じげんじ久久保　博幸 平23. 6. 1一般 診療所
     ク 鹿児島市谷山中央六丁目１７番３常　勤:    1保クリニック　理事長 組織変更     一般    16現存
     ０号 (医       1)　久保　博幸 平29. 6. 1ひ   内   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42001,2565,2 吉満・鈴木耳鼻咽喉科〒892-0817 099-222-3387鈴木　啓子 鈴木　啓子 平23. 7. 8耳い 診療所
     鹿児島市小川町１－４ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 7. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42101,2566,0 みのりクリニック 〒892-0817 099-210-7890医療法人　さとし会　齋藤　寛史 平23.10. 1 診療所
     鹿児島市小川町２２番６号２Ｆ 常　勤:    1理事長　齋藤　寛史 組織変更 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42201,2569,4 川原泌尿器科 〒890-0073 099-284-7117医療法人　新元会　理川原　元司 平23.10. 1一般 診療所
     鹿児島市宇宿８丁目１７番１号 常　勤:    1事長　川原　元司 組織変更     一般    17現存
     (医       1) 平29.10. 1ひ   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42301,2571,0 あおい皮膚科クリニッ〒890-0066 099-284-0381医療法人　あおい皮膚谷　暁子 平23.12. 1皮   診療所
     ク 鹿児島市真砂町２番１号 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　谷　暁子 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42401,2573,6 神園医院 〒892-0834 099-222-2707医療法人　神愛会　理神園　隆二 平24. 2. 1外   内   診療所
     鹿児島市南林寺町１０番８号 常　勤:    1事長　神園　隆二 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  42501,2576,9 尾辻クリニック内科胃〒891-0103 099-201-0202医療法人　尾辻クリニ尾辻　真人 平24. 4. 1内   診療所
     腸科 鹿児島市皇徳寺台１丁目２８番１常　勤:    1ック　理事長　尾辻　 組織変更 現存
     ５号 (医       1)真人 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42601,2578,5 整形外科　米盛中央駅〒890-0053 099-812-8250社会医療法人　緑泉会米盛　學 平24. 5.17整外 リハ 診療所
     クリニック 鹿児島市中央町１１番地 常　勤:    1　理事長　米盛　公治 新規 現存
     (医       1) 平30. 5.17
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42701,2579,3 さがら女性クリニック〒890-8512 099-812-8141社会医療法人　博愛会大薮　郁哉 平24. 5. 1婦   診療所
     鹿児島市中央町１１番地　鹿児島常　勤:    1　理事長　相良　吉昭 新規 現存
     中央ターミナルビル２階 (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42801,2580,1 きじま内科 〒890-0053 099-255-8750貴嶋　宏全 貴嶋　宏全 平24. 7. 1内   診療所
     鹿児島市中央町２３番２１号２Ｆ常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42901,2582,7 山野医院 〒890-0045 099-296-7251山野　隆 山野　隆 平24. 8.22内   神内 診療所
     鹿児島市武２丁目２６－７ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平24. 8.22
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43001,2583,5 吉井クリニック 〒890-0053 099-213-0330吉井　聡子 吉井　聡子 平24. 9. 1形外 皮   内  診療所
     鹿児島市中央町４番地３４メディ常　勤:    1 移動 外   現存
     カルミュゼビル中央駅６Ｆ (医       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43101,2584,3 はぁと診療所 〒890-0055 099-250-6100迫田　礼彦 迫田　礼彦 平24. 9. 1精   診療所
     鹿児島市上荒田町２９番１８号パ常　勤:    1 新規 現存
     ールシャイン年永１階 (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43201,2585,0 あおぞら小児科 〒890-0014 099-295-3838医療法人　元洋会　理立元　千帆 平24.10.12小   診療所
     鹿児島市草牟田２丁目１３番２１常　勤:    1事長　立元　千帆 新規 現存
     号 (医       1) 平24.10.12
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  43301,2586,8 かもいけ耳鼻咽喉科ク〒890-0063 099-298-1133医療法人　紀　理事長田中　紀充 平24.10. 1耳   アレ 診療所
     リニック 鹿児島市鴨池２丁目７番１号 常　勤:    1　田中　紀充 組織変更 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43401,2587,6 なかのクリニック 〒890-0055 099-206-0011医療法人　鹿甲会　理中野　静雄 平24.10. 1内   外   診療所
     鹿児島市上荒田町２６－２９ー１常　勤:    1事長　中野　静雄 組織変更 現存
     ０１号 (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43501,2588,4 こしのクリニック 〒890-0041 099-256-5055医療法人　泰保会　理越野　保人 平24.10. 1外   内   診療所
     鹿児島市城西一丁目２－２２ 常　勤:    1事長　越野　保人 組織変更 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43601,2591,8 すみクリニック 〒892-0846 099-222-2727医療法人　純孝会　理角　純啓 平24.10. 1皮   ひ   診療所
     鹿児島市加治屋町１３－１１ 常　勤:    1事長　角　純啓 組織変更 現存
     (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43701,2592,6 坂下内科くりニック 〒890-0002 099-228-2345医療法人　キ・リ・ン坂下　博樹 平24.10. 1内   診療所
     鹿児島市西伊敷３丁目２０番１５常　勤:    1会　理事長　坂下　博 組織変更 現存
     号 (医       1)樹 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43801,2593,4 健翔会病院 〒890-0068 099-253-0171医療法人　健翔会　理植村　勝男 平24.11.22療養 病院
     鹿児島市東郡元町５番１０号 常　勤:    3事長　松枝　秀樹 移動     療養    54現存
     (医       3) 平24.11.22内   外   リハ
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43901,2594,2 健三郎クリニック　薬〒890-0026 099-202-0071医療法人　健瑜会　理池田　耕治 平24.11. 6内   放   診療所
     師 鹿児島市原良四丁目２７番１号 常　勤:    1事長　今村　健三郎 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 6
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44001,2596,7 整形外科　たきしたク〒892-0847 099-216-8282医療法人　紗彰会　理瀧下　純夫 平25. 2. 1整外 リハ リウ診療所
     リニック 鹿児島市西千石町１６－１２ボナ常　勤:    1事長　瀧下　純夫 移動 現存
     ンザ西千石２Ｆ (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44101,2598,3 エンジェルハートクリ〒892-0842 099-208-5522溝上　佳香 溝上　佳香 平25. 4. 1精   心内 診療所
     ニック 鹿児島市東千石町１－１　第８川常　勤:    1 移動 現存
     北ビル３階 (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  44201,2600,7 武井内科クリニック 〒890-0052 099-285-0051医療法人和心会　理事武井　美智子 平25. 4. 1内   アレ 小  診療所
     鹿児島市上之園町３４番地２０－常　勤:    1長　武井　美智子 組織変更 精   心内 現存
     ２Ｆ (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    5
     (医       4)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44301,2601,5 よしの脳神経外科・消〒892-0877 099-298-9751湯之上　俊二 湯之上　俊二 平25. 5.16脳外 外   内  診療所
     化器外科 鹿児島市吉野二丁目１３番１６号常　勤:    3 新規 現存
     (医       2) 平25. 5.16
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44401,2602,3 中尾内科胃腸内科 〒891-0103 099-264-5959中尾　慎二 中尾　慎二 平25. 4. 4内   小   診療所
     鹿児島市皇徳寺台３－２４－８ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 4. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44501,2604,9 益﨑内科 〒891-0114 099-267-5281医療法人　広恵会　理益﨑　惠文 平25.10. 1内   診療所
     鹿児島市小松原二丁目２２番２５常　勤:    1事長　益﨑　惠文 組織変更 現存
     号 (医       1) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44601,2605,6 ＳＫメディカルクリニ〒890-0065 099-298-5800医療法人　貴幸会　理白石　幸三 平25.10. 1糖尿病内科、人診療所
     ック 鹿児島市郡元１丁目４番３号 常　勤:    2事長　白石　幸三 組織変更 工透析内科 現存
     (医       2) 平25.10. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44701,2606,4 菜の花こころの診療所〒890-0073 099-297-5439久保　かおり 久保　かおり 平25.10. 3精   診療所
     鹿児島市宇宿７丁目５番１号 常　勤:    1 新規 心療内科 現存
     (医       1) 平25.10. 3
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44801,2607,2 渡辺ファミリークリニ〒899-2707 099-278-7177医療法人　礼心会　理渡邊　和礼 平25.10. 1内   外   小  診療所
     ック 鹿児島市松陽台町４３番地１ 常　勤:    1事長　渡邊　和礼 組織変更 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44901,2608,0 かごしまたんぽぽ小児〒890-0068 099-202-0010山元　公惠 山元　公惠 平25.10. 1小   診療所
     科 鹿児島市東郡元町５番２１号　１常　勤:    1 新規 現存
     Ｆ (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  45001,2609,8 うすきクリニック 〒890-0073 099-201-0301医療法人　うすきクリ楊　宏慶 平25.10. 1一般        19診療所
     鹿児島市宇宿四丁目３０番１３号常　勤:    1ニック　理事長　楊　 組織変更 内   外   現存
     (医       1)宏慶 平25.10. 1消化器内科、消
     化器外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45101,2610,6 ＪＩＮメンタルクリニ〒891-0144 099-260-7877医療法人　萩風会　理神過　義則 平25.11. 1精   診療所
     ック 鹿児島市下福元町６１５番３０ 常　勤:    1事長　萩原　浩 新規 心療内科 現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45201,2612,2 妙智心の診療所 〒891-1101 099-245-7701宮下　寿美子 宮下　寿美子 平25.11. 1精   診療所
     鹿児島市花尾町３８５３－１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45301,2614,8 上之内科クリニック 〒890-0054 099-253-1919医療法人　邦仁会　理岩下　貴美子 平25.12. 1内   診療所
     鹿児島市荒田一丁目３４番１３号常　勤:    1事長　岩下　貴美子 移動 消化器内科 現存
     (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45401,2615,5 ながはまクリニック 〒892-0844 099-223-6677長濱　博行 長濱　博行 平25.12. 1内   診療所
     鹿児島市山之口町１－７南海貿易常　勤:    1 新規 呼吸器内科 現存
     センタービル３Ｆ (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45501,2616,3 鈴木内科クリニック 〒899-2702 099-278-5797鈴木　功 鈴木　功 平25.12. 1内   診療所
     鹿児島市福山町１９３番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45601,2617,1 高見馬場山口クリニッ〒892-0847 099-219-3822医療法人　高見馬場山山口　芳史 平25.12. 1内   診療所
     ク 鹿児島市西千石町１６番１６号２常　勤:    1口クリニック　理事長 移動 消化器・内視鏡現存
     Ｆ (医       1)　山口　芳史 平25.12. 1内科、循環器内
     非常勤:    3 科
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45701,2618,9 生活支援センターえが〒891-0175 099-204-0415特定非営利活動法人　中嶋　隆二 平25.12. 1小   内   皮  診療所
     お　附設えがおクリニ鹿児島市桜ケ丘５丁目１６番地９常　勤:    1障害児フォーラムかご 新規 現存
     ック (医       1)しま　理事長　和田　 平25.12. 1
     朋子
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45801,2623,9 鴨池眼科クリニック 〒890-0067 099-254-0879川畑　悦男 川畑　悦男 平26. 4. 1眼   診療所
     鹿児島市真砂本町１３－３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45901,2624,7 中野内科医院 〒890-0005 099-223-3312医療法人　一会　理事中野　文雄 平26. 4. 1内   リハ 診療所
     鹿児島市下伊敷１丁目５番１号 常　勤:    1長　中野　文雄 組織変更 循環器内科 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
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  46001,2625,4 山口克也内科 〒890-0053 099-210-5811医療法人　山口克也内山口　克也 平26. 4. 1内   診療所
     鹿児島市中央町４－３４　メディ常　勤:    1科　理事長　山口　克 組織変更 循環器内科 現存
     カルミュゼビル中央駅７Ｆ (医       1)也 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46101,2626,2 花野クリニック 〒891-1204 099-802-7011原田　信哉 原田　信哉 平26. 4. 1内   心内 精  診療所
     鹿児島市花野光ケ丘二丁目５０番常　勤:    1 新規 漢方内科、循環現存
     １号 (医       1) 平26. 4. 1器内科、消化器
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46201,2627,0 ひさまつクリニック 〒890-0052 099-298-1230医療法人　平和会　理久松　憲明 平26. 4. 1内   リハ 診療所
     鹿児島市上之園町２１番７号　湖常　勤:    2事長　久松　憲明 組織変更 緩和ケア内科（現存
     城ビル１Ｆ (医       2) 平26. 4. 1内科とは別に追
     非常勤:    5 加）
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46301,2628,8 小田代リハ整形外科ク〒890-0054 099-203-0888小田代　晃治 小田代　晃治 平26. 4. 2整外 リハ リウ診療所
     リニック 鹿児島市荒田１丁目２２番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46401,2630,4 仁愛会クリニック 〒890-0072 099-214-7001医療法人　仁愛会　理﨑元　芳大 平26. 4. 1内   放   診療所
     鹿児島市新栄町２番１号 常　勤:    2事長　﨑元　阿子 新規 老年精神科 現存
     (医       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46501,2631,2 仁愛会病院 〒891-0122 099-210-0201医療法人　仁愛会　理竹永　智 平26. 4. 1一般        40病院
     鹿児島市南栄五丁目１０－１９ 常　勤:    5事長　﨑元　阿子 移動 療養        32現存
     (医       4) 平26. 4. 1内   神内 リハ
     (薬       1) 放   
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46601,2633,8 久保　皮膚科 〒892-0851 099-248-1311久保　秀通 久保　秀通 平26. 5. 1皮   アレ 診療所
     鹿児島市上竜尾町５－１９ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46701,2637,9 メイクリニック 〒890-0053 099-297-6149奥村　晃久 奥村　晃久 平26. 7. 1眼   内   診療所
     鹿児島市中央町１０番地　キャン常　勤:    1 新規 現存
     セビル６階 (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46801,2638,7 こしゃクリニック 〒890-0046 099-203-0511古謝　將一郎 古謝　將一郎 平26. 7. 1婦   診療所
     鹿児島市西田２－２１－３　ＮＵ常　勤:    1 新規 現存
     ビル３階東 (医       1) 平26. 7. 1
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  46901,2639,5 米盛病院 〒890-0062 099-230-0100社会医療法人　緑泉会米盛　公治 平26. 9. 9一般       305病院
     鹿児島市与次郎一丁目７番１号 常　勤:   38　理事長　米盛　公治 移動 整外 リハ リウ現存
     (医      38) 平26. 9. 9麻   外   呼内
     非常勤:   49 脳外 放   小  
     (医      49) 産婦 心外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47001,2640,3 さとみクリニック 〒892-0816 099-219-3336医療法人　薩恵会　理中村　砂登美 平26.10. 1婦   産   内  診療所
     鹿児島市山下町８番３号メディカ常　勤:    1事長　中村　砂登美 組織変更 現存
     ルミュゼビル山下町２階 (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47101,2641,1 松本醫院 〒890-0043 099-252-4181医療法人　英眞会　理松本　英彦 平26.10. 1呼内 内   外  診療所
     鹿児島市鷹師二丁目３番１５号 常　勤:    1事長　松本　英彦 組織変更 胃腸内科 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47201,2643,7 アクラス中央病院 〒890-0031 099-203-0100医療法人　博康会　理中村　俊博 平26.11. 1一般        37病院
     鹿児島市武岡一丁目１２１番５号常　勤:    5事長　中村　俊博 移動 療養        24現存
     (医       5) 平26.11. 1精神        46
     非常勤:    6 内   放   リハ
     (医       5)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47301,2644,5 田村クリニック 〒890-0073 099-256-2222田村　裕道 田村　裕道 平26.11. 1内   外   診療所
     鹿児島市宇宿３丁目２９番１０号常　勤:    1 新規 消化器内科・消現存
     (医       1) 平26.11. 1化器外科・肛門
     非常勤:    1 外科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47401,2645,2 小川耳鼻咽喉科 〒890-0037 099-800-8733医療法人　小川耳鼻咽小川　敬 平26.11. 1耳い 診療所
     鹿児島市広木三丁目５番３号 常　勤:    1喉科　理事長　小川　 移動 現存
     (医       1)敬 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47501,2647,8 眼科　川畑医院 〒890-0052 099-813-0470川畑　篤彦 川畑　篤彦 平26.12.17眼   診療所
     鹿児島市上之園町１９番地２５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.12.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47601,2648,6 榮樂内科クリニック 〒890-0063 099-208-6000医療法人　正隆会　理榮樂　信隆 平27. 1. 1内   リウ 神内診療所
     鹿児島市鴨池１丁目４４番８号 常　勤:    2事長　榮樂　信隆 移動 現存
     (医       2) 平27. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［鹿児島県］

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    58 頁

  47701,2649,4 東開町眼科 〒891-0115 099-260-5355今村　淳一郎 今村　淳一郎 平27. 2. 1眼   診療所
     鹿児島市東開町７番地（イオン３常　勤:    1 新規 現存
     Ｆ） (医       1) 平27. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47801,2651,0 七波クリニック 〒890-0067 099-284-0610公益財団法人　慈愛会鮫島　久子 平27. 3. 2内   診療所
     鹿児島市真砂本町５１番１号ニシ常　勤:    1　理事長　今村　英仁 移動 現存
     ムタスカイマーケット鴨池内テナ(医       1) 平27. 3. 2
     ント 非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47901,2652,8 生協往診クリニック 〒891-0141 099-230-7770鹿児島医療生活協同組木田　博文 平27. 3. 1内   小   診療所
     鹿児島市谷山中央五丁目１４－１常　勤:    1合　理事長　馬渡　耕 新規 現存
     ９日高ビル１階 (医       1)史 平27. 3. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48001,2653,6 山口浩士クリニック内〒892-0828 099-295-6381医療法人　仁輝会　理山口　浩士 平27. 4. 1内   診療所
     科・循環器内科 鹿児島市金生町２番１５号ＭＢＣ常　勤:    1事長　山口　浩士 組織変更 循環器内科 現存
     開発金生ビル２階 (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48101,2654,4 吉野東ホームクリニッ〒892-0871 099-295-0555医療法人　明輝会　理桶谷　眞 平27. 4. 1内   診療所
     ク 鹿児島市吉野町５２０８番地１ 常　勤:    1事長　川上　秀一 新規 消化器内科 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48201,2655,1 辻眼科クリニック 〒891-0143 099-268-3000医療法人　永陽会　理辻　正敏 平27. 4. 1眼   麻   診療所
     鹿児島市和田三丁目２８番１８号常　勤:    1事長　辻　正敏 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48301,2656,9 医療法人　友心会　福〒892-0816 099-222-2783医療法人　友心会　理福元　弘和 平27. 4. 1内   ひ   診療所
     元クリニック 鹿児島市山下町１２－８ｉｎｇ．常　勤:    2事長　福元　弘和 移動 現存
     ＢＬＤ　２階 (医       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48401,2657,7 きた眼科 〒890-0015 099-222-8222医療法人　きた眼科　北　葉月 平27. 4. 1眼   診療所
     鹿児島市草牟田町３番地１２ 常　勤:    1理事長　北　葉月 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48501,2658,5 藤﨑クリニック 〒891-0141 099-202-0700医療法人藤﨑クリニッ藤崎　知文 平27. 4. 1内   診療所
     鹿児島市谷山中央六丁目２３番１常　勤:    1ク　理事長　藤﨑　知 組織変更 糖尿病内科 現存
     １号 (医       1)文 平27. 4. 1
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  48601,2659,3 中川クリニック 〒890-0063 099-252-2928医療法人さつき会　理中川　潔 平27. 4. 1精   心内 内  診療所
     鹿児島市鴨池一丁目１４番２３号常　勤:    1事長　中川　潔 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48701,2660,1 竹之内内科クリニック〒891-0102 099-264-6858医療法人　たけしば会竹之内　彰一 平27. 4. 1内   小   診療所
     鹿児島市星ケ峯１丁目２９番５号常　勤:    1　理事長　竹之内　彰 移動 呼吸器内科　消現存
     (医       1)一 平27. 4. 1化器内科　循環
     器内科　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48801,2661,9 もりやま耳鼻咽喉科 〒890-0034 099-286-6262医療法人社団　もりや森山　一郎 平27. 4. 1耳い アレ 気食診療所
     鹿児島市田上二丁目１５番１１号常　勤:    1ま耳鼻咽喉科　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　森山　一郎 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48901,2662,7 とよやまクリニック 〒890-0082 099-255-2223医療法人　博昭会　理豊山　博信 平27. 4. 1外   診療所
     鹿児島市紫原七丁目１４番３号 常　勤:    1事長　豊山　博信 組織変更 胃腸内科（主科現存
     (医       1) 平27. 4. 1）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49001,2663,5 鹿児島市立病院 〒890-8760 099-230-7000鹿児島市長 坪内　博仁 平27. 5. 1一般       568病院
     (01,3856,0) 鹿児島市上荒田町３７番１号 常　勤:  222 移動 一般（感染） 現存
     (医     218) 平27. 5. 1             6
     (歯       4) 内   神内 呼内
     非常勤:   59 リウ 精   放  
     (医      54) 小外 整外 形外
     (歯       5) 脳外 皮   ひ  
     産婦 眼   耳い
     歯   歯外 麻  
     病理 小   
     消化器内科、循
     環器内科、新生
     児内科、消化器
     外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49101,2664,3 ゆみレディースクリニ〒892-0827 099-222-8777簗詰　友美 簗詰　友美 平27. 5. 1婦   産   診療所
     ック 鹿児島市中町４番６号ワンダフル常　勤:    1 新規 現存
     ビル２階 (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49201,2666,8 新杏クリニック 〒890-0073 099-257-2255宮原　大輔 宮原　大輔 平27. 7. 1内   診療所
     鹿児島市宇宿３丁目４１番１号 常　勤:    3 新規 循環器内科、心現存
     (医       3) 平27. 7. 1臓血管外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  49301,2667,6 田代内科 〒890-0046 099-251-2127田代　仁 田代　仁 平27. 9. 1内   循   消  診療所
     鹿児島市西田３－４－５ 常　勤:    1 交代 漢方内科 現存
     (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49401,2669,2 メンタルヘルスかごし〒892-0842 099-223-7700医療法人　鑑朗会　理大迫　政智 平27.10. 1精   心内 診療所
     ま中央クリニック 鹿児島市東千石町１３番１９号２常　勤:    1事長　大迫　政智 移動 現存
     階 (医       1) 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49501,2671,8 ゆあさこどもクリニッ〒890-0073 099-284-7277医療法人　由貴会　理湯浅　由啓 平27.10. 1小   診療所
     ク 鹿児島市宇宿八丁目８番２５号 常　勤:    1事長　湯浅　由啓 組織変更 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49601,2672,6 整形外科　玉里温泉ク〒890-0005 099-222-5208医療法人　光透葉　理鮫島　浩司 平27.10. 1整外 リハ リウ診療所
     リニック 鹿児島市下伊敷１丁目８番１８号常　勤:    1事長　鮫島　浩司 組織変更 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49701,2673,4 うえの内科・循環器内〒892-0816 099-295-6677医療法人　ＵＨＣ　理上野　博史 平27.10. 1内   診療所
     科クリニック 鹿児島市山下町８番３号３階 常　勤:    2事長　上野　博史 組織変更 循環器内科、糖現存
     (医       2) 平27.10. 1尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49801,2674,2 さかき脳神経外科 〒891-0105 099-298-5400医療法人　さかき脳神榊　正剛 平27.10. 1脳外 神内 診療所
     鹿児島市中山町２１７６番２ 常　勤:    1経外科　理事長　榊　 組織変更 現存
     (医       1)正剛 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49901,2675,9 ふくざこクリニック 〒892-0828 099-224-7000医療法人共助会　理事福迫　博 平27.12. 1心内 精   診療所
     鹿児島市金生町６番９号金生ビル常　勤:    1長　日笠山　大介 新規 現存
     ４階 (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50001,2677,5 在宅医療大徳クリニッ〒890-0073 099-254-8011医療法人　三愛会　理大德　恭久 平27.12. 1内   リハ 診療所
     ク 鹿児島市宇宿一丁目４１番１４号常　勤:    1事長　川村　英俊 新規 循環器内科 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50101,2679,1 きいれセントラルクリ〒891-0203 099-345-1888医療法人　参天会　理新田　則孝 平28. 1.21一般        19診療所
     ニック 鹿児島市喜入町６０７４番地１ 常　勤:    2事長　新田　則孝 新規 内   外   小  現存
     (医       2) 平28. 1.21呼内 リハ 整外
     非常勤:    8 放   
     (医       8) 胃腸内科、循環
     器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50201,2680,9 うのきクリニック 〒892-0826 099-213-9222鵜木　康資 鵜木　康資 平28. 3.22婦   診療所
     鹿児島市呉服町３－６山口ビル１常　勤:    1 新規 漢方婦人科 現存
     階 (医       1) 平28. 3.22
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  50301,2681,7 国東内科小児科 〒892-0844 099-224-6958國東　幹夫 國東　幹夫 平28. 1.30内   小   診療所
     鹿児島市山之口町６番１０号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 1.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50401,2682,5 西田そよ風クリニック〒890-0042 099-298-5614医療法人　有隣会　理山元　滋樹 平28. 4.18内   呼内 神内診療所
     鹿児島市薬師二丁目２７番７号 常　勤:    1事長　植村　健吾 新規 現存
     (医       1) 平28. 4.18
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50501,2683,3 千年メディカルクリニ〒890-0001 099-294-9199医療法人社団永和会　中島　隆宏 平28. 4. 1内   脳内 呼内診療所
     ック 鹿児島市千年二丁目１１番１４号常　勤:    3理事長　木下　正嘉 新規 アレ リハ 現存
     １階 (医       3) 平28. 4. 1糖尿病内科　循
     非常勤:    4 環器内科
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50601,2685,8 くりの整形クリニック〒890-0037 099-201-0010医療法人　新緑会　理栗野　浩宣 平28. 4. 1整外 内   リハ診療所
     鹿児島市広木二丁目３８番１５号常　勤:    1事長　栗野　浩宣 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50701,2686,6 内科・消化器内科　勝〒890-0053 099-812-8252医療法人　浩仁会　理勝山　俊浩 平28. 4. 1内   診療所
     山クリニック 鹿児島市中央町２２番地１６アエ常　勤:    1事長　勝山　俊浩 組織変更 消化器内科 現存
     ールプラザ３Ｆ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50801,2687,4 ひらやま脳神経外科 〒890-0055 099-297-5588平山　貴久 平山　貴久 平28. 4.22脳外 診療所
     鹿児島市上荒田町２６番１９号－常　勤:    1 新規 現存
     ２Ｆ (医       1) 平28. 4.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50901,2688,2 ファミリードクター　〒891-0151 099-261-9530中島　泰廣 中島　泰廣 平28. 5. 1精   心内 内  診療所
     中島クリニック 鹿児島市光山１丁目１１番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51001,2689,0 中央町泌尿器科 〒890-0053 099-214-3400新村　研二 新村　研二 平28. 5. 6ひ   診療所
     鹿児島市中央町３２番３７号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51101,2691,6 スリジエこころのクリ〒890-0069 099-208-0606髙橋　多鶴子 髙橋　多鶴子 平28. 5. 1心内 精   内  診療所
     ニック 鹿児島市南郡元町６－１６－２Ｆ常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  51201,2692,4 ラグーナ診療所 〒892-0847 099-219-9730森越　まや 森越　まや 平28. 6.20精   心内 診療所
     鹿児島市西千石町３番２６イース常　勤:    1 新規 現存
     ト朝日ビル３Ｆ (医       1) 平28. 6.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51301,2693,2 西蔭メディカルクリニ〒892-0842 099-223-1000医療法人　誠和会　理西蔭　誠二 平28. 6. 8内   形外 診療所
     ック 鹿児島市東千石町６番２８号２階常　勤:    2事長　西蔭　誠二 移動 血管外科　美容現存
     (医       2) 平28. 6. 8皮膚科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51401,2695,7 やはたウィメンズクリ〒890-0056 099-254-3661楠元　博彦 楠元　博彦 平28. 7. 1産婦 診療所
     ニック 鹿児島市下荒田３丁目３０番７号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51501,2696,5 まさやクリニック 〒891-0104 099-230-0764立棒　雅也 立棒　雅也 平28. 7. 1内   心内 眼  診療所
     鹿児島市山田町３８０１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51601,2699,9 こうづま老年内科 〒892-0837 099-227-0831上妻　博文 上妻　博文 平28. 8. 1老年内科（主た診療所
     鹿児島市甲突町１５番５号こうか常　勤:    1 新規 る診療科）、循現存
     マンション１階 (医       1) 平28. 8. 1環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51701,2700,5 しょこらクリニック 〒890-0082 099-800-3954医療法人ショコラ　理西本　紀一郎 平28.10. 1内   精   診療所
     鹿児島市紫原四丁目３２番２０号常　勤:    1事長　西本　紀一郎 組織変更 腎臓内科、老年現存
     (医       1) 平28.10. 1内科、糖尿病内
     非常勤:    2 科
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51801,2702,1 鹿児島園田眼科・形成〒890-0053 099-210-5311医療法人　明星会　理園田　恭志 平28.11. 1眼   形外 診療所
     外科 鹿児島市中央町２９番地４ 常　勤:    3事長　園田　康治 新規 現存
     (医       3) 平28.11. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51901,2703,9 迫田晃郎クリニック 〒890-0054 099-253-5320医療法人　至愛会　理迫田　晃郎 平28.11. 1外   内   診療所
     鹿児島市荒田二丁目４１番５号 常　勤:    1事長　迫田　晃郎 移動 （主：消化器外現存
     (医       1) 平28.11. 1科）、消化器内
     非常勤:    2 科
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52001,2704,7 吉井消化器内科クリニ〒890-0014 099-226-7272医療法人　草心会　理吉井　紘興 平29. 1. 1内   診療所
     ック 鹿児島市草牟田二丁目１０番２号常　勤:    3事長　吉井　紘興 新規 消化器内科、肝現存
     吉井クリニックビル３階 (医       3) 平29. 1. 1臓内科、内視鏡
     内科、肛門外科
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  52101,2706,2 厚地リハビリテーショ〒892-0841 099-226-1288医療法人　慈風会　理轟木　耕司 平29. 3. 1一般        50病院
     ン病院 鹿児島市照国町１３番３７号 常　勤:    6事長　厚地　正道 移動 リハ 神内 内  現存
     (医       5) 平29. 3. 1
     (薬       1)
     非常勤:   25
     (医      25)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52201,2708,8 くらのメンタルクリニ〒891-0113 099-813-8338倉野　裕 倉野　裕 平29. 4.14精   心内 診療所
     ック 鹿児島市東谷山６丁目３７番１号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52301,2709,6 まごころ内科クリニッ〒890-0073 099-298-5531早川　仁 早川　仁 平29. 4. 1内   神内 呼内診療所
     ク 鹿児島市宇宿４丁目３５番１７号常　勤:    1 移動 アレ 現存
     (医       1) 平29. 4. 1血液内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52401,2710,4 栃木隆男クリニック 〒890-0073 099-813-8111栃木　隆男 栃木　隆男 平29. 4. 1内   呼内 アレ診療所
     鹿児島市宇宿２丁目２５－３０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52501,2711,2 北迫心療内科クリニッ〒892-0842 099-299-1550医療法人　ＭＳＪ　理北迫　周郎 平29. 4. 1心内 精   診療所
     ク 鹿児島市東千石町２－１４プレー常　勤:    1事長　北迫　周郎 組織変更 現存
     ル東千石１階 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52601,2713,8 たちばないいやまクリ〒890-0055 099-251-2528飯山　伊三郎 飯山　伊三郎 平29. 5. 1内   診療所
     ニック 鹿児島市上荒田町３３番５号 常　勤:    2 新規 循環器内科 現存
     (医       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52701,2714,6 らららこどもクリニッ〒890-0053 099-813-8170医療法人　永利歯科医渡邉　健二 平29. 5.15小   診療所
     ク 鹿児島市中央町３２番地３７　２常　勤:    1院　理事長　永利　英 新規 現存
     階 (医       1)之 平29. 5.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52801,2715,3 アリーナサイド牧医院〒890-0023 099-251-3300牧　光紘 牧　光紘 平29. 6. 1内   呼内 外  診療所
     鹿児島市永吉二丁目１１番１号 常　勤:    2 新規 糖尿病内科、消現存
     (医       2) 平29. 6. 1化器内科、循環
     非常勤:    1 器内科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52901,2716,1 堂園メディカルハウス〒890-0052 099-254-1864堂園　晴彦 堂園　晴彦 平29. 6. 1内   産婦 皮  診療所
     鹿児島市上之園町３番地１ 常　勤:    1 新規 精   小   現存
     (医       1) 平29. 6. 1
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  53001,2717,9 鹿児島みなみ眼科 〒891-0104 099-230-7878医療法人　玲伸会　理田畑　賀章 平29. 6. 1一般        10診療所
     鹿児島市山田町１６４１番地１ 常　勤:    1事長　田畑　賀章 移動 眼   現存
     (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53101,2718,7 迫口医院 〒891-0175 099-264-2161迫口　良美 迫口　良美 平29. 7. 1内   小   外  診療所
     鹿児島市桜ケ丘２丁目１０番地１常　勤:    1 新規 小外 現存
     ９ (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53201,2719,5 ナカノ在宅医療クリニ〒890-0008 099-218-3300医療法人ナカノ会　理中野　一司 平29. 6. 1内   呼内 皮  診療所
     ック 鹿児島市伊敷３丁目１４番８号 常　勤:    4事長　中野　一司 移動 循環器内科、消現存
     (医       4) 平29. 6. 1化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53301,2720,3 春山クリニック 〒890-0046 099-298-5029春山　勝紀 春山　勝紀 平29. 8. 1外   形外 皮  診療所
     鹿児島市西田２－３－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53401,2721,1 松山医院 〒891-1231 099-238-2552医療法人　松山医院　松山　義人 平29. 8.15外   内   診療所
     鹿児島市小山田町９３７４番地 常　勤:    1理事長　松山　義人 新規 胃腸内科、乳腺現存
     (医       1) 平29. 8.15外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53501,2722,9 シモノクリニック 〒892-0815 099-219-5355下野　健治 下野　健治 平29. 8. 1内   診療所
     鹿児島市易居町６番４号 常　勤:    1 移動 消化器内科 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53601,2724,5 中野眼科 〒890-0034 099-230-0088医療法人　妃英会　理中野　哲郎 平29.10. 1眼   診療所
     鹿児島市田上二丁目３２番７号 常　勤:    1事長　中野　哲郎 組織変更 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53701,2725,2 豊島小児科 〒891-0104 099-265-3511医療法人　良生会　理豊島　光雄 平29.10. 1小   診療所
     鹿児島市山田町３４０８番地６ 常　勤:    1事長　豊島　光雄 組織変更 現存
     (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53801,2726,0 今村小児科アレルギー〒890-0073 099-251-8315医療法人　よつば会　今村　直人 平29.10. 1小   アレ 診療所
     科 鹿児島市宇宿一丁目２６番２０号常　勤:    1理事長　今村　直人 組織変更 現存
     (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  53901,2727,8 くさの記念病院 〒890-0034 099-256-2233社会医療法人　緑泉会草野　力 平29.10. 1一般        70病院
     鹿児島市田上二丁目２７番１７号常　勤:    2　理事長　米盛　公治 新規 外   内   麻  現存
     (医       2) 平29.10. 1胃腸内科、消化
     非常勤:    3 器外科、肛門外
     (医       3) 科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54001,2728,6 ちゅうざん皮ふ科 〒891-0105 099-813-8145浜田　哲 浜田　哲 平29.11.20皮   診療所
     鹿児島市中山町１９１７番地１ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平29.11.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54101,2729,4 しぶや甲状腺クリニッ〒892-0847 099-222-1001渋谷　寛 渋谷　寛 平30. 1. 1内   外   診療所
     ク 鹿児島市西千石町３－２６イース常　勤:    1 新規 現存
     ト朝日ビル２０２号 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54201,2730,2 あかつきＡＲＴクリニ〒890-0053 099-296-8177永川　暁子 永川　暁子 平30. 2. 1産婦人科（不妊診療所
     ック 鹿児島市中央町４番３４－４０１常　勤:    1 新規 治療・生殖医療現存
     号 (医       1) 平30. 2. 1）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54301,2731,0 猿渡ひふ科クリニック〒890-0055 099-800-6604医療法人　邦友会　理猿渡　浩 平30. 1. 5皮   診療所
     鹿児島市上荒田町２３番８号 常　勤:    1事長　猿渡　浩 移動 現存
     (医       1) 平30. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54401,2732,8 三月田クリニック 〒892-0847 099-226-2170医療法人　心身会　理三月田　洋一 平30. 3. 1精   心内 診療所
     鹿児島市西千石町１２－１１ 常　勤:    1事長　三月田　洋一 移動 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54501,2733,6 荒田ひふ科クリニック〒890-0054 099-812-1112医療法人　風優佳　理島田　祥子 平30. 4. 1皮   アレ 診療所
     鹿児島市荒田二丁目３９番１６号常　勤:    1事長　島田　祥子 新規 美容皮膚科 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54601,2734,4 浜田クリニック 〒891-0141 099-267-2300濵田　長輝 濵田　長輝 平30. 4. 1外   診療所
     鹿児島市谷山中央１丁目４１０４常　勤:    1 新規 胃腸内科（主た現存
     －１４レジリエント・ハマダ１階(医       1) 平30. 4. 1る診療科）、肛
     門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54701,2735,1 厚地かもいけクリニッ〒890-0068 099-252-5525医療法人　慈風会　理山中　英賢 平30. 4. 1内   神内 脳外診療所
     ク 鹿児島市東郡元町１１番６号 常　勤:    1事長　厚地　正道 新規 リハ 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  54801,2736,9 ひなたクリニック 〒891-0141 099-813-8780医療法人　千寿会　理中井　秀典 平30. 4. 1内   外   麻  診療所
     鹿児島市谷山中央五丁目３９－１常　勤:    1事長　中井　秀典 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54901,2737,7 睦園　医務室 〒892-0871 099-244-5588社会福祉法人　厚生会仲尾　嘉之 平30. 4. 1内   診療所
     鹿児島市吉野町６０７７番地５６常　勤:    1　理事長　田村　雅彦 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55001,2738,5 なおこ胃腸内科クリニ〒890-0042 099-252-5001坪内　直子 坪内　直子 平30. 5. 1内   診療所
     ック 鹿児島市薬師２丁目４３－３２井常　勤:    1 新規 主たる診療科：現存
     上ビル２Ｆ (医       1) 平30. 5. 1消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55101,2739,3 鹿児島厚生連病院 〒890-0062 099-252-2228鹿児島県厚生農業協同前之原　茂穂 平30. 5. 1一般       184病院
     鹿児島市与次郎一丁目１３番１号常　勤:   50組合連合会　代表理事 移動 内   外   放  現存
     (医      39)理事長　前田　敏郎 平30. 5. 1リハ 麻   眼  
     (薬      11) 耳い 精   呼内
     非常勤:   28 呼外 病理 
     (医      28) 肝臓内科、糖尿
     病内科、腎臓内
     科、消化器外科
     、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55201,2740,1 おとなとこどもの整形〒890-0063 099-813-8757桶谷　寛 桶谷　寛 平30. 5.26整外 リハ 診療所
     外科　おけたにクリニ鹿児島市鴨池１丁目３１－６ＤＥ常　勤:    1 新規 小児整形外科 現存
     ック ＬＰＨＩ鴨池Ⅰ　１階 (医       1) 平30. 5.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55301,2741,9 増田クリニック 〒892-0845 099-219-1155医療法人　増田クリニ増田　彰則 平30. 5. 1心内 内   精  診療所
     鹿児島市樋之口町２－２４ 常　勤:    1ック　理事長　増田　 移動 リハ 現存
     (医       1)彰則 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55403,1011,4 メンタルホスピタル鹿〒893-0037 0994(42)3155公益社団法人　いちょ小林　憲史 昭32.10. 1精神       230病院
     屋 鹿屋市田崎町１０４３－１番地 常　勤:    6うの樹　理事長　佐藤 精   神   現存
     (医       5)　大輔 平29.10. 1
     (薬       1)
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  55503,1012,2 医療法人　仁心会　西〒893-0064 0994(43)1783医療法人　仁心会　理厚地　良幸 昭32.10. 1精神       150病院
     原保養院 鹿屋市西原二丁目２９番２２号 常　勤:    4事長　松下　兼介 精   心内 神  現存
     (医       4) 平29.10. 1内   
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55603,1067,6 幸田　内科 〒893-0014 0994(43)5000幸田　高峰 幸田　高峰 昭59. 2.15リウ 循   胃  診療所
     鹿屋市寿四丁目１－３０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55703,1077,5 西原クリニック 〒893-0064 0994(43)4195医療法人　拡海会　理白濱　浩司 昭62. 4. 1一般        19診療所
     鹿屋市西原一丁目２３番３号 常　勤:    1事長　白濱　浩司 外   呼外 リハ休止
     (医       1) 平29. 4. 1内   麻   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55803,1080,9 桑波田産婦人科 〒893-0004 0994-41-0303医療法人　桑波田　産桑波田　理樹 平元.10. 1一般        19診療所
     鹿屋市朝日町７－１７ 常　勤:    1婦人科　理事長　桑波 産婦 現存
     (医       1)田　理樹 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55903,1081,7 末次内科循環器科 〒893-0062 0994(43)2331医療法人　祐慶会　理末次　哲朗 平元.10. 1循   内   消  診療所
     鹿屋市新生町８－６ 常　勤:    1事長　末次　和郎 現存
     (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56003,1084,1 園田クリニック 〒893-0022 0994(43)8181医療法人　彩苑会　園園田　勝男 平元.10. 1内   放   診療所
     鹿屋市旭原町３６２７－４ 常　勤:    2田クリニック　理事長 現存
     (医       2)　園田　勝男 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56103,1088,2 あべまつ　眼科医院 〒893-0009 0994(42)0101医療法人　一幸会　理棈松　一郎 平 2. 1. 1一般        15診療所
     鹿屋市大手町３番８号 常　勤:    2事長　棈松　一郎 眼   現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56203,1091,6 森田胃腸科内科医院 〒893-0065 0994(40)2822医療法人　敬尚会　理森田　俊一 平 2. 1. 1胃   内   呼  診療所
     鹿屋市郷之原町１２４００番地４常　勤:    2事長　森田　俊一 放   現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  56303,1092,4 中原クリニック 〒893-0046 0994(48)2011医療法人　天信会　理中原　晋一 平 2. 7. 2一般         9診療所
     鹿屋市横山町１５８７－２ 常　勤:    1事長　中原　晋一 療養         6現存
     (医       1) 平29. 7. 2内   呼   胃  
     循   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56403,1094,0 池田病院 〒893-0024 0994(43)3434医療法人　青仁会　理池田　大輔 平 2.12. 1一般        91病院
     (03,3060,5) 鹿屋市下祓川町１８３０番地 常　勤:   20事長　池田　徹 療養        98現存
     (医      18) 平29.12. 1内   整外 神内
     (歯       2) 放   リハ リウ
     非常勤:   58 歯   呼内 脳外
     (医      57) 外   麻   
     (歯       1) 乳腺外科、脊髄
     ・脊髄外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56503,1097,3 桜ケ丘病院 〒893-0064 0994(44)8686医療法人　大徳会　理楯林　義寛 平 3. 4. 1療養        11病院
     鹿屋市西原４丁目１５番５号 常　勤:    3事長　楯林　義寛 精神       104現存
     (医       3) 平30. 4. 1精   神   内  
     非常勤:    6
     (医       5)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56603,1098,1 柳井谷　耳鼻咽喉科医〒893-0014 0994(40)1133医療法人　柳井谷耳鼻柳井谷　巧 平 3. 4. 1耳い 診療所
     院 鹿屋市寿３丁目６番４２号 常　勤:    1咽喉科医院　理事長　 現存
     (医       1)柳井谷　巧 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56703,1099,9 前田内科 〒893-0002 0994(42)2175医療法人　前田　内科前田　稔廣 平 3. 5. 1一般        17診療所
     鹿屋市本町４番２号 常　勤:    1　理事長　前田　稔廣 内   呼内 リハ現存
     (医       1) 平30. 5. 1循環器内科
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56803,1103,9 鮫島整形外科病院 〒893-0014 0994(43)2535医療法人　恵仁会　理鮫島　貞仁 平 3.10. 1療養        32病院
     鹿屋市寿１丁目１番１号 常　勤:    2事長　鮫島　貞仁 整外 リハ リウ現存
     (医       2) 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56903,1107,0 平和台病院 〒893-0014 0994-42-2889医療法人　和敬会　理斉之平　公士 平 4.10. 1精神       169病院
     鹿屋市寿４丁目１－４３ 常　勤:    2事長　斉之平　公士 精   神   現存
     (医       2) 平28.10. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  57003,1108,8 隈本皮膚科 〒893-0014 0994(44)9470医療法人　蒼龍会　理隈本　亨 平 5. 4. 1皮   診療所
     鹿屋市寿８丁目１６－４８ 常　勤:    1事長　隈本　亨 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57103,1110,4 福田病院 〒893-0014 0994(43)4191医療法人　明昌会　理福田　恒典 平 5.10. 1療養        58病院
     鹿屋市寿三丁目１１－２ 常　勤:    3事長　福田　恒典 内   胃   循  現存
     (医       3) 平29.10. 1リハ 小   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57203,1113,8 いまがま　眼科医院 〒893-0014 0994(41)6688今釜　秀一 今釜　秀一 平 6. 1.17一般         6診療所
     鹿屋市寿５丁目２６－１９ 常　勤:    1 眼   現存
     (医       1) 平30. 1.17
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57303,1114,6 田之上　眼科医院 〒893-0007 0994(43)2025医療法人　田之上眼科田之上　誠 平 6. 4. 1眼   診療所
     鹿屋市北田町６－１４ 常　勤:    1医院　理事長　田之上 現存
     (医       1)　誠 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57403,1115,3 村上整形外科医院 〒893-0057 0994(41)2511医療法人　エレファ　村上　潔 平 6. 4. 1一般        19診療所
     鹿屋市今坂町１２５７２－７ 常　勤:    1理事長　村上　潔 整外 リハ リウ現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57503,1116,1 寺﨑　皮膚科 〒893-0008 0994(43)2886医療法人　清渓会　理寺崎　健治朗 平 6. 4. 1皮   診療所
     鹿屋市西大手町７番９号 常　勤:    2事長　寺崎　健治朗 現存
     (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57603,1119,5 長﨑内科 〒893-0023 0994(43)2195医療法人　おさしお会長﨑　治能 平 6.10. 1一般        10診療所
     鹿屋市笠之原町４９番１９号 　理事長　長﨑　治能 療養         9現存
     平24.10. 1内   循   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57703,1120,3 こだま小児科 〒893-0023 0994(41)5111医療法人　こだま　小児玉　昭彦 平 6.10. 1内   小   診療所
     鹿屋市笠之原町２９番２４号 常　勤:    1児科　理事長　児玉　 現存
     (医       1)昭彦 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57803,1121,1 寿レディースクリニッ〒893-0014 0994(43)3244医療法人　寿圭会　理渕之上　祥徳 平 6.10. 1一般        19診療所
     ク 鹿屋市寿７丁目１番３５号 常　勤:    2事長　渕之上　祥德 産婦 現存
     (医       2) 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  57903,1122,9 大手町クリニック 〒893-0008 0994(44)7060医療法人　慧愛会　理仮屋　知 平 6.10. 1一般        19診療所
     鹿屋市西大手町５番３号 常　勤:    1事長　仮屋　知 ひ   現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58003,1123,7 伊東クリニック 〒893-0013 0994-43-3500伊東　博英 伊東　博英 平 7. 1.18一般        19診療所
     鹿屋市札元２丁目３７７３番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 1.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58103,1126,0 大隅鹿屋病院 〒893-0015 0994(40)1111社会医療法人　鹿児島中山　義博 平 7. 4. 1一般       391病院
     (03,3064,7) 鹿屋市新川町６０８１番地１ 常　勤:   30愛心会　理事長　鈴木 組織変更 内   リウ 小  現存
     (医      28)　隆夫 平28. 4. 1外   整外 脳外
     (歯       2) 心外 ひ   耳い
     非常勤:   51 リハ 放   歯外
     (医      49) 形外 麻   呼外
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58203,1128,6 ひろた　耳鼻咽喉科 〒893-0013 0994-42-4133医療法人　ひろた耳鼻廣田　常治 平 8. 4. 1耳い アレ 診療所
     鹿屋市札元２丁目３８０８番地１常　勤:    2咽喉科　理事長　廣田 組織変更 現存
     (医       2)　常治 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58303,1129,4 浜崎　クリニック 〒893-0006 0994-43-3305医療法人　正和会　理濱崎　正和 平 8. 4. 1内   消   診療所
     鹿屋市向江町２５番２６号 常　勤:    1事長　濱崎　正和 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58403,1133,6 医療法人　中塩　医院〒893-0064 0994-43-2489医療法人　中塩医院　中塩　一 平 9. 4. 1一般         5診療所
     鹿屋市西原１丁目１３番１５号 常　勤:    2理事長　中塩　一 組織変更 内   小   胃  現存
     (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58503,1135,1 平瀬外科・耳鼻咽喉科〒893-0007 0994-43-3431医療法人　平瀬外科・平瀬　博之 平 9.10. 1一般         7診療所
     鹿屋市北田町７番１号 常　勤:    2耳鼻咽喉科　理事長　 組織変更 療養        12現存
     (医       2)平瀬　純之助 平24.10. 1胃   外   整外
     放   耳い 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58603,1138,5 医療法人　みどり会　〒893-0032 0994-43-2282医療法人　みどり会　渡辺　惇泰 平10. 4. 1療養        18診療所
     渡辺内科 鹿屋市川西町４５１１番地３ 常　勤:    1理事長　渡辺　惇泰 組織変更 内   胃   循  現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58703,1139,3 小林クリニック 〒893-0061 0994-41-0700医療法人　小林クリニ小林　泰之 平10. 4. 1一般        18診療所
     鹿屋市上谷町５番３０号 常　勤:    2ック　理事長　小林泰 組織変更 外   内   現存
     (医       2)之 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  58803,1141,9 鹿屋ひ尿器科 〒893-0015 0994-41-3600医療法人　英幸会　理松元　貢 平10. 8. 1一般        20病院
     鹿屋市新川町１３２番地４ 常　勤:    3事長　才田　博幸 その他 ひ   現存
     (医       3) 平28. 8. 1
     非常勤:    3
     (医       2)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58903,1142,7 井ノ上病院 〒893-0012 0994-42-5275医療法人　碧仁会　理飯隈　忠仁 平10. 9. 1療養        60病院
     鹿屋市王子町３９８０番地１ 常　勤:    3事長　飯隈　忠仁 移動 内   外   整外現存
     (医       3) 平28. 9. 1婦   リハ 放  
     非常勤:    9 心内 
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59003,1143,5 医療法人　鶴朋会　よ〒893-0032 0994-31-1700医療法人　鶴朋会　理吉留　鶴久 平10.10. 1一般        19診療所
     しどめ整形外科 鹿屋市川西町３６１３ー１ 常　勤:    1事長　吉留　鶴久 組織変更 整外 リハ リウ現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59103,1144,3 徳田脳神経外科病院 〒893-0011 0994-44-1119医療法人　秋津会　理諸木　浩一 平10.10. 1一般        34病院
     鹿屋市打馬１丁目１１２４８番地常　勤:    6事長　徳田　元 組織変更 療養        36現存
     １ (医       5) 平28.10. 1脳外 神内 内  
     (薬       1) リハ 
     非常勤:   19
     (医      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59203,1147,6 そえじまクリニック 〒893-0022 0994-41-6800医療法人　悠祥会　理副島　淳一 平11. 4. 1一般        19診療所
     鹿屋市旭原町３６４５番地１ 常　勤:    1事長　副島　淳一 組織変更 内   胃   外  現存
     (医       1) 平29. 4. 1整外 こう リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59303,1148,4 いわもと耳鼻咽喉科医〒893-0022 0994-43-8733医療法人　いわもと耳岩元　正広 平11.10. 1耳い 診療所
     院 鹿屋市旭原町３６４４ー７ 常　勤:    1鼻咽喉科医院　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　岩元　正広 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59403,1149,2 恒心会おぐら病院 〒893-0023 0994-44-7171社会医療法人　恒心会小倉　修 平11.11.27一般       116病院
     鹿屋市笠之原町２７番２２号 常　勤:   21　理事長　小倉　雅 新規 療養       100現存
     (医      19) 平29.11.27整外 外   内  
     (薬       2) 神内 リハ 放  
     非常勤:   51 リウ 形外 小外
     (医      51) 麻   婦   心内
     精   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59503,1150,0 いしかわ耳鼻咽喉科 〒893-0005 0994-43-3387医療法人　恵真会　理石川　勉 平12. 4. 1一般         3診療所
     鹿屋市共栄町１０ー６ 常　勤:    1事長　石川　勉 組織変更 耳い 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
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  59603,1152,6 井上眼科 〒893-0013 0994-40-0001医療法人　井上眼科　井上　達郎 平13. 4. 1一般         4診療所
     鹿屋市札元１ー６ー２３ 常　勤:    1理事長　井上　達郎 組織変更 眼   現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59703,1153,4 吉重内科消化器科 〒893-0008 0994-41-3100医療法人　幸和会　理吉重　康幸 平13. 4. 1一般         2診療所
     鹿屋市西大手町２ー５ 常　勤:    1事長　吉重　康幸 組織変更 内   消   現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59803,1156,7 児玉上前共立病院 〒893-0014 0994-43-2510医療法人　千一会　理兒玉　千早 平13.10. 1療養        33病院
     鹿屋市寿５丁目２番３９号 常　勤:    4事長　児玉　千早 組織変更 内   呼   消  現存
     (医       4) 平25.10. 1循   小   皮  
     放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59903,1159,1 せぐち整形外科 〒893-0007 0994-40-9200医療法人　昌成会　理瀬口　昌敏 平14. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     鹿屋市北田町８番２０号 常　勤:    1事長　瀬口　昌敏 組織変更 麻   現存
     (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60003,1160,9 王産婦人科医院 〒893-0014 0994-44-5610医療法人　王産婦人科王谷　英仁 平14.10. 1一般        19診療所
     鹿屋市寿４丁目６番４４号 常　勤:    1　理事長　王谷　英仁 組織変更 産婦 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60103,1161,7 まつだこどもクリニッ〒893-0064 0994-52-0507医療法人　あきなお会松田　幸久 平14.10. 1小   診療所
     ク 鹿屋市西原二丁目３５番３号 常　勤:    1　理事長　松田　幸久 組織変更 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60203,1162,5 たんぽぽクリニック 〒893-0032 0994-42-6778有村　俊寛 有村　俊寛 平15. 2. 1外   診療所
     鹿屋市川西町３９９０番７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60303,1163,3 えとう小児科 〒893-0013 0994-40-3700江藤　豪 江藤　豪 平15. 8.10小   診療所
     鹿屋市札元２丁目３７７１番地７常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 8.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60403,1164,1 田村脳神経外科クリニ〒893-0032 0994-41-7100医療法人ゆうか田村脳田村　正年 平15.10. 1脳外 神内 内  診療所
     ック 鹿屋市川西町４４７５番地３ 常　勤:    1神経外科クリニック　 組織変更 リハ 精   現存
     (医       1)理事長　田村　正年 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60503,1165,8 はるしま整形外科クリ〒893-0022 0994-41-2211春島　正美 春島　正美 平15.11. 7一般         1診療所
     ニック 鹿屋市旭原町２５７２番２ 常　勤:    1 新規 整外 リハ 内  現存
     (医       1) 平27.11. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  60603,1166,6 検見崎病院 〒893-0064 0994-43-2991医療法人　樹緑会　理検見崎　博樹 平16. 4. 1一般        46病院
     鹿屋市西原１丁目２番１号 常　勤:    2事長　検見﨑　博樹 組織変更 外   内   現存
     (医       2) 平28. 4. 1（選択項目ない
     非常勤:    4 ためここに入力
     (医       3) ）乳腺外科、消
     (薬       1) 化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60703,1167,4 おひさまこどもクリニ〒893-0015 0994-42-7822寳滿　誠 寳滿　誠 平16. 5. 1小   アレ 診療所
     ック 鹿屋市新川町６０９番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60803,1170,8 みやぞのクリニック 〒893-0037 0994-40-4600医療法人　芳春会　理宮園　芳孝 平17.11. 1内   循   診療所
     鹿屋市田崎町２１８４番９ 常　勤:    1事長　宮園　芳孝 組織変更 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60903,1171,6 市成　内科クリニック〒899-8511 099-485-1122徳留　雄二 徳留　雄二 平 4. 3. 3内   小   皮  診療所
     鹿屋市輝北町市成１１４８番地５常　勤:    1 リハ 休止
     (医       1) 平28. 3. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61003,1172,4 ゆうあい　クリニック〒893-0201 0994-86-0110徳留　雄二 徳留　雄二 平10. 1. 1内   小   皮  診療所
     鹿屋市輝北町上百引２１０２番地常　勤:    1 新規 リハ 現存
     ３ (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61103,1173,2 みどり明星クリニック〒899-8511 099-485-1911社会福祉法人　紘徳会吉元　和浩 平11. 4. 2内   外   リハ診療所
     鹿屋市輝北町市成２１１９番地２常　勤:    1　理事長　吉元　和浩 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61203,1179,9 入佐内科 〒893-1103 0994(58)7006医療法人　誠心会　理入佐　宗一 平 4.10. 1内   呼   消  診療所
     鹿屋市吾平町麓３４８番地１ 常　勤:    1事長　入佐　宗一 循   現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61303,1180,7 小浜クリニック 〒893-1101 0994(58)6025医療法人　常慈会　理小濱　常昭 平 5. 4. 1内   皮   ひ  診療所
     鹿屋市吾平町上名１０番地 常　勤:    1事長　小濱　常昭 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61403,1181,5 東條医院 〒893-1604 0994-63-7377医療法人　東條医院　東條　祐治 平 8.10. 1療養        19診療所
     鹿屋市串良町下小原３１０５番地常　勤:    1理事長　東條　祐治 組織変更 内   小   休止
     ２ (医       1) 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61503,1184,9 内村産婦人科 〒893-1603 0994-63-2521医療法人　内村産婦人内村　道隆 平12. 4. 1一般        19診療所
     鹿屋市串良町岡崎２０７０ 常　勤:    1科　理事長　内村　道 組織変更 産婦 外   現存
     (医       1)隆 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  61603,1185,6 福留クリニック 〒893-1605 0994-63-1200福留　重明 福留　重明 平13.12. 4内   呼   消  診療所
     鹿屋市串良町上小原３０４６ 常　勤:    1 新規 循   リハ 現存
     (医       1) 平25.12. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61703,1186,4 黎明脳神経外科医院 〒893-1605 0994-63-7878土田　英司 土田　英司 平14. 3. 4一般        19診療所
     鹿屋市串良町上小原字武左ヱ門迫常　勤:    2 新規 脳外 神内 リハ現存
     ３５００番１ (医       2) 平26. 3. 4婦   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61803,1191,4 花田整形外科・リウマ〒893-1602 0994-63-1379医療法人　道成会　理花田　能成 平18. 4. 1一般 診療所
     チ科医院 鹿屋市串良町有里１番地１ 常　勤:    1事長　花田　能成 組織変更     一般    19現存
     (医       1) 平30. 4. 1整外 リウ 外  
     内   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61903,1196,3 風の村クリニック 〒893-0055 0994-36-7000波江野　力 波江野　力 平19. 7.21内   呼   消  診療所
     鹿屋市野里町２５１４番地 常　勤:    1 新規 胃   循   外  現存
     (医       1) 平25. 7.21リハ 放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62003,1197,1 かのや東病院 〒893-0023 0994-42-3111医療法人　伸和会　理石踊　伸矢 平20. 4. 1一般 病院
     鹿屋市笠之原町２９２３番地１号常　勤:    4事長　石踊　二矢 組織変更     一般    28現存
     (医       3) 平26. 4. 1療養
     (薬       1)     療養    28
     非常勤:    7 内   外   整外
     (医       7) 形外 リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62103,1198,9 おばま医院 〒893-0014 0994-42-5235医療法人　朋愛会　理小濱　康彦 平20. 9. 1一般        19診療所
     鹿屋市寿２丁目２番１号 常　勤:    2事長　小濱　康彦 その他 内   小   ひ  現存
     (医       2) 平26. 9. 1耳い 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62203,1199,7 吾平クリニック 〒893-1103 0994-58-5555社会医療法人　鹿児島中田　徹 平20.12. 1内   外   リハ診療所
     鹿屋市吾平町麓３３２２番地１ 常　勤:    1愛心会　理事長　鈴木 組織変更 現存
     (医       1)　隆夫 平26.12. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62303,1202,9 やのファミリークリニ〒893-0014 0994-43-6248医療法人ＹＦＣ　理事矢野　常広 平22. 4. 1一般 診療所
     ック 鹿屋市寿４丁目１１番２２号 常　勤:    2長　矢野　常広 組織変更     一般     2現存
     (医       2) 平28. 4. 1小   内   小外
     外   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62403,1203,7 大隅広域夜間急病セン〒893-0005 0994-45-4119鹿屋市 池田　徹 平23. 4. 1内   小   診療所
     ター 鹿屋市共栄町１４番１８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:   53
     (医      53)
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  62503,1204,5 おおうら皮ふ科 〒893-0067 0994-40-0111寺﨑　祐太朗 寺﨑　祐太朗 平23. 4. 1皮   診療所
     鹿屋市大浦町１３９９２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62603,1205,2 鹿屋在宅支援診療所 〒893-0022 0994-45-5844原田　努 原田　努 平23. 7. 1内   脳外 診療所
     鹿屋市旭原町３６０８番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62703,1206,0 医療法人　鹿屋ハート〒893-0013 0994-41-8100医療法人　鹿屋ハート新井　英和 平24.10. 1一般 診療所
     センター 鹿屋市札元２丁目３７４６ー８ 常　勤:    1センター　理事長　新 組織変更     一般    19現存
     (医       1)井　英和 平24.10. 1内   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62803,1210,2 的場クリニック 〒893-0064 0994-45-7282的場　公男 的場　公男 平27. 4. 1内   外   小  診療所
     鹿屋市西原４丁目１０番地３８号常　勤:    1 新規 小児外科 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62903,1211,0 まちのお医者さん 〒893-0014 0994-40-7801医療法人　紡倫会　理白石　匡史 平28.10. 1内   神内 診療所
     鹿屋市寿五丁目２６番３８号 常　勤:    1事長　白石　匡史 組織変更 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63004,1007,0 医療法人　厚生会　小〒898-0003 0993(72)2226医療法人　厚生会　理小原　壮一 昭32.10. 1一般       118病院
     原病院 枕崎市折口町１０９ 常　勤:    8事長　小原　該一 外   整外 脳外現存
     (医       7) 平29.10. 1内   呼外 婦  
     (薬       1) 放   リハ こう
     非常勤:   53 神内 ひ   麻  
     (医      53)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63104,1009,6 医療法人　明星会　園〒898-0031 0993(72)0165医療法人　明星会　理園田　真也 昭32.10. 1一般        28病院
     田病院 枕崎市緑町２１９番地 常　勤:    2事長　園田　康治 眼   現存
     (医       2) 平29.10. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63204,1011,2 枕崎市立病院 〒898-0031 0993(72)0303枕崎市長 佐々木　健 昭32. 7. 1一般        20病院
     枕崎市日之出町２３０番 常　勤:    2 療養        35現存
     (医       1) 平29. 7. 1内   
     (薬       1)
     非常勤:   38
     (医      38)



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［鹿児島県］

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    76 頁

  63304,1026,0 医療法人　敬生会　久〒898-0004 0993(72)3155医療法人　敬生会　理北薗　亨 昭50. 4. 1一般        50病院
     木田整形外科病院 枕崎市港町１１３ 常　勤:    3事長　吉見　洋士 整外 リハ リウ現存
     (医       3) 平29. 4. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63404,1033,6 立神リハビリテーショ〒898-0024 0993(72)7711医療法人　厚生会　理竹下　明子 平元. 4. 1療養       110病院
     ン温泉病院 枕崎市火之神町６２０番地 常　勤:    3事長　小原　該一 内   リハ 現存
     (医       2) 平28. 4. 1
     (薬       1)
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63504,1040,1 神園ひふ科クリニック〒898-0012 0993(73)2121神園　政行 神園　政行 平 5. 8. 9皮   診療所
     枕崎市千代田町２２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 8. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63604,1041,9 松山医院 〒898-0017 0993(72)5050松山　博文 松山　博文 平 6. 1. 1耳い 気食 アレ診療所
     枕崎市住吉町１１９番地 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63704,1042,7 社会医療法人聖医会　〒898-0011 0993(72)1351社会医療法人　聖医会牧角　寛郎 平 6.10. 1一般        81病院
     (04,3026,4) サザン・リージョン病枕崎市緑町２２０ 常　勤:   14　理事長　牧角　寛郎 療養        50現存
     院 (医      11) 平24.10. 1外   内   消  
     (歯       1) 胃   循   放  
     (薬       2) 呼   こう 麻  
     非常勤:   44 ひ   リハ 神内
     (医      43) 耳い 婦   眼  
     (薬       1) 歯   矯歯 小歯
     歯外 脳外 整外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63804,1043,5 ウエルフェア九州病院〒898-0089 0993-72-0055社会医療法人　慈生会鮫島　稔弥 平 8. 2. 1精神       191病院
     枕崎市白沢北町１９１番地 常　勤:    8　理事長　鮫島　秀弥 移動 精   心内 内  現存
     (医       7) 平29. 2. 1
     (薬       1)
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63904,1044,3 枕崎こどもクリニック〒898-0001 0993-58-1085中園　伸一 中園　伸一 平 9. 2. 3小   アレ 診療所
     枕崎市松之尾町１５番 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 2. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  64004,1045,0 みなとクリニック 〒898-0004 0993-72-3156医療法人　敬生会　理濱田　隆 平11.12. 1整外 リハ リウ診療所
     枕崎市港町１０９番地 常　勤:    1事長　吉見　洋士 新規 現存
     (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64104,1046,8 竹さこ医院 〒898-0002 0993-73-2610竹迫　俊二 竹迫　俊二 平12. 1. 1婦   産   内  診療所
     枕崎市汐見町９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64204,1047,6 尾辻病院 〒898-0017 0993-72-5001医療法人　二三和会　尾辻　和彦 平13.10. 1療養        36病院
     枕崎市住吉町６０番地 常　勤:    2尾辻病院　理事長　尾 組織変更 外   整外 胃  現存
     (医       2)辻和彦 平25.10. 1リハ 麻   
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64304,1048,4 国見内科医院 〒898-0003 0993-72-0066國見　聡宏 國見　聡宏 平14. 7. 1一般        19診療所
     枕崎市折口町５３番地 常　勤:    1 新規 内   循   現存
     (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64404,1049,2 茅野内科医院 〒898-0017 0993-72-1006茅野　哲郎 茅野　哲郎 平14. 8. 1内   胃   循  診療所
     枕崎市住吉町４１番地 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64504,1050,0 溝口クリニック 〒898-0017 0993-73-5330溝口　亮 溝口　亮 平15. 7. 1呼   内   診療所
     枕崎市住吉町４８番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64604,1052,6 にしだ泌尿器科 〒898-0016 0993-73-5556医療法人　もがし会　西田　盛男 平19. 4. 1一般 診療所
     枕崎市高見町１４番１ 常　勤:    1理事長　西田　盛男 組織変更     一般    13現存
     (医       1) 平25. 4. 1ひ   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64704,1053,4 森産婦人科 〒898-0015 0993-72-2134医療法人　ラフォーレ森　明人 平21.12. 1一般 診療所
     枕崎市西本町１８１番地 常　勤:    2　理事長　森　明人 組織変更     一般    19現存
     (医       2) 平27.12. 1産婦 
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64804,1054,2 有山内科 〒898-0054 0993-72-5811医療法人　輝陽会　理有山　巌 平26. 4. 1内   診療所
     枕崎市鹿篭麓町３３番地 常　勤:    2事長　有山　巌 組織変更 現存
     (医       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  64906,1008,3 阿久根市国民健康保険〒899-1741 0996-74-0054阿久根市長 永田　和弥 昭37. 4. 1内   診療所
     　大川　診療所 阿久根市大川８２２４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65006,1027,3 内山病院 〒899-1622 0996(73)1551社会医療法人　昴和会古郷　米次郎 昭55.11. 1療養        99病院
     阿久根市高松町２２ 常　勤:    9　理事長　古郷　米次 内   外   ひ  現存
     (医       7)郎 平28.11. 1神内 放   リハ
     (薬       2)
     非常勤:   16
     (医      15)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65106,1037,2 出水郡医師会広域医療〒899-1611 0996(73)1331公益社団法人　出水郡今村　博 平元.10. 1一般       222病院
     センター 阿久根市赤瀬川４５１３ 常　勤:   21医師会　会長　來仙　 内   神内 放  現存
     (医      21)隆洋 平28.10. 1外   小外 整外
     非常勤:   25 脳外 麻   ひ  
     (医      25) 耳い リハ 眼  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65206,1039,8 林胃腸科外科 〒899-1624 0996(73)3639医療法人　熊杏会　理林　干城 平 3. 1. 1内   消   外  診療所
     阿久根市大丸町８６番地 常　勤:    1事長　林　干城 こう リハ 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65306,1040,6 植村整形外科 〒899-1611 0996(72)1041医療法人　忠成会　理植村　忠一 平 3. 1. 1整外 リハ 診療所
     阿久根市赤瀬川４３０３－１ 常　勤:    1事長　植村　忠一 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65406,1041,4 有村産婦人科内科 〒899-1616 0996(73)4180医療法人　有成会　理有村　徹 平 3.10. 1一般         4診療所
     阿久根市栄町１２７番地３号 常　勤:    1事長　有村　徹 療養        14現存
     (医       1) 平24.10. 1内   小   皮  
     非常勤:    3 産婦 
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65506,1045,5 上園医院 〒899-1621 0996(73)1055医療法人　吉清会　理上園　孝 平 5.10. 1内   消   診療所
     阿久根市本町１５２番地 常　勤:    1事長　上園　孝 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65606,1049,7 山田クリニック 〒899-1621 0996-72-0420医療法人　仁和会　理山田　和彦 平 7.10. 1内   消   小  診療所
     阿久根市本町６３番地 常　勤:    2事長　山田　和彦 組織変更 外   こう リハ現存
     (医       2) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  65706,1052,1 阿久根眼科 〒899-1621 0996-72-0040医療法人　阿久根眼科伊比　健児 平 9. 4. 1一般        10診療所
     阿久根市本町１２７番地 常　勤:    1　理事長　伊比　健児 移動 眼   現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65806,1055,4 脇本病院 〒899-1131 0996-75-2121医療法人　互舎会　理松元　寛仁 平10. 4. 1精神       185病院
     阿久根市脇本９０９３番地２ 常　勤:    4事長　松元寛仁 組織変更 精   神   内  現存
     (医       3) 平28. 4. 1
     (薬       1)
     非常勤:    6
     (医       5)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65906,1058,8 北国医院 〒899-1621 0996-72-0016医療法人　圭陽会　理北国　敏 平10.11. 1療養        19診療所
     阿久根市本町１８４番地 常　勤:    1事長　北国　敏 組織変更 外   胃   小  現存
     (医       1) 平28.11. 1整外 リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66006,1059,6 鶴見医院 〒899-1626 0996-73-0553高野　卓二 高野　卓二 平11. 4. 1一般        19診療所
     阿久根市鶴見町１１９番地 常　勤:    1 組織変更 内   呼   消  現存
     (医       1) 平29. 4. 1循   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66106,1061,2 しみずこども医院 〒899-1611 0996-68-0633清水　貴士 清水　貴士 平18.11. 7小   診療所
     阿久根市赤瀬川３８８０－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66206,1062,0 門松医院 〒899-1626 0996-64-6100医療法人　健民　理事門松　民夫 平19. 4. 1内   呼   消  診療所
     阿久根市鶴見町２０３番地 常　勤:    1長　門松　民夫 組織変更 外   こう 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66306,1064,6 いまむらクリニック 〒899-1628 0996-73-1700医療法人　優翔会　理今村　章 平22. 4. 1ひ   内   診療所
     阿久根市塩鶴町二丁目１２３番地常　勤:    1事長　今村　章 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66406,1065,3 黒木医院 〒899-1131 0996-75-0200医療法人　黒木会　理黒木　康文 平28. 8.16一般        18診療所
     阿久根市脇本７４０３－１ 常　勤:    1事長　黒木　康文 移動 内   外   現存
     (医       1) 平28. 8.16胃腸内科
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  66508,1011,3 出水総合医療センター〒899-0131 0996(67)1611出水市長 瀬戸　弘 昭32. 7. 1一般       270病院
     出水市明神町５２０ 常　勤:   25 一般（感染） 現存
     (医      21) 平29. 7. 1             4
     (薬       4) 内   神内 呼内
     非常勤:   16 小   外   整外
     (医      15) 皮   婦   放  
     (薬       1) 脳外 眼   麻  
     ひ   リハ 呼外
     消化器内科、循
     環器内科、糖尿
     病・代謝内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66608,1037,8 出水病院 〒899-0204 0996(62)0419医療法人　公盡会　理今村　圭介 昭54. 7. 1精神       240病院
     (08,3059,6) 出水市麓町２９番１号 常　勤:    8事長　今村　圭介 内   精   心内現存
     (医       8) 平24. 7. 1歯   
     非常勤:   12
     (医       7)
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66708,1045,1 吉井中央病院 〒899-0217 0996(62)3111医療法人　吉祥会　理吉井　八郎 昭59. 2. 1療養        93病院
     出水市平和町３３６ 常　勤:    2事長　吉井　八郎 内   外   整外現存
     (医       2) 平29. 2. 1リハ 
     非常勤:   16
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66808,1049,3 医療法人　三徳会　東〒899-0126 0996(67)1861医療法人　三徳会　理東　午郎 昭63.11. 1一般        19診療所
     医院 出水市六月田町３６０番地 常　勤:    4事長　東　午郎 内   麻   整外現存
     (医       4) 平24.11. 1こう リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66908,1050,1 医療法人　孝徳会　楠〒899-0217 0996(62)8600医療法人　孝徳会　理楠元　孝幸 昭63.11. 1内   小   心内診療所
     (08,3056,2) 元内科医院 出水市平和町２２４番地 常　勤:    3事長　楠元　孝幸 歯   矯歯 小歯現存
     (医       1) 平24.11. 1歯外 
     (歯       2)
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67008,1051,9 医療法人　健仁会　平〒899-0212 0996(62)8801医療法人　健仁会　理平田　健作 昭63.11. 1整外 リハ 麻  診療所
     田　整形外科クリニッ出水市上知識町８５６番地 常　勤:    1事長　平田　健作 リウ 現存
     ク (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67108,1053,5 福元医院 〒899-0121 0996(67)3200医療法人　博翠会　理福元　修 平元.10. 1一般        19診療所
     出水市米ノ津町３－３０ 常　勤:    2事長　福元　修 内   循   現存
     (医       1) 平28.10. 1
     (薬       1)
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  67208,1054,3 クリニック．なかむら〒899-0206 0996(62)0241医療法人　英風会　理中村　直英 平元.10. 1内   消   外  診療所
     出水市向江町２番１５号 常　勤:    1事長　中村　直英 呼   現存
     (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67308,1055,0 吉田　耳鼻咽喉科医院〒899-0205 0996(62)0170医療法人　吉田会　理吉田　重彦 平 2. 4. 1耳   い   気食診療所
     出水市本町３番５号 常　勤:    2事長　吉田　重弘 現存
     (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67408,1056,8 二宮医院 〒899-0205 0996(62)0167医療法人　二宮医院　二宮　信幸 平 2. 9. 1一般         7診療所
     出水市本町４－４５ 常　勤:    1理事長　二宮　信幸 療養         6現存
     (医       1) 平29. 9. 1小   内   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67508,1057,6 広瀬産婦人科医院 〒899-0202 0996(62)1559医療法人　広瀬産婦人広瀬　正典 平 3. 1. 1一般        19診療所
     出水市昭和町１５番２０号 常　勤:    1科医院　理事長　広瀬 産婦 内   現存
     (医       1)　正典 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67608,1061,8 福永内科循環器科 〒899-0206 0996(62)8200医療法人　秀成会　理福永　秀哲 平 5.10. 1内   呼   胃  診療所
     出水市向江町１３番２８号 常　勤:    1事長　福永　秀哲 消   循   現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67708,1063,4 しもぞのクリニック 〒899-0214 0996(63)8300医療法人　恵愛会　理下園　勇人 平 6.10. 1一般        19診療所
     出水市五万石町８０２ 常　勤:    1事長　下園　勇人 内   胃   麻  現存
     (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67808,1066,7 市川　医院 〒899-0201 0996-63-3151医療法人　市川医院　市川　大輔 平 9. 4. 1耳い 診療所
     出水市緑町４３番４１号 常　勤:    1理事長　市川　大輔 組織変更 アレルギー科 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67908,1072,5 境田医院 〒899-0121 0996-67-2600境田　通泰 境田　通泰 平12. 1. 1一般        15診療所
     出水市米ノ津町３５番２０号 常　勤:    1 交代 療養         4現存
     (医       1) 平30. 1. 1産婦 内   外  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68008,1077,4 つかさとクリニック 〒899-0132 0996-67-5560医療法人　誠祐会　理塚里　孝和 平16.11. 1内   神内 呼  診療所
     出水市下知識町１５１８番地１ 常　勤:    1事長　塚里　孝和 組織変更 消   現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  68108,1078,2 西出水眼科 〒899-0212 0996-62-8810吉村　清利 郷　奈々子 平17. 4. 1眼   診療所
     出水市上知識町８１５番 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68208,1080,8 キッズクリニック 〒899-0206 0996-63-7707医療法人　幸仁会　理四位　昭人 平17. 8. 1小   内   診療所
     出水市向江町１９番２４号 常　勤:    1事長　四位　昭人 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68308,1082,4 よう皮ふ科医院 〒899-0217 0996-63-1112医療法人社団　桜寿会葉　著寿 平17.11. 1皮   診療所
     出水市平和町１３３番地１ 常　勤:    1　理事長　葉　著寿 組織変更 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68408,1086,5 来仙医院 〒899-0502 0996(84)2005医療法人　来仙　医院來仙　隆洋 平 3.10. 1一般         7診療所
     出水市野田町下名６９０９ 常　勤:    1　理事長　来仙　隆洋 療養         6現存
     (医       1) 平24.10. 1内   小   外  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68508,1089,9 奥田蘇明会医院 〒899-0401 0996-82-3998医療法人　蘇明会　理山下　昇三 平 7. 4. 1内   精   神  診療所
     出水市高尾野町大久保１３番地 常　勤:    1事長　山下　昇三 組織変更 皮   現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68608,1093,1 出水郡医師会立第二病〒899-0402 0996-82-5900公益社団法人　出水郡田辺　元 平11.10. 1療養       161病院
     院 出水市高尾野町柴引２５７４番地常　勤:    4医師会　会長　來仙　 新規 内   リハ 現存
     (医       4)隆洋 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68708,1096,4 三慶医院 〒899-0203 0996-63-2333医療法人　お茶の水北新冨　義侯 平18. 9.21内   神内 小  診療所
     出水市上鯖淵１９６６ 常　勤:    1洲会　理事長　新冨　 新規 放   現存
     (医       1)義侯 平24. 9.21
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68808,1098,0 恒吉医院 〒899-0402 0996-82-0048医療法人　恒心　理事恒吉　礼三 平19. 4. 1内   消   診療所
     出水市高尾野町柴引１５１５ 常　勤:    1長　恒吉　礼三 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68908,1099,8 整形外科　ばばぐちク〒899-0126 0996-64-8260医療法人　三乃会　理馬場口　泰宏 平19. 4. 1整外 リハ 診療所
     リニック 出水市六月田町７１１ 常　勤:    1事長　馬場口　泰宏 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  69008,1101,2 せき耳鼻咽喉科クリニ〒899-0216 0996-64-1187医療法人　大生会　理関　大八郎 平19. 4. 1耳い アレ 気食診療所
     ック 出水市大野原町７１ 常　勤:    1事長　関　大八郎 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69108,1103,8 おかだクリニック 〒899-0202 0996-63-7011医療法人　Ｕ・ＭＥ　岡田　富志 平19. 4. 1内   放   診療所
     出水市昭和町４５番１号 常　勤:    1理事長　岡田　富志 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69208,1104,6 よしだ泌尿器科クリニ〒899-0125 0996-63-7800医療法人　透仁会　理吉田　二郎 平19. 4. 1一般 診療所
     ック 出水市黄金町４２７－１ 常　勤:    1事長　吉田　二郎 組織変更     一般    19現存
     (医       1) 平25. 4. 1ひ   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69308,1106,1 出水総合医療センター〒899-0501 0996-84-2023出水市長 内村　忍 平20. 4. 1内   呼   消  診療所
     野田診療所 出水市野田町上名６１０３ 常　勤:    1 新規 循   現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69408,1108,7 林泌尿器科クリニック〒899-0131 0996-64-8800医療法人　豊腎会　理林　豊秀 平20.11. 1一般 診療所
     出水市明神町２３５５ 常　勤:    2事長　林　豊秀 組織変更     一般    19現存
     (医       2) 平26.11. 1ひ   内   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69508,1109,5 出水眼科 〒899-0202 0996-62-8350藤井　智仁 藤井　智仁 平21. 4. 1眼   診療所
     出水市昭和町２６－６ 常　勤:    2 移動 現存
     (医       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69608,1110,3 荘記念病院 〒899-0405 0996-82-3113医療法人　互舎会　理西脇　知永 平22. 2. 1精神 病院
     出水市高尾野町下水流８６２番地常　勤:    3事長　松元　寛仁 組織変更     精神   120現存
     １ (医       3) 平28. 2. 1精   内   神内
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69708,1113,7 さくら通りクリニック〒899-0217 0996-62-2311医療法人　山本会　理山本　正昭 平22. 4. 1脳外 神内 リハ診療所
     出水市平和町２２８ 常　勤:    1事長　山本　正昭 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69808,1114,5 出水総合医療センター〒899-0401 0996-82-0017出水市長 西元寺　秀明 平23.10. 1一般 診療所
     高尾野診療所 出水市高尾野町大久保３８１６－常　勤:    2 新規     一般    19現存
     ２８ (医       2) 平29.10. 1外   内   麻  
     非常勤:    8 脳外 
     (医       8)
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  69908,1115,2 わかすぎ皮フ科クリニ〒899-0207 0996-64-1313医療法人　若杉会　理若杉　正司 平24. 4. 1皮   形外 アレ診療所
     ック 出水市中央町１３９０ 常　勤:    1事長　若杉　正司 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70008,1116,0 みらいクリニック 〒899-0212 0996-79-3775医療法人　みらいクリ福田　雅隆 平24. 8.11内   診療所
     出水市上知識町５４９ 常　勤:    1ニック　理事長　野島 新規 現存
     (医       1)　政男 平24. 8.11
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70108,1117,8 友愛クリニック 〒899-0401 0996-64-2101医療法人　結心会　理中山　雅春 平24.10. 1内   診療所
     出水市高尾野町大久保２０１２番常　勤:    1事長　山里　愛深 組織変更 現存
     地１ (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70208,1118,6 前田こころとからだの〒899-0205 0996-79-4551前田　卓郎 前田　卓郎 平25. 5. 7心内 内   精  診療所
     クリニック 出水市本町６番１０号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70308,1119,4 こどもクリニック永松〒899-0217 0996-64-1500医療法人三省会　理事永松　省三 平27. 4. 1小   内   アレ診療所
     出水市平和町２５番地２ 常　勤:    1長　永松　省三 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70408,1120,2 米ノ津メンタルクリニ〒899-0121 0996-68-8081阿邉山　千晴 阿邉山　千晴 平30. 6. 1心内 精   診療所
     ック 出水市米ノ津町２０番２２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70510,1025,9 医療法人　浩然会　指〒891-0402 0993(22)3295医療法人　浩然会　理大重　和典 昭42.10. 1一般        27病院
     宿浩然会病院 指宿市十町１１４５ 常　勤:    8事長　大重　太真男 療養       111現存
     (医       6) 平24.10. 1内   リハ 神内
     (薬       2)
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70610,1027,5 医療法人　三心会　西〒891-0403 0993(22)3352医療法人　三心会　理西田　正彰 昭46. 5.15精神       156病院
     田病院 指宿市十二町２１０５番地１ 常　勤:    6事長　西田　正彰 精   心内 内  現存
     (医       3) 平28. 5.15
     (薬       3)
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  70710,1035,8 指宿竹元病院 〒891-0304 0993(23)2311医療法人　全隆会　理竹元　隆英 昭55. 2. 1療養        26病院
     指宿市東方７５３１番地 常　勤:    7事長　竹元　隆英 精神       185現存
     (医       6) 平28. 2. 1内   精   心内
     (薬       1) リハ 
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70810,1037,4 医療法人　明正会　今〒891-0402 0993(22)2710医療法人　明正会　理今林　正典 昭55.11. 1一般        50病院
     林整形外科病院 指宿市十町３５２－２ 常　勤:    9事長　今林　正典 療養        60現存
     (医       7) 平28.11. 1整外 リハ リウ
     (薬       2)
     非常勤:   20
     (医      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70910,1050,7 永田　耳鼻咽喉科医院〒891-0401 0993(22)2327永田　和人 永田　和人 昭63. 1. 4耳い 診療所
     指宿市大牟礼一丁目１番１５号 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71010,1051,5 北薗産婦人科クリニッ〒891-0401 0993(24)3177北薗　正大 北薗　正大 平元. 6. 1一般        12診療所
     ク 指宿市大牟礼４丁目１６－２８ 常　勤:    1 産婦 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71110,1055,6 福元医院 〒891-0401 0993(22)3053医療法人　柏木会　理福元　良英 平 2. 1. 1一般        19診療所
     指宿市大牟礼一丁目３２番２４号常　勤:    1事長　福元　良英 内   小   整外現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71210,1058,0 高橋眼科医院 〒891-0405 0993-23-3266医療法人　明光　理事高橋　正孝 平 4. 4. 1眼   診療所
     指宿市湊１丁目１１番４５号 常　勤:    1長　高橋　正孝 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71310,1059,8 南記念クリニック 〒891-0401 0993(23)3730医療法人　圭裕会　理南　幸弘 平 4. 4. 1一般    診療所
     指宿市大牟礼３丁目２４番１５号常　勤:    1事長　南　幸弘 療養    現存
     (医       1) 平28. 4. 1内   整外 眼  
     非常勤:    5 放   麻   精  
     (医       5) 循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71410,1060,6 生駒外科医院 〒891-0405 0993(22)3059医療法人　回生会　理生駒　明 平 4.10. 1一般        19診療所
     指宿市湊２丁目２３番２０号 常　勤:    2事長　生駒　茂 外   内   皮  現存
     (医       2) 平28.10. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
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  71510,1062,2 上村内科クリニック 〒891-0403 0993(22)5033医療法人　愛徳会　理上村　徳郎 平 5. 4. 1一般        19診療所
     指宿市十二町５０３－６ 常　勤:    2事長　上村　徳郎 内   現存
     (医       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71610,1064,8 田畑　クリニック 〒891-0402 0993(24)5131医療法人　微笑会　理島元　裕一 平 6.10. 1内   呼   胃  診療所
     指宿市十町２４０６番地１ 常　勤:    4事長　田畑　傳次郎 循   外   リハ休止
     (医       3) 平24.10. 1放   皮   
     (薬       1)
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71710,1065,5 外村クリニック 〒891-0404 0993-24-3770外村　慶蔵 外村　慶蔵 平 8. 5. 1ひ   内   診療所
     指宿市東方１０２４４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71810,1070,5 指宿さがら病院 〒891-0406 0993-22-3079医療法人　晃和会　理相良　晃一 平10. 4. 1療養 病院
     指宿市湯の浜一丁目１１番２９号常　勤:    4事長　相良　晃一 組織変更     療養   100現存
     (医       3) 平28. 4. 1内   外   リハ
     (薬       1) 放   神内 
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71910,1076,2 いぶすき内科 〒891-0402 0993-23-3239医療法人　南星会　理湯通堂　敏郎 平11.10. 1内   診療所
     指宿市十町２３２１番地１ 常　勤:    2事長　湯通堂　敏郎 組織変更 現存
     (医       2) 平29.10. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72010,1080,4 岩下眼科医院 〒891-0405 0993-23-3959岩下　正美 岩下　正美 平13. 8. 1一般 診療所
     指宿市湊２丁目１１番１号 常　勤:    1 交代     一般    15現存
     (医       1) 平25. 8. 1眼   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72110,1083,8 宇宿ひふ科クリニック〒891-0402 0993-22-1412医療法人　悠温会　理宇宿　一成 平14.10. 1皮   診療所
     指宿市十町９１２番地１ 常　勤:    1事長　宇宿　一成 組織変更 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72210,1084,6 長野整形外科クリニッ〒891-0403 0993-23-3291長野　祐一 長野　祐一 平14.11. 1整外 リハ リウ診療所
     ク 指宿市十二町３６２６－６ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26.11. 1
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  72310,1085,3 指宿脳神経外科 〒891-0404 0993-27-1177医療法人　天和会　理増田　次俊 平16. 5. 1一般        17診療所
     指宿市東方８７１４番地２１ 常　勤:    1事長　増田　次俊 組織変更 療養         2現存
     (医       1) 平28. 5. 1脳外 リハ 放  
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72410,1087,9 いわもと耳鼻咽喉科ク〒891-0304 0993-27-1515岩元　光明 岩元　光明 平16.11.13耳い 診療所
     リニック 指宿市東方８７１４－２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72510,1088,7 クリニックリハビリ菜〒891-0402 0993-22-5500医療法人　明正会　理今林　正明 平17. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     の花 指宿市十町４６０ 常　勤:    1事長　今林　正典 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72610,1091,1 医療法人　慈光会　宮〒891-0603 0993(32)2001医療法人　慈光会　理宮薗　尊仁 昭39. 6. 1療養        66病院
     薗病院 指宿市開聞十町１２６６ 常　勤:    4事長　宮薗　尊仁 内   小   外  現存
     (医       3) 平30. 6. 1婦   放   神内
     (薬       1)
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72710,1096,0 濵田洋一郎　医院 〒891-0602 0993-32-2614濵田　洋一郎 濵田　洋一郎 平 9.10. 1外   内   小  診療所
     指宿市開聞川尻４９２０番５ 常　勤:    1 新規 皮ひ 整外 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72810,1098,6 赤崎病院 〒891-0604 0993-32-2011医療法人　赤崎会　理赤崎　安隆 平11.10. 1精神       150病院
     指宿市開聞仙田２３０７ 常　勤:    6事長　赤崎　安隆 組織変更 精   内   現存
     (医       4) 平29.10. 1
     (薬       2)
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72910,1101,8 橋口医院 〒891-0513 0993-35-0022医療法人橋口医院　理橋口　尚文 平15.10. 1一般        19診療所
     指宿市山川岡児ケ水３５７番地 常　勤:    1事長　橋口　尚文 組織変更 内   消   小  現存
     (医       1) 平27.10. 1放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73010,1102,6 肥後胃腸科クリニック〒891-0514 099-335-2148肥後　平一郎 肥後　平一郎 平16. 3. 1内   胃   消  診療所
     指宿市山川大山２９４８ 常　勤:    2 交代 外   皮   現存
     (医       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［鹿児島県］

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    88 頁

  73110,1107,5 こどもの森小児科クリ〒891-0404 0993-27-1010医療法人　バンビーノ森　浩純 平18.11. 1小   診療所
     ニック 指宿市東方８３２０－４ 常　勤:    1　理事長　森　浩純 組織変更 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73210,1109,1 メディポリス国際陽子〒891-0304 0993-23-5188一般社団法人メディポ荻野　尚 平19. 6. 5一般 診療所
     線治療センター 指宿市東方４４２３番地 常　勤:    4リス医学研究所　理事 新規     一般    19現存
     (医       3)長　永田　良一 平25. 6. 5放   
     (薬       1)
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73310,1112,5 開聞クリニック 〒891-0603 0993-32-5800社会医療法人　鹿児島大田　健司 平20.12. 1一般 診療所
     指宿市開聞十町１２９４－２ 常　勤:    2愛心会　理事長　鈴木 組織変更     一般    13現存
     (医       2)　隆夫 平26.12. 1療養
     非常勤:    7     療養     6
     (医       7) 内   小   外  
     整外 皮   眼  
     耳い リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73410,1113,3 山川病院 〒891-0515 0993-35-3800社会医療法人　鹿児島野口　修二 平20.12. 1一般 病院
     指宿市山川小川１５７１ 常　勤:    3愛心会　理事長　鈴木 組織変更     一般    89現存
     (医       3)　隆夫 平26.12. 1内   外   整外
     非常勤:   12 脳外 心内 リハ
     (医      12) 眼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73510,1118,2 小吉胃腸科クリニック〒891-0405 0993-24-2011永井　志郎 永井　志郎 平22. 4. 1内   診療所
     指宿市湊１丁目４番１５号 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73610,1120,8 伊藤記念病院 〒891-0304 0993-24-4466医療法人　世光会　理田代　克也 平22. 5. 1療養 病院
     指宿市東方３６７ 常　勤:    1事長　伊藤　令子 移動     療養    43現存
     (医       1) 平28. 5. 1内   神内 循  
     非常勤:    5 皮ひ リハ 
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73710,1122,4 池田診療所 〒891-0312 0993-26-2101医療法人　開南　理事宮田　敬博 平23.10. 1内   外   小  診療所
     指宿市池田３９５７番地 常　勤:    1長　宮田　敬博 組織変更 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  73810,1124,0 木之下クリニック 〒891-0405 0993-23-3940医療法人きぼう　理事木之下　藤郎 平25. 4. 1一般 診療所
     指宿市湊１丁目１２－６３ 常　勤:    2長　木之下　藤郎 組織変更     一般    13現存
     (医       2) 平25. 4. 1療養
         療養     6
     外   内   こう
     皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73910,1125,7 指宿おおしげ内科 〒891-0403 0993-23-0788医療法人　指宿おおし大重　勝彦 平27. 1. 1内   呼   小  診療所
     指宿市十二町２１８８－７ 常　勤:    1げ内科　理事長　大重 組織変更 消化器内科 現存
     (医       1)　勝彦 平27. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74010,1126,5 大重内科 〒891-0506 0993-34-1003大重　力 大重　力 平27. 1. 1内   診療所
     指宿市山川金生町４３ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74110,1128,1 肥後内科クリニック 〒891-0403 0993-22-4148医療法人　柳水会　理肥後　高春 平29. 7. 1一般        19診療所
     指宿市十二町２１５７－１ 常　勤:    1事長　肥後　高春 新規 内   小   放  現存
     (医       1) 平29. 7. 1呼内 
     非常勤:    1 胃腸内科、循環
     (医       1) 器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74210,1129,9 幸南クリニック 〒891-0311 0993-25-6090医療法人　慧　理事長松元　渉 平29.10. 1内   神内 診療所
     指宿市西方６７３３番地 常　勤:    1　松元　渉 組織変更 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74313,1017,0 社会医療法人　義順顕〒891-3101 09972(2)0960社会医療法人　義順顕髙尾　尊身 昭57. 8. 1一般       202病院
     彰会　種子島医療セン西之表市西之表７４６３ 常　勤:   26彰会　理事長　田上　 一般（感染） 現存
     ター (医      26)寛容 平24. 8. 1             2
     非常勤:   66 内   小   外  
     (医      66) 整外 脳外 皮  
     ひ   耳い リハ
     放   眼   麻  
     心内 呼内 リウ
     神内 
     肝臓・胆のう・
     膵臓外科、乳腺
     ・甲状腺外科、
     肝臓内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  74413,1024,6 井元医院 〒891-3113 09972(2)0075井元　孝章 井元　孝章 平 3. 9. 1内   神内 診療所
     西之表市東町２０番地 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74513,1026,1 松崎医院 〒891-3111 0997-23-2455医療法人　松崎医院　松崎　俊道 平 6. 4. 1内   胃   診療所
     西之表市西町６９７６番地２ 常　勤:    1理事長　松崎　俊道 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74613,1027,9 中目医院 〒891-3101 09972(3)0350医療法人　中目　医院中目　真彦 平 6.10. 1一般        18診療所
     (13,3011,7) 西之表市西之表７１８８番地 常　勤:    2　理事長　中目　郁彦 内   外   ひ  現存
     (医       1) 平24.10. 1歯   
     (歯       1)
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74713,1032,9 せいざん病院 〒891-3104 0997-28-3331医療法人純青会　理事田上　容正 平25. 4. 1精神 病院
     西之表市住吉３３６３番地２ 常　勤:    4長　田上　容正 移動     精神   130現存
     (医       4) 平25. 4. 1精   心内 内  
     非常勤:    8
     (医       6)
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74813,1033,7 百合砂診療所 〒891-3116 0997-28-3901社会福祉法人　百合砂田上　容祥 平27.11. 1整外 リウ リハ診療所
     西之表市鴨女町９８ 常　勤:    1　理事長　田上　容祥 新規 現存
     (医       1) 平27.11. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74913,1034,5 種子島産婦人科医院 〒891-3101 0997-22-0260種子島産婦人科医院組前田　宗久 平28. 5. 1一般        15診療所
     西之表市西之表１６３１４番地７常　勤:    1合　管理者　長野　力 移動 産婦 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75014,1010,3 桑波田医院 〒891-2122 0994(32)1825桑波田　昇 桑波田　昇 昭49. 2. 1内   呼   胃  診療所
     垂水市上町１０５ 常　勤:    1 小   放   現存
     (医       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75114,1018,6 垂水市立医療センター〒891-2124 0994(32)5211垂水市長 竹中　俊宏 昭62. 3.16一般        91病院
     　垂水中央病院 垂水市錦江町１番地１４０ 常　勤:   17 療養        35現存
     (医      15) 平29. 3.16内   放   外  
     (薬       2) 整外 ひ   眼  
     非常勤:   26 耳い リハ 
     (医      26)
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  75214,1021,0 桑波田　診療所 〒891-2125 0994-32-0002医療法人　桑波田診療桑波田　仁 平元. 4. 1内   呼   消  診療所
     垂水市旭町５３ 常　勤:    1所　理事長　桑波田　 循   リハ 現存
     (医       1)仁 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75314,1032,7 たじつ牛根医院 〒899-4631 0994-36-3737田實　満穂 田實　満穂 平11. 2. 1内   小   診療所
     垂水市牛根境１３０８ー２ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75414,1036,8 相良整形外科 〒891-2106 0994-31-3081医療法人　相良整形外相良　弘志 平11. 4. 1一般        19診療所
     垂水市中央町２７番地 常　勤:    1科　理事長　相良　弘 組織変更 整外 リハ リウ現存
     (医       1)志 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75514,1038,4 東内科小児科クリニッ〒891-2104 0994-32-5522医療法人　天恵会　理馬場　香子 平13. 4. 1一般        11診療所
     ク 垂水市田神３４８５番地１ 常　勤:    1事長　馬場　香子 組織変更 療養         8療養病床
     (医       1) 平25. 4. 1内   呼   消  現存
     循   小   リハ
     放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75614,1041,8 ふくまる皮フ科クリニ〒891-2104 0994-32-7771福丸　聖太 福丸　聖太 平16. 4.20皮   診療所
     ック 垂水市田神字下福町３４８０番地常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平28. 4.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75714,1042,6 池田温泉クリニック 〒891-2104 0994-32-6161医療法人　浩愛会　理池田　誠 平24. 4. 1一般        19診療所
     垂水市田神３５３６番地１ 常　勤:    1事長　池田　誠 組織変更 内   外   リハ現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75814,1046,7 よしとみクリニック 〒891-2126 0994-45-4215吉冨　孝之 吉冨　孝之 平25. 8. 1内   診療所
     垂水市南松原町１０番 常　勤:    1 新規 泌尿器科 現存
     (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75915,1001,9 医療法人　松翠会　森〒895-0076 0996(23)3125医療法人　松翠会　理平井　雅人 昭32.10. 1一般        41病院
     園病院 薩摩川内市大小路町１９番３８号常　勤:    5事長　川原裕一 療養        34現存
     (医       5) 平29.10. 1内   整外 リウ
     非常勤:    8 リハ 
     (医       7)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  76015,1002,7 医療法人　同潤会　永〒895-0076 0996(23)7181医療法人　同潤会　理永井　俊治 昭32.10. 1療養        39病院
     井病院 薩摩川内市大小路町２１番５号 常　勤:    3事長　永井　俊治 内   リハ 現存
     (医       2) 平29.10. 1
     (薬       1)
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76115,1003,5 医療法人　樟南会　中〒895-0072 0996(23)6733医療法人　樟南会　理宮ケ原　俊郎 昭32.10. 1精神       180病院
     郷病院 薩摩川内市中郷１丁目１番７号 常　勤:    3事長　宮ヶ原　俊郎 精   心内 内  現存
     (医       3) 平29.10. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76215,1004,3 医療法人　恵愛会　上〒895-0051 0996(23)3185医療法人　恵愛会　理上村　俊朗 昭35. 2. 1一般        46病院
     村病院 薩摩川内市東開聞町９番２２号 常　勤:    5事長　上村　俊朗 内   呼外 外  現存
     (医       5) 平29. 2. 1麻   リハ 
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76315,1005,0 医療法人　静和会　フ〒899-1921 0996(26)2211医療法人　静和会　理木場　正典 昭36. 6.29精神       201病院
     ァミリーＨＰ薩摩 薩摩川内市水引町３２４７の１ 常　勤:    8事長　村上　芽梨 精   内   心内現存
     (医       8) 平30. 6.29
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76415,1008,4 社会福祉法人　恩賜財〒895-0074 0996(23)5221社会福祉法人　恩賜財青﨑　眞一郎 昭41. 6.21一般       244病院
     団　済生会川内病院 薩摩川内市原田町２番４６号 常　勤:   40団　支部長　吉田　紀 内   小   小外現存
     (医      37)子 平29. 6.21放   麻   ひ  
     (薬       3) 産婦 眼   整外
     非常勤:   29 皮   病理 
     (医      29) 外科・消化器外
     科、消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76515,1010,0 医療法人　育生会　坂〒895-0062 0996(23)4509医療法人　育生会　理坂口　由一 昭41. 8. 1療養        30病院
     口病院 薩摩川内市大王町１番１号 常　勤:    2事長　坂口　由一 内   小   現存
     (医       2) 平29. 8. 1
     非常勤:    5
     (医       4)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76615,1011,8 薩摩川内市久見崎診療〒895-0132 0996(23)3165薩摩川内市長　岩切　濱田　富志夫 昭43. 8. 1内   診療所
     所 薩摩川内市久見崎町１９１番地１常　勤:    1秀雄 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
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  76715,1015,9 河村　医院 〒895-0051 0996(23)3569河村　勝之 河村　勝之 昭53. 9. 1一般        12診療所
     薩摩川内市東開聞町１４番３号 常　勤:    1 産婦 内   現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76815,1016,7 薩摩川内市寄田診療所〒895-0133 0996-27-3359薩摩川内市長 伊達　研造 昭54. 5.15内   診療所
     薩摩川内市寄田町１３９番地 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76915,1017,5 可愛クリニック 〒895-0061 0996(23)2515島元　宗暉 島元　宗暉 昭54.11. 1一般        19診療所
     薩摩川内市御陵下町１３の６ 常　勤:    1 内   呼   現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77015,1018,3 薩摩川内市西方診療所〒899-1801 0996(23)5111薩摩川内市長 濵田　國弘 昭56. 7. 5内   診療所
     薩摩川内市西方町３３４６番地１常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 7. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77115,1019,1 伊達病院 〒895-0052 0996(23)7171医療法人　敬安会　理大野　隆 昭58. 9. 1一般        20病院
     薩摩川内市神田町４番２５号 常　勤:    4事長　伊達　研造 療養        28現存
     (医       3) 平28. 9. 1内   胃   外  
     (薬       1) 整外 
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77215,1021,7 川野眼科 〒895-0023 0996(23)3336川野　晃嗣 川野　晃嗣 昭59. 6. 1一般        16診療所
     薩摩川内市横馬場町６－３ 常　勤:    1 眼   現存
     (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77315,1026,6 愛甲　医院 〒895-0076 0996(23)6311医療法人　愛甲会　理迫田　悟 平元.10. 1一般        19診療所
     薩摩川内市大小路町２４－２ 常　勤:    2事長　迫田　悟 内   循   皮  現存
     (医       2) 平28.10. 1ひ   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77415,1027,4 有馬　消化器内科クリ〒895-0074 0996(22)1212有馬　貞三 有馬　貞三 平元.11. 1消   胃   内  診療所
     ニック 薩摩川内市原田町２７番１号 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77515,1028,2 柳田胃腸科内科医院 〒895-0012 0996(25)1181医療法人　協和会　理柳田　勤 平 2. 1. 1一般        19診療所
     薩摩川内市平佐町２２４１番地１常　勤:    1事長　柳田　勤 胃   内   消  現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77615,1029,0 薩摩川内市高江診療所〒895-0131 0996(23)5111薩摩川内市長　岩切　帖佐　理子 平 2. 4. 1内   診療所
     薩摩川内市高江町１７３５番地１常　勤:    1秀雄 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
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  77715,1030,8 山下医院 〒895-0025 0996(23)4355医療法人　山下　医院山下　兼達 平 2. 4. 1一般         1診療所
     薩摩川内市向田町９９５番地１ 常　勤:    3　理事長　山下　兼達 療養        18現存
     (医       3) 平29. 4. 1内   胃   整外
     非常勤:    2 外   
     (医       2) 選択項目なし　
     糖尿病内科、循
     環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77815,1032,4 森田内科医院 〒895-0076 0996(22)0559医療法人　森田内科医森田　隆久 平 2. 9. 1一般    診療所
     薩摩川内市大小路町２１９１番地常　勤:    2院　理事長　森田　隆 内   小   現存
     (医       2)久 平29. 9. 1備考：他に消化
     非常勤:    5 器内科あり
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77915,1034,0 有村医院 〒895-0041 0996(23)2609医療法人　興隆会　理有村　隆 平 3. 1. 1内   小   消  診療所
     薩摩川内市隈之城町１４７６番地常　勤:    1事長　有村　隆 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78015,1035,7 山本耳鼻咽喉科 〒895-0051 0996(23)7161医療法人　オーアール山本　賢之 平 3. 4. 1耳い 診療所
     薩摩川内市東開聞町７番１３号 常　勤:    1エル　理事長　山本　 現存
     (医       1)賢之 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78115,1039,9 川内　こどもクリニッ〒895-0074 0996(20)0222医療法人　博郁会　理江口　智 平 4.10. 1小   内   診療所
     ク 薩摩川内市原田町３０番２６号 常　勤:    1事長　江口　智 現存
     (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78215,1041,5 川内市医師会立市民病〒895-0005 0996(22)1111公益社団法人　川内市石部　良平 平 5. 4. 1一般       220病院
     院 薩摩川内市永利町西平４１０７番常　勤:   24医師会　会長　久留　 一般（感染） 現存
     ７ (医      24)敏弘 平29. 4. 1             4
     非常勤:   26 内   神内 呼内
     (医      26) 小   外   整外
     脳外 小外 ひ  
     リハ 放   麻  
     心外 
     消化器内科、循
     環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  78315,1042,3 若松記念病院 〒895-0052 0996(23)3291医療法人　大誠会　理若松　大介 平 5. 4. 1一般        22病院
     薩摩川内市神田町１１番２０号 常　勤:    3事長　帖佐　理子 療養        34現存
     (医       2) 平29. 4. 1外   内   胃  
     (薬       1) 整外 こう リハ
     非常勤:   47 眼   
     (医      47)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78415,1043,1 田島産婦人科 〒895-0012 0996(22)0311医療法人　聖壽会　理田島　政人 平 5.10. 1一般        19診療所
     薩摩川内市平佐町１９５７番地７常　勤:    3事長　田島　政人 産   婦   麻  現存
     (医       2) 平29.10. 1
     (薬       1)
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78515,1044,9 整形外科　こざくらク〒895-0031 0996(20)1159小櫻　秀一郎 小櫻　秀一郎 平 6. 9. 1整外 リハ リウ診療所
     リニック 薩摩川内市勝目町字柳田４１１０常　勤:    1 現存
     －２ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78615,1045,6 浜田医院 〒899-1921 0996(26)2107医療法人　渓州会　理濵田　聡 平 6.10. 1内   循   外  診療所
     薩摩川内市水引町７６１５－８ 常　勤:    2事長　濵田　國弘 麻   現存
     (医       2) 平24.10. 1（選択項目ない
     非常勤:    1 ためここに入力
     (医       1) ）血管外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78715,1046,4 せんだい耳鼻咽喉科 〒895-0211 0996-20-3311内薗　明裕 内薗　明裕 平 6.12. 1耳い アレ 診療所
     薩摩川内市高城町字西町１９４５常　勤:    1 新規 漢方耳鼻咽喉科現存
     ー１ (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78815,1047,2 徳田整形外科　クリニ〒895-0012 0996-23-6500医療法人　大心会　理徳田　稔 平 8. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     ック 薩摩川内市平佐町１６８９ー７ 常　勤:    1事長　徳田　稔 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78915,1048,0 川路クリニック 〒895-0012 0996-25-4177川路　高衛 川路　高衛 平 8. 7. 1内   消   胃  診療所
     薩摩川内市平佐町１６９３ー３１常　勤:    1 移動 外   こう 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79015,1051,4 手塚医院 〒895-0076 0996-22-7400医療法人　祥隆会　理手塚　弘毅 平 9. 4. 1内   循   リハ診療所
     薩摩川内市大小路町４３番２５号常　勤:    1事長　手塚　弘毅 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79115,1052,2 ヒラシマ　眼科 〒895-0021 0996-20-1616医療法人　弘生会　理平島　節生 平 9.10. 1眼   診療所
     薩摩川内市向田本町１７番１４号常　勤:    1事長　平島　節生 組織変更 現存
     (医       1) 平24.10. 1



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［鹿児島県］

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    96 頁

  79215,1056,3 中山クリニック 〒895-0211 0996-22-2115中山　博美 中山　博美 平10. 6.15内   胃   外  診療所
     薩摩川内市高城町１６０２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79315,1057,1 福山内科 〒895-0027 0996-23-4469医療法人　一廣会　理福山　廣 平10.10. 1一般         8診療所
     薩摩川内市西向田町５番１９号 常　勤:    1事長　福山　廣 組織変更 内   胃   放  現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79415,1058,9 日高内科クリニック 〒895-0031 0996-20-1950医療法人　厚徳会　理黒木　敦郎 平11. 4. 1内   消   循  診療所
     薩摩川内市勝目町５８４２ー５ 常　勤:    1事長　渡邉　剛志 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79515,1059,7 ひがしクリニック 〒895-0031 0996-22-8282東　万里 東　万里 平11. 9.16内   呼   消  診療所
     薩摩川内市勝目町４１１０ー１６常　勤:    1 新規 循   現存
     (医       1) 平29. 9.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79615,1060,5 新門整形外科 〒895-0072 0996-21-1661医療法人　くすのき会新門　裕三 平11.10. 1一般        19診療所
     薩摩川内市中郷１丁目８番１６号常　勤:    2　理事長　新門　裕三 組織変更 整外 リハ リウ現存
     (医       2) 平29.10. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79715,1062,1 Ｋメンタルクリニック〒895-0006 0996-25-4169医療法人　社団　真澄岩川　俊二 平13. 4. 1心内 精   神  診療所
     薩摩川内市田崎町１０７１番地８常　勤:    1会　理事長　岩川　俊 組織変更 現存
     (医       1)二 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79815,1064,7 クオラクリニックせん〒895-0013 0996-20-1300医療法人　クオラ　理肝付　兼能 平14. 4.15脳外 リハ 内  診療所
     だい 薩摩川内市宮崎町３０００番地 常　勤:    1事長　松下　兼一 新規 整外 現存
     (医       1) 平26. 4.15
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79915,1066,2 上小鶴外科胃腸科 〒895-0061 0996-23-2227医療法人　恵泉会　理上小鶴　克弘 平14. 8. 1一般        19診療所
     薩摩川内市御陵下町１４番１２号常　勤:    1事長　上小鶴　克弘 新規 外   内   胃  現存
     (医       1) 平26. 8. 1こう 麻   放  
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  80015,1067,0 大海クリニック 〒895-0072 0996-27-6700医療法人　大海クリニ大西　浩之 平14.10. 1内   消   循  診療所
     薩摩川内市中郷三丁目６５番地 常　勤:    8ック　理事長　大西　 組織変更 現存
     (医       8)浩之 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80115,1071,2 今村クリニック 〒895-0065 0996-23-4118社会福祉法人　可愛会今村　英世 平16. 6. 1整外 リハ 内  診療所
     薩摩川内市宮内町２６４１番地 常　勤:    2　理事長　今村　英世 移動 現存
     (医       2) 平28. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80215,1073,8 薩摩川内市鹿島診療所〒896-1300 09969(4)2019薩摩川内市長 末永　勝士 昭36. 5. 1一般         8診療所
     (15,3043,5) 薩摩川内市鹿島町藺牟田１５３０常　勤:    1 内   歯   現存
     番６ (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    3
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80315,1074,6 薩摩川内市上甑浦内出〒896-1205 09969(2)0010薩摩川内市長 堀川　佳朗 昭38.10.22内   小   診療所
     張診療所 薩摩川内市上甑町瀬上８２７番地常　勤:    1 休止
     ５ (医       1) 平29.10.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80415,1075,3 薩摩川内市上甑平良出〒896-1281 09969(2)0010薩摩川内市長 堀川　佳朗 昭38.11.25内   小   診療所
     張診療所 薩摩川内市上甑町平良２１７番地常　勤:    1 休止
     １ (医       1) 平29.11.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80515,1077,9 薩摩川内市下甑内川内〒896-1412 09969-5-1650薩摩川内市長 早川　忠男 昭44.11. 1内   診療所
     出張診療所 薩摩川内市下甑町瀬々野浦１７３常　勤:    1 現存
     ９番地 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80615,1078,7 薩摩川内市里診療所 〒896-1192 09969(3)2023薩摩川内市長　岩切　鈴木　済 昭46. 8. 1内   歯   診療所
     (15,3045,0) 薩摩川内市里町里１９２２番地 常　勤:    1秀雄 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80715,1079,5 川添医院 〒895-1202 0996(37)2017川添　琢郎 川添　琢郎 昭46.10.25皮   ひ   内  診療所
     薩摩川内市樋脇町塔之原１１９２常　勤:    1 小   現存
     (医       1) 平28.10.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  80815,1081,1 薩摩川内市上甑診療所〒896-1201 09969(2)0010薩摩川内市長 堀川　佳朗 昭51. 5. 1一般        10診療所
     (15,3044,3) 薩摩川内市上甑町中甑４９０番地常　勤:    1 療養         6現存
     １ (医       1) 平30. 5. 1内   眼   歯  
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80915,1082,9 薩摩川内市下甑瀬々野〒896-1512 09969(5)0039薩摩川内市長 内村　龍一郎 昭51. 7. 1内   診療所
     浦診療所 薩摩川内市下甑町瀬々野浦１１９常　勤:    1 現存
     ５番地 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81015,1083,7 薩摩川内市下甑青瀬診〒896-1521 09969(5)0695薩摩川内市長 早川　忠男 昭53. 5.15内   診療所
     療所 薩摩川内市下甑町青瀬６０６番地常　勤:    1 現存
     ２ (医       1) 平29. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81115,1084,5 薩摩川内市下甑片野浦〒896-1512 09969(7)0134薩摩川内市長 内村　龍一郎 昭53. 7. 1内   診療所
     出張診療所 薩摩川内市下甑町片野浦３９１番常　勤:    1 現存
     地１ (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81215,1086,0 川島　医院 〒895-1202 0996(37)2018川島　久典 川島　久典 昭60. 8.23内   放   診療所
     薩摩川内市樋脇町塔之原１１８４常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 8.23
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81315,1087,8 薩摩川内市下甑手打診〒896-1601 09969(7)0031薩摩川内市長　岩切　内村　龍一郎 昭61. 4.15一般        19診療所
     療所 薩摩川内市下甑町手打９５６番地常　勤:    1秀雄 内   小   外  現存
     (医       1) 平28. 4.15
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81415,1088,6 松尾医院 〒895-1106 0996(42)0027医療法人　松尾　医院松尾　眞一郎 平元. 4. 1内   放   診療所
     薩摩川内市東郷町斧渕３１４ 常　勤:    1　理事長　松尾　眞一 現存
     (医       1)郎 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81515,1089,4 市比野温泉医院 〒895-1203 0996(38)0037医療法人　純誠会　理今村　清純 平元.10. 1一般        13診療所
     薩摩川内市樋脇町市比野２６１６常　勤:    2事長　今村　清純 療養         6現存
     (医       2) 平28.10. 1内   消   整外
     リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81615,1091,0 前畠クリニック 〒895-1203 0996(38)2125医療法人　前畠　クリ前畠　良裕 平 4.10. 1内   小   外  診療所
     薩摩川内市樋脇町市比野２６１７常　勤:    1ニック　理事長　前畠 婦   リハ 現存
     (医       1)　良裕 平28.10. 1
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  81715,1092,8 吉永クリニック 〒895-1402 0996(44)3600医療法人　吉永　クリ吉永　淳教 平 6. 4. 1内   胃   外  診療所
     薩摩川内市入来町浦之名７５４２常　勤:    1ニック　理事長　吉永 整外 リハ 現存
     －１ (医       1)　淳教 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81815,1093,6 市比野記念病院 〒895-1203 0996(38)1200社会医療法人　卓翔会黒田　篤 平 7. 4. 1一般 病院
     薩摩川内市樋脇町市比野３０７９常　勤:    8　理事長　鉾之原　大 組織変更     一般    30現存
     (医       8)助 平28. 4. 1療養
     非常勤:   12     療養   169
     (医      12) 内   神内 外  
     整外 リハ 放  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81915,1094,4 村永医院 〒896-1201 09969-2-0012医療法人　村永医院　村永　知子 平 7.10. 1一般        19診療所
     薩摩川内市上甑町中甑３３５番地常　勤:    1理事長　村永　知子 組織変更 内   外   産婦現存
     １ (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82015,1095,1 副田クリニック 〒895-1401 0996-44-5777医療法人　副田クリニ古園　耕治 平 9. 4. 1内   外   小  診療所
     薩摩川内市入来町副田５６２７番常　勤:    1ック　理事長　古園　 組織変更 整外 リハ 現存
     地３５ (医       1)耕治 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82115,1096,9 薩摩川内市下甑長浜診〒896-1411 09969-5-0052薩摩川内市長　岩切　早川　忠男 平10. 4. 1一般         6診療所
     療所 薩摩川内市下甑町長浜８番地３ 常　勤:    1秀雄 移動 内   現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82215,1097,7 わかばクリニック 〒895-1501 0996-21-8890医療法人わかば会　理堀之内　都基 平15.10. 1内   循   診療所
     薩摩川内市祁答院町下手９７７番常　勤:    2事長　堀之内　尚志 組織変更 現存
     地 (医       2) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82315,1099,3 祁答院診療所 〒895-1501 0996-55-1118新井　康夫 新井　康夫 平16. 4. 1内   整外 麻  診療所
     薩摩川内市祁答院町下手５７－１常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82415,1100,9 おおたクリニック 〒895-1402 0996-44-3151医療法人　泰信会　理大田　泰久 平16. 6. 1一般         8診療所
     薩摩川内市入来町浦之名７６８３常　勤:    1事長　大田　泰久 組織変更 療養         8現存
     番地 (医       1) 平28. 6. 1内   循   小  
     胃   放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82515,1101,7 関小児科医院 〒895-0051 0996-23-2253医療法人　九十九会　関　浩孝 平16.11. 1一般        16診療所
     薩摩川内市東開聞町８番３号 常　勤:    1理事長　関　浩孝 組織変更 小   現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  82615,1102,5 ひらさ内科 〒895-0012 0996-22-6122医療法人　大地　理事藤﨑　裕幸 平16.11. 1内   呼   消  診療所
     薩摩川内市平佐町３７３３番地１常　勤:    1長　藤﨑　裕幸 組織変更 循   リウ 現存
     (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82715,1103,3 入来温泉クリニック 〒895-1402 0996-44-5666今村　純孝 今村　純孝 平16.11. 1内   呼   リハ診療所
     薩摩川内市入来町浦之名大迫７８常　勤:    2 新規 放   現存
     ８１－１ (医       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82815,1104,1 川原クリニック 〒895-0021 0996-23-7255医療法人　松翠会　理川原　裕一 平17. 3. 1内   呼   消  診療所
     薩摩川内市向田本町１８番１１号常　勤:    1事長　川原　裕一 新規 リウ 整外 リハ現存
     (医       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82915,1105,8 具志ひふ科クリニック〒895-0075 0996-22-9412医療法人具志ひふ科ク具志　亮 平17. 4. 1皮   診療所
     薩摩川内市東大小路町４５番３号常　勤:    2リニック　理事長　具 組織変更 現存
     (医       2)志　亮 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83015,1106,6 クリニックのぞみ 〒895-1502 0996-56-0011医療法人　明芳会　理吉山　武 平17. 4. 1内   外   リハ診療所
     薩摩川内市祁答院町藺牟田２１０常　勤:    1事長　高江　政伸 組織変更 現存
     ３番地６ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83115,1108,2 おおしろ耳鼻咽喉科 〒895-0012 0996-22-8733大城　浩 大城　浩 平17. 6.10耳い 診療所
     薩摩川内市平佐町４３１４－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83215,1110,8 宮崎小児科 〒895-0012 0996-20-6318医療法人社団博兎会　宮崎　博 平17.10. 1小   診療所
     薩摩川内市平佐町１６９３番地８常　勤:    2理事長　宮崎　博 組織変更 現存
     (医       2) 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83315,1114,0 岩切眼科 〒895-0063 0996-23-3188医療法人　若葉会　理岩切　孔 平18.11. 1一般         7診療所
     薩摩川内市若葉町１番２１号 常　勤:    2事長　岩切　孔 移動 眼   現存
     (医       2) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83415,1116,5 かわばた皮膚科 〒895-0211 0996-22-1251医療法人　粂裕会　理川畑　久 平19. 4. 1皮   診療所
     薩摩川内市高城町１９４４－１ 常　勤:    1事長　川畑　久 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
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  83515,1117,3 新門リハビリテーショ〒895-0072 0996-20-8222医療法人　くすのき会加世田　俊 平19. 5. 7一般        19診療所
     ンクリニック 薩摩川内市中郷一丁目７番６号 常　勤:    2　理事長　新門　裕三 新規 内   神内 整外現存
     (医       2) 平25. 5. 7リハ 
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83615,1118,1 川内脳神経外科 〒895-0066 0996-23-3800医療法人　川内脳神経高山　謙二 平20. 4. 1内   神内 脳外診療所
     薩摩川内市五代町３２１０－１ 常　勤:    1外科　理事長　高山　 組織変更 現存
     (医       1)謙二 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83715,1121,5 大海整形外科 〒895-0072 0996-25-3000医療法人　啓智会　理大西　敏之 平21. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     薩摩川内市中郷一丁目３９番２７常　勤:    1事長　大西　敏之 組織変更 現存
     号 (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83815,1123,1 岩﨑胃腸科 〒895-0072 0996-20-7777医療法人　岩﨑胃腸科岩﨑　秀一 平21.10. 1 診療所
     薩摩川内市中郷１丁目１７番７号常　勤:    1　理事長　岩﨑　秀一 組織変更 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83915,1126,4 薩摩川内市湯田診療所〒899-1802 0996-28-0884薩摩川内市長 小野原　信一 平23. 6. 1内   診療所
     薩摩川内市湯田町４３１３番地 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84015,1130,6 おやまクリニック 〒895-0067 0996-22-1101医療法人　山寿会　理小山　寿 平24. 5. 1一般 診療所
     薩摩川内市上川内町３３０３番地常　勤:    1事長　小山　寿 移動     一般    19現存
     １ (医       1) 平30. 5. 1外   内   麻  
     整外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84115,1131,4 高江記念病院 〒895-0005 0996-23-2100医療法人　杏政会　理高江　政伸 平24. 5.14一般 病院
     薩摩川内市永利町２５０４番１ 常　勤:    2事長　高江　政子 移動     一般    21現存
     (医       2) 平30. 5.14療養
     非常勤:    7     療養    32
     (医       7) 外   内   リハ
     整外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84215,1132,2 上村内科・神経内科 〒895-0061 0996-23-7351上村　光平 上村　光平 平24. 3.23内   神内 小  診療所
     薩摩川内市御陵下町３０－４６ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 3.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84315,1133,0 ときとうクリニック 〒895-0041 0996-29-3241時任　裕一 時任　裕一 平24.10.10内   診療所
     薩摩川内市隈之城町６１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10.10
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  84415,1135,5 かみむら耳鼻咽喉科 〒895-0063 0996-23-2961医療法人　太雄会　理上村　隆雄 平25.10. 1耳い 診療所
     薩摩川内市若葉町３番１６号 常　勤:    1事長　上村　隆雄 組織変更 現存
     (医       1) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84515,1136,3 虹クリニック 〒895-0006 0996-24-2222医療法人　虹　理事長柳生　あけみ 平25.10. 1内   小   整外診療所
     薩摩川内市田崎町２１４番地１ 常　勤:    1　柳生　あけみ 組織変更 皮   現存
     (医       1) 平25.10. 1緩和ケア内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84615,1137,1 愛宕山診療所 〒895-1401 0996-44-5603角倉　信一 角倉　信一 平26. 4.11内   外   診療所
     薩摩川内市入来町副田５９５０－常　勤:    1 新規 現存
     ３２ (医       1) 平26. 4.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84715,1138,9 こがひさお眼科クリニ〒895-0072 0996-21-1113医療法人　こがひさお古賀　久大 平26.10. 1眼   診療所
     ック 薩摩川内市中郷１丁目３９－１８常　勤:    1眼科クリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　古賀　久大 平26.10. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84815,1139,7 あおぞら内科クリニッ〒895-0012 0996-22-6370医療法人　英友会　理潟山　英男 平27. 4. 1内   診療所
     ク 鹿児島県薩摩川内市平佐町４２３常　勤:    1事長　潟山　英男 組織変更 消化器内科、肝現存
     ５番地１ (医       1) 平27. 4. 1臓内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84915,1140,5 川内まきのせ泌尿器科〒895-0072 0996-24-1177医療法人　實信会　理堂滿　洋司 平27. 5.11ひ   診療所
     薩摩川内市中郷四丁目７番 常　勤:    2事長　牧之瀬　信一 新規 現存
     (医       2) 平27. 5.11
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85015,1141,3 中郷の杜クリニック 〒895-0072 0996-20-7123下薗　政巳 下薗　政巳 平28. 5.10耳い 診療所
     薩摩川内市中郷４丁目２４９番地常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85115,1142,1 久留医院 〒895-0026 0996-23-2148医療法人　弘仁会　理久留　敏弘 平28.11. 7内   皮   診療所
     薩摩川内市東向田町８番１号 常　勤:    1事長　久留　敏弘 移動 消化器内科 現存
     (医       1) 平28.11. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85216,1002,5 医療法人　昭泉会　外〒899-3303 099-296-2611医療法人　昭泉会　理馬場　順道 昭35.10.30一般        60病院
     科馬場病院 日置市吹上町湯之浦２３７８ 常　勤:    7事長　馬場　順道 療養        52現存
     (医       7) 平29.10.30外   内   神内
     非常勤:   12 整外 脳外 リウ
     (医      12) リハ 放   麻  
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  85316,1004,1 医療法人　健生会　本〒899-2501 099-273-2135医療法人　健生会　理本庄　茂 昭42. 9. 1一般        26病院
     庄病院 日置市伊集院町下谷口１９４２ 常　勤:    2事長　本庄　茂 療養        54現存
     (医       1) 平24. 9. 1内   外   胃  
     (薬       1) 放   
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85416,1005,8 ゆのもと記念病院 〒899-2201 099-274-2521医療法人　誠心会　理津守　伸浩 昭44. 8. 1一般        82病院
     (16,3019,3) 日置市東市来町湯田３６１４ 常　勤:   13事長　前原　くるみ 療養        25現存
     (医      11) 平29. 8. 1整外 内   眼  
     (歯       1) 耳い 放   リハ
     (薬       1) リウ 呼   歯  
     非常勤:   46 小歯 歯外 循  
     (医      44) 消   神内 麻  
     (歯       1)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85516,1012,4 医療法人　向陽会　伊〒899-2502 099-272-2311医療法人　向陽会　理桑水流　博文 昭55. 2. 1精神       150病院
     集院病院 日置市伊集院町徳重三丁目１番地常　勤:    2事長　桑水流　博文 精   神   内  現存
     １ (医       2) 平28. 2. 1
     非常勤:    3
     (医       2)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85616,1013,2 永浜　小児科内科 〒899-2502 099-272-2829永浜　俊明 永浜　俊明 昭58.12. 1小   内   診療所
     日置市伊集院町徳重３９５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85716,1016,5 石神　胃腸科内科医院〒899-2201 099-274-3110石神　信治 石神　信治 昭63. 3. 1内   胃   消  診療所
     日置市東市来町湯田３２６１－６常　勤:    1 循   現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85816,1019,9 医療法人　健誠会　湯〒899-2201 099-274-1252医療法人　健誠会　理齊藤　稔 平元. 4. 1一般        50病院
     田内科病院 日置市東市来町湯田２９９４ 常　勤:    6事長　斉藤　稔 療養        60現存
     (医       6) 平28. 4. 1内   神内 整外
     非常勤:   15 リハ 
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85916,1020,7 博悠会温泉病院 〒899-2201 099-274-2238医療法人　博悠会　理中村　哲三郎 平元. 9. 1一般        48病院
     日置市東市来町湯田４６４８番地常　勤:    7事長　中村　哲三郎 療養       102現存
     (医       6) 平28. 9. 1内   外   リハ
     (薬       1) 婦   麻   整外
     非常勤:    4 皮   
     (医       4)



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［鹿児島県］

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   104 頁

  86016,1021,5 浅谷　小児科医院 〒899-2202 099-274-3088医療法人　泰養会　理浅谷　昌代 平元.10. 1小   診療所
     日置市東市来町長里２５２ 常　勤:    1事長　浅谷　昌代 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86116,1022,3 野口　クリニック 〒899-2504 099-272-3211野口　眞 野口　眞 平 2. 6. 1内   呼   胃  診療所
     日置市伊集院町郡１０９７番 常　勤:    1 消   循   整外現存
     (医       1) 平29. 6. 1脳外 こう 気食
     リハ 放   麻  
     外   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86216,1023,1 松崎内科ひふ科 〒899-2521 099-272-2468医療法人　謙和堂　理松崎　育郎 平 4.10. 1一般         9診療所
     日置市伊集院町大田７９８番地１常　勤:    1事長　松崎　育郎 療養         8現存
     (医       1) 平28.10. 1内   皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86316,1024,9 黒岩内科 〒899-2504 099-272-2330医療法人　さくら会　黒岩　宣親 平 4.10. 1一般        14診療所
     日置市伊集院町郡二丁目７５番地常　勤:    1理事長　黒岩　宣親 内   循   現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86416,1025,6 樋口　クリニック 〒899-2202 099-274-9388樋口　和博 樋口　和博 平 5.10. 7内   呼   胃  診療所
     日置市東市来町長里１８２６－２常　勤:    1 消   放   現存
     (医       1) 平29.10. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86516,1026,4 大石医院 〒899-2201 099-274-3211医療法人　大石　医院大石　功 平 5.10. 1一般         6診療所
     日置市東市来町湯田２１５３番地常　勤:    2　理事長　大石　功 療養        12現存
     (医       2) 平29.10. 1内   
     選択項目なし　
     消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86616,1029,8 しいの内科クリニック〒899-3221 099-299-3111医療法人　しいの内科椎野　年治 平 7.10. 1内   小   診療所
     日置市吹上町永吉１４２４５番地常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     １ (医       1)椎野　年治 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86716,1030,6 守屋病院 〒899-2502 099-273-3195医療法人　佑志会　理守屋　豪貴 平 8. 4. 1一般        19病院
     日置市伊集院町徳重２丁目５番地常　勤:    4事長　守屋　豪貴 組織変更 療養        48現存
     ５ (医       2) 平29. 4. 1内   外   整外
     (薬       2) リハ 
     非常勤:    7
     (医       6)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  86816,1031,4 鹿児島こども病院 〒899-2503 099-272-2001社会医療法人　人天会奥　章三 平 8.10. 1一般        40病院
     日置市伊集院町妙円寺二丁目２０常　勤:    5　理事長　奥　章三 組織変更 小   現存
     ００番６６９ (医       5) 平29.10. 1
     非常勤:   17
     (医      16)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86916,1032,2 山之内　クリニック 〒899-3301 099-296-2025医療法人　仁梅会　理山之内　梅節 平 9. 4. 1内   皮   リハ診療所
     日置市吹上町中原２５６２番地３常　勤:    1事長　山之内　梅節 組織変更 放   現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87016,1033,0 じんごあん整形外科内〒899-2501 099-272-5151医療法人　神護庵　理永山　徳太郎 平 9. 4. 1一般        19診療所
     科クリニック 日置市伊集院町下谷口２１２２ 常　勤:    2事長　永山　徳太郎 組織変更 整外 内   リハ現存
     (医       2) 平30. 4. 1形外 
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87116,1034,8 前原やすしクリニック〒899-3306 099-296-6788医療法人　誠心会　理名越　ゆう子 平 9.10. 1整外 眼   リハ診療所
     日置市吹上町小野１４８１ー１ 常　勤:    1事長　前原　くるみ 新規 内   現存
     (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87216,1035,5 新山皮膚泌尿器科 〒899-2202 099-274-1775医療法人　史幸会　理新山　孝二 平10.10. 1皮ひ 診療所
     日置市東市来町長里１４番地１ 常　勤:    1事長　新山　孝二 組織変更 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87316,1036,3 久保内科 〒899-2505 099-272-2527医療法人　めぐみ会　久保　洋文 平10.10. 1一般        18診療所
     日置市伊集院町猪鹿倉９６番５ 常　勤:    2理事長　久保　洋文 組織変更 内   循   胃  現存
     (医       2) 平28.10. 1呼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87416,1037,1 うちやま眼科クリニッ〒899-2502 099-273-1616内山　荘三郎 内山　荘三郎 平11. 4. 1一般         6診療所
     ク 日置市伊集院町徳重三丁目１番地常　勤:    1 新規 眼   現存
     ６ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87516,1041,3 清田耳鼻咽喉科 〒899-2506 099-273-1333医療法人　清風会　理清田　隆二 平16. 4. 1耳い 診療所
     日置市伊集院町清藤２００６番地常　勤:    1事長　清田　隆二 組織変更 現存
     ８ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87616,1044,7 せきやま皮膚科クリニ〒899-2506 099-273-1000医療法人　光永会　理関山　光弘 平18. 4. 1皮   診療所
     ック 日置市伊集院町清藤２００６番地常　勤:    1事長　関山　光弘 組織変更 現存
     ９ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  87716,1045,4 いじゅういん脳神経外〒899-2502 099-246-5550医療法人　隆盛会　理木佐貫　隆雄 平19. 4. 1一般 診療所
     科 日置市伊集院町徳重一丁目１２番常　勤:    1事長　木佐貫　隆雄 組織変更     一般    19現存
     地２ (医       1) 平25. 4. 1神内 脳外 リハ
     非常勤:    1 内   
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87816,1046,2 康生クリニック 〒899-2502 099-272-1177医療法人　康生　理事桑水流　康夫 平19. 4. 1内   呼   消  診療所
     日置市伊集院町徳重三丁目１番地常　勤:    1長　桑水流　康夫 組織変更 現存
     ３ (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87916,1047,0 たもつクリニック 〒899-2513 099-246-5850大迫　保 大迫　保 平19. 5. 7内   消   診療所
     日置市伊集院町麦生田３３８－５常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 7
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88016,1048,8 まえはらリハビリクリ〒899-2502 099-272-0088医療法人　誠心会　理西　英子 平19. 8. 1内   整外 リハ診療所
     ニック 日置市伊集院町徳重３４２－３ 常　勤:    1事長　前原　くるみ 新規 現存
     (医       1) 平25. 8. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88116,1049,6 みゆきクリニック 〒899-3101 099-246-8707医療法人　みゆき会　坪内　みゆき 平20. 4. 1内   消   麻  診療所
     日置市日吉町日置３９０番地１号常　勤:    1理事長　坪内　みゆき 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88216,1051,2 ふるさと学園医務室 〒899-2201 099-274-2061社会福祉法人　信成会河野　史代 平23. 1. 1内   診療所
     日置市東市来町湯田７１０７番地常　勤:    1　理事長　河野　史代 新規 現存
     ８ (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88316,1052,0 吹上クリニック 〒899-3301 099-296-2711医療法人　あかつき会井上　尚 平23. 4. 1一般         9診療所
     日置市吹上町中原２８２４ 常　勤:    1　理事長　井上　尚 組織変更 療養        10療養病床
     (医       1) 平29. 4. 1内   放   消  現存
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  88416,1053,8 橋本耳鼻咽喉科 〒899-2504 099-273-1811松山　勝哉 松山　勝哉 平23. 6. 1耳い 診療所
     日置市伊集院町郡２丁目４１番地常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88516,1056,1 くすもと産婦人科 〒899-2504 099-273-6666医療法人産楠会　理事楠元　雅寛 平25. 4. 1一般 診療所
     日置市伊集院町郡１１９３番地１常　勤:    1長　楠元　雅寛 組織変更     一般    12現存
     (医       1) 平25. 4. 1産   婦   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88616,1057,9 整形外科はやしだ病院〒899-2501 099-272-2121医療法人　グリーン会林田　一夫 平27.10. 1一般        40病院
     日置市伊集院町下谷口２４２３番常　勤:    2　理事長　林田　一夫 組織変更 整外 麻   リハ現存
     地 (医       2) 平27.10. 1
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88716,1058,7 ひおき診療所 〒899-3101 099-292-2146医療法人　誠心会　理小川　浩平 平29. 4. 1一般 診療所
     日置市日吉町日置１１５０番地１常　勤:    1事長　前原　くるみ 新規     一般    13現存
     (医       1) 平29. 4. 1療養
     非常勤:    8     療養     6
     (医       8) 内   整外 リウ
     リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88816,1059,5 黒岩眼科 〒899-2504 099-272-2332医療法人　黒岩眼科　黒岩　眞由美 平29.10. 1眼   診療所
     日置市伊集院町郡二丁目４７番地常　勤:    2理事長　黒岩　眞由美 移動 現存
     (医       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88916,1060,3 百花クリニック 〒899-2502 099-272-6601社会福祉法人　恵里会西　英子 平30. 2. 1整外 内   リハ診療所
     日置市伊集院町徳重３３８－１番常　勤:    1　理事長　前原　くる 新規 現存
     地 (医       1)み 平30. 2. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89016,1061,1 伊作田診療所 〒899-2202 099-274-8480小濱　寛也 小濱　寛也 平30. 4. 1内   神内 皮  診療所
     日置市東市来町長里３５１－１１常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  89117,1007,2 医療法人　参篤会　高〒899-8602 0986(76)1050医療法人　参篤会　理石塚　隆二 昭46. 1. 1一般        19病院
     原病院 曽於市末吉町栄町２丁目１２の１常　勤:    4事長　高原　篤行 療養        46現存
     (医       3) 平28. 1. 1内   胃   外  
     (薬       1) リハ 整外 放  
     非常勤:   13
     (医      12)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89217,1010,6 曽於医師会立病院 〒899-8212 0994(82)4888公益社団法人　曽於医才原　哲史 昭59. 2.15一般       196病院
     曽於市大隅町月野８９４ 常　勤:    9師会　会長　肝付　兼 一般（感染） 現存
     (医       8)達 平29. 2.15             2
     (薬       1) 内   小   外  
     非常勤:   37 整外 脳外 皮  
     (医      37) ひ   婦   眼  
     放   リハ 麻  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89317,1011,4 医療法人　愛誠会　北〒899-8422 0994(83)1221医療法人　愛誠会　理徳留　稔 昭61. 1. 6内   外   診療所
     地域　診療所 曽於市大隅町坂元４７３－５ 常　勤:    1事長　徳留　稔 現存
     (医       1) 平28. 1. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89417,1012,2 財部中央病院 〒899-4101 0986(72)1234徳重　彰則 徳重　彰則 平元. 9. 1療養        96病院
     曽於市財部町南俣１１２７３－３常　勤:    1 内   胃   リハ現存
     (医       1) 平28. 9. 1放   
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89517,1013,0 鮫島クリニック 〒899-4101 0986(72)0777医療法人　圭朋会　理鮫島　伸二 平 3.10. 1胃   小   外  診療所
     曽於市財部町南俣１７０５番地７常　勤:    1事長　鮫島　伸二 整外 リハ 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89617,1014,8 財部記念病院 〒899-4101 0986(72)1000医療法人　たからべ会谷川　誠 平 4. 4. 1療養        95病院
     曽於市財部町南俣３６１９番地１常　勤:    4　理事長　西郷　昌隆 内   胃   循  現存
     (医       4) 平28. 4. 1リハ 脳外 ひ  
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89717,1015,5 曽於市立　恒吉地区　〒899-8424 0994(84)1135曽於市長　五位塚　剛永田　秀穗 平 5. 1.13内   外   診療所
     診療所 曽於市大隅町恒吉５９８番地 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 1.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89817,1016,3 加藤　内科クリニック〒899-4101 0994(82)0162加藤　修一 加藤　修一 平 5. 4. 1内   胃   診療所
     曽於市大隅町岩川５６４９－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
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  89917,1017,1 塩川医院 〒899-8605 0986(76)1001医療法人　明成会　理塩川　司 平 5. 4. 1一般         8診療所
     曽於市末吉町上町４丁目２番地６常　勤:    2事長　塩川　司 療養        11現存
     (医       2) 平29. 4. 1整外 内   リハ
     非常勤:   12 放   
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90017,1018,9 久木原医院 〒899-8605 0986(76)1002医療法人　忠正会　久久木原　忠満 平 6.10. 1一般        13診療所
     曽於市末吉町二之方２１０９ 常　勤:    1木原　忠満 療養         6現存
     (医       1) 平24.10. 1内   外   皮  
     非常勤:    4 循環器内科、消
     (医       4) 化器内科、人工
     透析内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90117,1019,7 末吉胃腸科外科クリニ〒899-8603 0986-76-8177医療法人　木瓜会　理田嶋　伸之 平10. 7. 1内   消   外  診療所
     ック 曽於市末吉町新町１丁目９番地１常　勤:    1事長　田嶋　伸之 移動 こう リハ 現存
     ２ (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90217,1024,7 津曲胃腸科整形外科 〒899-8104 099-482-0241医療法人　久倖会　理津曲　淳一 平15. 1.14胃   外   整外診療所
     曽於市大隅町鳴神町９３番地の１常　勤:    1事長　津曲　淳一 移動 こう 現存
     (医       1) 平27. 1.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90317,1025,4 かこいクリニック 〒899-8608 0986-76-6816栫　育夫 栫　育夫 平15. 5.12小   アレ 診療所
     曽於市末吉町南之郷字並松１１４常　勤:    1 新規 現存
     番地１ (医       1) 平27. 5.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90417,1026,2 中島病院 〒899-8602 0986-76-1065医療法人　義貫会　理中島　清子 平15.10. 1療養        51病院
     曽於市末吉町栄町１丁目６番地６常　勤:    2事長　中島　清子 組織変更 内   産婦 現存
     (医       1) 平27.10. 1
     (薬       1)
     非常勤:   39
     (医      39)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90517,1027,0 昭南病院 〒899-8106 099-482-0622医療法人　愛誠会　理朝戸　幹雄 平16.12.11一般       103病院
     曽於市大隅町下窪町１番地 常　勤:   14事長　徳留　稔 移動 療養        51療養病床
     (医      13) 平28.12.11内   神内 ひ  現存
     (薬       1) 外   整外 脳外
     非常勤:   19 放   リハ 耳い
     (医      19) 循   眼   呼外
     麻   
     （選択項目ない
     ためここに入力
     ）消化器内科
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  90617,1028,8 まえかわクリニック 〒899-4101 0986-72-3500医療法人　命門会　ま前川　晋一 平18. 8.16内   外   整外診療所
     曽於市財部町南俣１８２番地１ 常　勤:    1えかわクリニック　理 移動 現存
     (医       1)事長　前川　晋一 平24. 8.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90717,1030,4 医療法人　耳鼻咽喉科〒899-8605 0986-76-3387医療法人　耳鼻咽喉科福島　泰裕 平19.10. 1耳い 診療所
     　末吉中央クリニック曽於市末吉町上町４丁目７番地３常　勤:    1　末吉中央クリニック 組織変更 現存
     (医       1)　理事長　福島　泰裕 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90817,1033,8 尾郷クリニック 〒899-8605 0986-76-1045尾郷　智格 尾郷　智格 平21.12.28内   リウ 診療所
     曽於市末吉町二之方２１２６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.12.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90918,1001,3 医療法人　康陽会　花〒896-0014 0996(32)3281医療法人　康陽会　理花牟禮　康生 昭32.10. 1一般        40病院
     牟礼病院 いちき串木野市元町１９０ 常　勤:    2事長　花牟禮　康生 内   放   現存
     (医       2) 平29.10. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91018,1003,9 いちき串木野市土川診〒896-0064 0996-33-3450いちき串木野市長 牧野　虎彦 昭42. 4.15内   小   診療所
     療所 いちき串木野市羽島９６７５番地常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91118,1006,2 和田　外科医院 〒896-0037 0996(32)4185和田　力 和田　力 昭53. 8.15胃   外   放  診療所
     いちき串木野市別府３２７１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91218,1008,8 医療法人　杏林会　丸〒896-0015 0996(32)2263医療法人　杏林会　理下高原　茂巳 昭63.11. 1一般        25病院
     田病院 いちき串木野市旭町８３番地 常　勤:    5事長　丸田　修士 療養        28現存
     (医       4) 平24.11. 1内   胃   リハ
     (薬       1) 循環器内科
     非常勤:    5
     (医       4)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91318,1010,4 藤井　クリニック 〒896-0002 0996(32)8000医療法人　藤井クリニ藤井　公也 平元.10. 1一般         5診療所
     いちき串木野市春日町１０６－１常　勤:    2ック　理事長　藤井　 内   ひ   皮  現存
     (医       2)公也 平28.10. 1小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91418,1011,2 冨宿医院 〒896-0023 0996(32)3024医療法人　光風会　理冨宿　丈 平元.10. 1内   胃   小  診療所
     いちき串木野市塩屋町１００番地常　勤:    1事長　冨宿　丈 麻   現存
     １ (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  91518,1012,0 産科・婦人科　久米ク〒896-0001 0996(32)7663医療法人　浩成会　理久米　浩太 平 2. 1. 1一般        19診療所
     リニック いちき串木野市曙町２５番地 常　勤:    2事長　久米　浩太 産   婦   現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     (薬       1)
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91618,1013,8 勝目眼科 〒896-0014 0996(32)2237医療法人　勝目眼科　勝目　紀一 平 2. 4. 1一般        12診療所
     いちき串木野市元町２００番地 常　勤:    1理事長　勝目　紀一 眼   現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91718,1014,6 ふくもと整形外科・内〒896-0002 0996(32)4145医療法人　金斉会　理福元　隆史 平 2. 4. 1一般        19診療所
     科クリニック いちき串木野市春日町８番地 常　勤:    2事長　福元　隆史 整外 内   リハ現存
     (医       2) 平29. 4. 1リウ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91818,1015,3 串木野内科・循環器科〒896-0012 0996-33-2211医療法人　芳清会　理有川　清猛 平 4. 4. 1一般        19診療所
     いちき串木野市中尾町７２番地 常　勤:    1事長　有川　清猛 内   呼   循  現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91918,1016,1 野辺　ひふ科クリニッ〒896-0026 0996(33)0250医療法人　野辺ひふ科野邊　修明 平 6.10. 1皮   診療所
     ク いちき串木野市昭和通３４番地 常　勤:    1クリニック　理事長　 現存
     (医       1)野邊　修明 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92018,1017,9 知花内科 〒896-0054 0996(32)8151医療法人　知花内科　知花　温 平 6.10. 1一般         6診療所
     いちき串木野市日出町６９番地 常　勤:    1理事長　知花　温 療養         6現存
     (医       1) 平24.10. 1内   呼   胃  
     放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92118,1018,7 金子病院 〒896-0055 0996-33-0011医療法人　あさひ会　松本　正隆 平 8. 4. 1一般        44病院
     いちき串木野市照島６００２番地常　勤:    5理事長　金子洋一 組織変更 外   胃   呼  現存
     (医       4) 平29. 4. 1こう リハ 内  
     (薬       1) 放   
     非常勤:   16
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92218,1019,5 南洲整形外科病院 〒896-0037 0996-32-0051医療法人　南洲会　理岸本　浩 平 9. 4. 1一般        36病院
     いちき串木野市別府３９９４番地常　勤:    5事長　園田　昭彦 組織変更 療養        34現存
     ５ (医       5) 平30. 4. 1整外 リハ リウ
     非常勤:    6 麻   
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  92318,1020,3 えんでん内科クリニッ〒896-0006 0996-32-7000医療法人　親貴会　理海江田　正史 平 9. 4. 1一般        19診療所
     ク いちき串木野市東塩田町３５番地常　勤:    2事長　海江田　正史 組織変更 内   呼   胃  現存
     (医       2) 平30. 4. 1循   アレ 小  
     非常勤:    2 リハ 放   
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92418,1022,9 いちき串木野市医師会〒896-0078 0996-32-9999公益社団法人　いちき下鶴　哲郎 平12. 4. 1一般        39病院
     立　脳神経外科センタいちき串木野市生福５３９１番地常　勤:    4串木野市医師会　丸田 移動 療養        25現存
     ー ３ (医       4)　修士 平30. 4. 1脳外 リハ 
     非常勤:   22
     (医      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92518,1023,7 牧野医院 〒896-0064 0996-35-0017医療法人　星海会　理牧野　虎彦 平12.10. 1内   小   診療所
     いちき串木野市羽島３５５４番地常　勤:    1事長　牧野　虎彦 組織変更 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92618,1024,5 まきのせ泌尿器科 〒896-0055 0996-33-0122医療法人　實信会　理牧之瀬　信一 平13. 4. 1一般        19診療所
     いちき串木野市照島６０５０番地常　勤:    2事長　牧之瀬　信一 組織変更 ひ   現存
     (医       2) 平25. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92718,1026,0 リミ眼科 〒896-0011 0996-33-6610医療法人　誠心会　理徳永　正一 平14. 4. 1眼   診療所
     いちき串木野市大原町８０番地５常　勤:    1事長　前原　くるみ 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92818,1028,6 医療法人　静和会　み〒899-2101 0996(36)2126医療法人　静和会　理福崎　秀一 昭36. 7. 1精神       150病院
     なと病院 いちき串木野市湊町一丁目２０８常　勤:    3事長　村上芽梨 精   神   心内現存
     番地 (医       3) 平24. 7. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92918,1029,4 新山内科医院 〒899-2103 0996(36)2255医療法人　新山　内科新山　豪一 平 3. 7. 1内   診療所
     いちき串木野市大里３９３３ 常　勤:    2医院　新山　豪一 現存
     (医       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93018,1030,2 市来内科 〒899-2103 0996(36)5000医療法人　健仁会　理萩原　健一 平 3.10. 1一般         5診療所
     いちき串木野市大里３８６９番地常　勤:    3事長　萩原　健一 療養        14現存
     ６ (医       3) 平24.10. 1内   循   呼  
     非常勤:    1 消   皮   
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  93118,1031,0 京町内科・脳神経クリ〒896-0003 0996-32-2855医療法人　照正会　理宮之原　正和 平18. 4. 1神内 内   診療所
     ニック いちき串木野市京町４３番地 常　勤:    1事長　宮之原　正和 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93218,1032,8 くしきの宮崎小児科 〒896-0026 0996-32-1166医療法人　社団　博兎岩下　真由美 平18. 7. 1小   診療所
     いちき串木野市昭和通１３４番地常　勤:    1会　理事長　宮崎　博 新規 現存
     ４ (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93318,1033,6 いとう耳鼻咽喉科 〒896-0001 0996-33-3387医療法人　いとう耳鼻伊東　一則 平19.12. 1耳い アレ 気食診療所
     いちき串木野市曙町９５番地 常　勤:    1科　理事長　伊東　一 移動 現存
     (医       1)則 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93418,1034,4 春田クリニック 〒896-0002 0996-33-2882医療法人　聖愛会　理牧尾　善幸 平22. 5. 1内   外   整外診療所
     いちき串木野市春日町１１６番地常　勤:    1事長　春田　壽英 移動 リハ 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93518,1035,1 春田内科整形外科 〒896-0003 0996-32-2200医療法人　聖愛会　理春田　壽英 平22. 5. 1一般 診療所
     いちき串木野市京町５７番地１ 常　勤:    2事長　春田　壽英 移動     一般    19現存
     (医       2) 平28. 5. 1整外 内   リウ
     非常勤:    4 リハ 
     (医       3)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93618,1036,9 宮之原循環器内科 〒896-0002 0996-32-3241医療法人　慈正会　理宮之原　浩 平23. 1. 1一般 診療所
     いちき串木野市春日町６０番地 常　勤:    2事長　宮之原　浩 組織変更     一般    19現存
     (医       2) 平29. 1. 1内   リハ 放  
     外   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93718,1038,5 しもむぎ耳鼻咽喉科 〒899-2101 0996-29-3384下麥　哲也 下麥　哲也 平24.10. 1耳い アレ 診療所
     いちき串木野市湊町三丁目８７番常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93818,1039,3 さゆりクリニック 〒896-0026 0996-32-0080医療法人　さかえ会　丸田　小百合 平27.10. 1内   診療所
     いちき串木野市昭和通１０１番１常　勤:    1理事長　丸田　小百合 組織変更 現存
     (医       1) 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  93919,1005,2 霧島市こども発達サポ〒899-4394 0995(45)5111霧島市長 奈須　康子 昭57. 4. 1小   内   診療所
     ートセンター 霧島市国分中央三丁目２－２７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94019,1008,6 江口　整形外科 〒899-4351 0995(45)8638医療法人　江口整形外江口　玄 昭63.11. 1整外 リハ リウ診療所
     霧島市国分新町１５４３－５ 常　勤:    1科　理事長　江口　玄 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94119,1009,4 渡辺眼科クリニック 〒899-4332 0995(45)6888医療法人　光愛会　理渡辺　忍 平元. 3. 1一般        10診療所
     霧島市国分中央１丁目７番６４号常　勤:    2事長　渡辺　忍 眼   現存
     (医       2) 平28. 3. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94219,1011,0 医療法人　鵜木医院 〒899-4332 0995(45)0011医療法人　春成会　理加倉　秀章 平元.10. 1一般        11診療所
     霧島市国分中央３－１９－１５ 常　勤:    1事長　加倉　瑞子 療養         8現存
     (医       1) 平28.10. 1内   小   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94319,1012,8 原口　産婦人科 〒899-4332 0995(45)0052医療法人　広裕会　理原口　裕之 平元.10. 1一般        17診療所
     霧島市国分中央３－１７－１３ 常　勤:    1事長　原口　裕之 産   婦   現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94419,1013,6 川越　医院 〒899-4301 0995(45)0566医療法人　双昭会　理川越　昭信 平 2. 1. 1内   精   神  診療所
     霧島市国分重久５９０番地１ 常　勤:    1事長　川越　昭信 呼   胃   消  現存
     (医       1) 平29. 1. 1循   小   外  
     整外 脳外 皮ひ
     皮   ひ   性  
     こう 眼   耳い
     気食 リハ 放  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94519,1014,4 清水整形外科医院 〒899-4312 0995(47)3939医療法人　清光会　理清水　恒光 平 2. 1. 1一般        19診療所
     霧島市国分山下町１６５４番地５常　勤:    1事長　清水　恒光 整外 リハ 内  現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94619,1016,9 こうの子どもクリニッ〒899-4332 0995(47)1211医療法人　エルベ　理河野　幸春 平 3. 4. 1小   診療所
     ク 霧島市国分中央四丁目１５番３号常　勤:    1事長　河野　幸春 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
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  94719,1017,7 国分外科胃腸科 〒899-4346 0995(47)2311医療法人　サンライフ岩谷　眞宏 平 3.10. 1一般        13診療所
     霧島市国分府中町１３－２３番地常　勤:    1　理事長　岩谷　眞宏 療養         6現存
     (医       1) 平24.10. 1内   外   整外
     非常勤:    4 リハ 放   
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94819,1019,3 原口内科消化器科 〒899-4332 0995(46)2232医療法人　朋友会　理原口　雄二 平 5.10. 1内   呼   消  診療所
     霧島市国分中央四丁目１５番３号常　勤:    1事長　原口　雄二 循   リハ 放  現存
     (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94919,1020,1 井料クリニック 〒899-4321 0995(46)9300医療法人　誠井会　理井料　宰 平 6. 4. 1一般        15診療所
     霧島市国分広瀬二丁目２８番４０常　勤:    2事長　井料　宰 脳外 皮   現存
     号 (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95019,1021,9 いぢち　眼科 〒899-4346 0995(47)3618医療法人　藤栄会　理伊地知　洋 平 6.10. 3一般         4診療所
     霧島市国分府中町１番５５号 常　勤:    1事長　伊地知　洋 眼   現存
     (医       1) 平24.10. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95119,1022,7 宮内皮ふ科　クリニッ〒899-4332 0995-46-8612医療法人　悠成会　理宮内　秀明 平 7.10. 1皮   診療所
     ク 霧島市国分中央五丁目１２ー１９常　勤:    1事長　宮内　秀明 組織変更 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95219,1023,5 原口　耳鼻咽喉科 〒899-4332 0995-46-3333医療法人　原口耳鼻咽原口　兼明 平 7.10. 1耳い 気食 麻  診療所
     霧島市国分中央１丁目２１ー３１常　勤:    1喉科　理事長　原口　 組織変更 アレ 現存
     (医       1)兼明 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95319,1024,3 田中　内科消化器科 〒899-4463 0995-46-6123医療法人　啓友会　理田中　啓三 平 8. 4. 1内   呼   消  診療所
     霧島市国分下井６０１番地１ 常　勤:    1事長　田中啓三 組織変更 循   リハ 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95419,1025,0 梶原内科 〒899-4352 0995-47-3363医療法人　育栄会　理梶原　裕二 平 9.10. 1一般        19診療所
     霧島市国分向花１６５番地 常　勤:    1事長　梶原　裕二 組織変更 内   呼   消  現存
     (医       1) 平24.10. 1循   小   リハ
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  95519,1027,6 霧島記念病院 〒899-4322 0995-47-3100医療法人　健康会　理坂元　健一 平10. 4. 1一般        75病院
     霧島市国分福島１丁目５番１９号常　勤:    7事長　坂元　健一 組織変更 療養        93現存
     (医       7) 平28. 4. 1内   神内 整外
     非常勤:   18 外   脳外 リハ
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95619,1028,4 プライマリ・ケア　む〒899-4343 0995-46-6611室　大 室　大 平10.11. 1内   小   診療所
     ろ内科 霧島市国分野口西２８番５２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95719,1030,0 国分脳神経外科 〒899-4352 0995-64-0059医療法人　国分脳神経笠毛　静也 平12. 4. 1一般        19診療所
     霧島市国分向花１５４番地１ 常　勤:    1外科　理事長　笠毛　 組織変更 脳外 内   整外現存
     (医       1)静也 平30. 4. 1リハ 循   
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95819,1031,8 かのう医院 〒899-4462 0995-46-9111医療法人　博萌会　理叶　昭人 平12.10. 1内   呼   胃  診療所
     霧島市国分敷根１３７３番地１ 常　勤:    1事長　叶　昭人 組織変更 小   外   整外現存
     (医       1) 平24.10. 1皮ひ こう リハ
     放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95919,1032,6 きたはらこどもクリニ〒899-4343 0995-64-0677医療法人　きたはらこ北原　琢磨 平13. 4. 1小   診療所
     ック 霧島市国分野口西１９番３１号 常　勤:    1どもクリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　北原　琢磨 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96019,1033,4 前田産婦人科クリニッ〒899-4332 0995-46-6800医療法人　志康会　理前田　康貴 平14. 4. 1一般        19診療所
     ク 霧島市国分中央１丁目３番２３号常　勤:    1事長　前田　康貴 組織変更 産   婦   麻  現存
     (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96119,1034,2 中川整形外科 〒899-4346 0995-48-5633医療法人　創世会　理中川　悟 平14.10. 1一般        19診療所
     霧島市国分府中町３３番１７号 常　勤:    1事長　中川　悟 組織変更 内   整外 リハ現存
     (医       1) 平26.10. 1リウ 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96219,1035,9 国分中央病院 〒899-4332 0995-45-3085医療法人　美﨑会　理藤﨑　剛斎 平15. 4. 1一般        28病院
     (19,3070,0) 霧島市国分中央１丁目２５－７０常　勤:    4事長　藤﨑　剛斎 組織変更 療養       156現存
     (医       3) 平27. 4. 1内   外   脳外
     (薬       1) リハ 神内 皮  
     非常勤:    9 歯   
     (医       8)
     (歯       1)
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  96319,1037,5 青葉クリニック 〒899-4305 0995-64-0646医療法人　邦和会　理濵田　慎二 平16.11. 1内   外   リハ診療所
     霧島市国分郡田７２１番地４ 常　勤:    1事長　濵田　慎二 組織変更 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96419,1038,3 国分なかむらクリニッ〒899-4312 0995-45-3333医療法人　若仁会　理中村　義人 平16.11. 1一般        18診療所
     ク 霧島市国分山下町１８番１３号 常　勤:    1事長　中村　義人 組織変更 こう 胃   内  現存
     (医       1) 平28.11. 1外   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96519,1039,1 帖佐クリニック 〒899-4322 0995-64-0711医療法人　帖佐クリニ帖佐　信行 平17. 4. 1内   消   循  診療所
     霧島市国分福島三丁目５番２０号常　勤:    2ック　理事長　帖佐　 組織変更 外   整外 心外現存
     (医       2)信行 平29. 4. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96619,1041,7 いかりこどもクリニッ〒899-4351 0995-48-5858医療法人　恒和会　理碇元　直昭 平17.10. 1小   診療所
     ク 霧島市国分新町二丁目３番１２号常　勤:    1事長　碇元　直昭 組織変更 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96719,1042,5 みみ・はな・のど　と〒899-4321 0995-46-4987医療法人　ＴＣＴ　理竪山　俊郎 平17.10. 1アレ 耳い 診療所
     しクリニック 霧島市国分広瀬一丁目１２番１８常　勤:    1事長　竪山　俊郎 組織変更 現存
     号 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96819,1043,3 医療法人　仁心会　福〒899-4501 0995(55)2221医療法人　仁心会　理松下　兼介 昭32.10. 1療養        24病院
     山病院 霧島市福山町福山７７１ 常　勤:    9事長　松下　兼介 精神       303現存
     (医       8) 平29.10. 1精   内   神内
     (薬       1) 心内 皮   
     非常勤:   21
     (医      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96919,1046,6 医療法人　敬躍会　ハ〒899-5101 0995(42)0560医療法人　敬躍会　理江川　さおり 昭34. 6. 1精神       140病院
     ートフル隼人病院 霧島市隼人町住吉１００ 常　勤:    2事長　江川　さおり 心内 精   内  現存
     (医       2) 平28. 6. 1耳   
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97019,1047,4 医療法人　仁心会　松〒899-5102 0995(42)2121医療法人　仁心会　理吉牟田　直孝 昭34.10. 1療養        44病院
     下病院 霧島市隼人町真孝９９８ 常　勤:    6事長　松下　兼介 精神       232現存
     (医       5) 平28.10. 1精   心内 内  
     (薬       1) 神内 リハ 
     非常勤:   21
     (医      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  97119,1048,2 社会福祉法人　たちば〒899-4501 0995-55-2121社会福祉法人　たちば深水　紘 昭41. 1.15一般       110病院
     な会　オレンジ学園 霧島市福山町福山８３８ 常　勤:    6な会　理事長　松下　 療養       120現存
     (医       6)兼介 平29. 1.15内   小   リハ
     非常勤:   25
     (医      24)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97219,1050,8 医療法人　松城会　隼〒899-5111 0995(42)2151医療法人　松城会　理岩城　政秋 昭46. 1. 1一般        24病院
     人温泉病院 霧島市隼人町姫城一丁目２６４番常　勤:    4事長　岩城　政秋 療養       101現存
     地２ (医       4) 平28. 1. 1内   外   神内
     非常勤:   15 リハ 
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97319,1051,6 福山　外科医院 〒899-5116 0995-42-2363福山　敏彦 福山　敏彦 昭46. 2.15外   整外 内  診療所
     霧島市隼人町内７７２の１ 常　勤:    1 放   現存
     (医       1) 平28. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97419,1054,0 医療法人　日新会　有〒899-4501 0995(56)2151医療法人　日新会　理有馬　新哉 昭60. 5. 1一般        48病院
     馬病院 霧島市福山町福山５２９０番地２常　勤:    1事長　有馬　新哉 内   呼   消  現存
     ９ (医       1) 平30. 5. 1循   リハ 放  
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97519,1055,7 霧島桜ケ丘病院 〒899-6603 0995(78)3135医療法人　桃蹊会　理竹原　邦雄 昭63.11. 1精神        90病院
     霧島市牧園町高千穂３６１７－９常　勤:    4事長　古江　増藏 療養        22現存
     ８ (医       4) 平24.11. 1内   精   神  
     非常勤:    3 リハ 
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97619,1056,5 佐藤医院 〒899-6401 0995(59)2607医療法人　昭山会　理佐藤　昭人 平元. 4. 1一般         2診療所
     霧島市溝辺町有川３２７－２ 常　勤:    2事長　佐藤　昭人 療養        12現存
     (医       2) 平28. 4. 1内   小   消  
     非常勤:    1 リウ 
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97719,1057,3 日当山温泉クリニック〒899-5111 0995(43)3111医療法人　秋桜会　理徳留　一博 平元. 5. 1内   胃   皮  診療所
     霧島市隼人町姫城三丁目８６番地常　勤:    1事長　徳留　一博 リハ 心内 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97819,1058,1 医療法人　大成会　大〒899-6507 0995(76)1984医療法人　大成会　理寺脇　照代 平元.10. 1内   小   皮  診療所
     庭医院 霧島市牧園町宿窪田９４１－１ 常　勤:    1事長　寺脇　照代 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  97919,1059,9 医療法人　三幸会　八〒899-4501 0995(56)3000医療法人　三幸会　理八木　幸夫 平元.10. 1一般        11診療所
     木クリニック 霧島市福山町福山４５１６ 常　勤:    1事長　八木　幸夫 療養         8現存
     (医       1) 平28.10. 1内   呼   消  
     非常勤:    6 循   外   放  
     (医       6) リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98019,1060,7 隼人尚愛会病院 〒899-5106 0995(43)2222医療法人　尚愛会　理相良　光久 平 2. 7. 1一般        55病院
     霧島市隼人町小田字木屋原２４０常　勤:    1事長　小田原　良治 外   内   消  現存
     番 (医       1) 平29. 7. 1こう リハ 
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98119,1061,5 霧島温泉クリニック 〒899-6603 0995(78)2338医療法人　桃蹊会　理古江　増藏 平 3. 4. 1一般        19診療所
     霧島市牧園町高千穂３８７８番地常　勤:    1事長　古江　増蔵 内   リハ 休止
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98219,1062,3 かわの　小児科 〒899-5111 0995(42)8866川野　好文 川野　好文 平 3.11.10小   診療所
     霧島市隼人町姫城一丁目１１９番常　勤:    1 現存
     地 (医       1) 平24.11.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98319,1063,1 医療法人　伊東内科ク〒899-6301 0995(72)9088医療法人　伊東　内科伊東　幸彦 平 5. 4. 1内   呼   消  診療所
     リニック 霧島市横川町上ノ　３３９０番地常　勤:    1クリニック　理事長　 放   耳い 現存
     １６ (医       1)伊東　幸彦 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98419,1064,9 永山　医院 〒899-5111 0995(42)0109医療法人　永山　医院永山　一浩 平 5.10. 1ひ   皮   内  診療所
     霧島市隼人町姫城一丁目２番地 常　勤:    1　理事長　永山　一浩 小   現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98519,1065,6 耳鼻咽喉科　鶴丸　医〒899-5115 0995(42)0439医療法人　耀士会　理鶴丸　浩士 平 5.10. 1耳い 診療所
     院 霧島市隼人町東郷１１１番地 常　勤:    2事長　鶴丸　浩士 現存
     (医       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98619,1069,8 猪俣　医院 〒899-6301 0995(72)0003猪俣　賢一郎 猪俣　賢一郎 平 6. 9.27内   診療所
     霧島市横川町中ノ　２６１番地 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 9.27
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  98719,1070,6 霧島杉安病院 〒899-4201 0995-57-1221医療法人財団浩誠会　杉安　浩一郎 平 7.10. 1一般        35病院
     霧島市霧島田口２１４３番地 常　勤:    6理事長　杉安　浩一郎 組織変更 療養       128現存
     (医       6) 平28.10. 1内   外   整外
     非常勤:   11 放   リハ リウ
     (医      11) 脳外 
     消化器内科、循
     環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98819,1071,4 壱岐　医院 〒899-6401 0995-59-2019医療法人　清和会　理壹岐　又三郎 平 7.10. 1内   小   外  診療所
     霧島市溝辺町有川８１２番地 常　勤:    1事長　壹岐　又三郎 組織変更 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98919,1073,0 竹田医院 〒899-4201 0995-57-0011医療法人　明風会　理竹田　克姑 平 9. 1. 1内   精   小  診療所
     (19,3056,9) 霧島市霧島田口３６番地 常　勤:    3事長　竹田　克姑 移動 歯   現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99019,1074,8 たまいクリニック 〒899-5102 0995-42-7300医療法人　健秀会　理玉井　秀亀 平 9. 4. 1一般        14診療所
     霧島市隼人町真孝１１１番地 常　勤:    1事長　玉井　秀亀 組織変更 ひ   皮   内  現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99119,1077,1 はやと整形外科 〒899-5102 0995-43-6111医療法人　吉野会　理海江田　光裕 平11. 9.13一般        19診療所
     霧島市隼人町真孝１０１３番地 常　勤:    1事長　海江田　光裕 移動 整外 リハ 内  現存
     (医       1) 平29. 9.13外   
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99219,1079,7 霧島市立医師会医療セ〒899-5112 0995-42-1171霧島市長 風呂井　彰 平12. 7. 1一般       250病院
     ンター 霧島市隼人町松永３３２０番地 常　勤:   40 組織変更 一般（感染） 現存
     (医      36) 平24. 7. 1             4
     (薬       4) 内   呼   消  
     非常勤:  105 循   小   外  
     (医     105) 整外 脳外 放  
     リウ リハ 耳い
     小外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99319,1080,5 椎原眼科医院 〒899-5117 0995-43-1050医療法人　ひとみ会　椎原　芳郎 平12.10. 1一般         4診療所
     霧島市隼人町見次１２５２番地１常　勤:    1理事長　椎原　芳郎 組織変更 眼   現存
     (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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  99419,1081,3 猪俣医院小原出張診療〒899-6302 0995-72-0003猪俣　賢一郎 猪俣　賢一郎 平12.12.14内   診療所
     所（ワゴン車） 霧島市横川町下ノ４００ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.12.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99519,1082,1 猪俣医院茶屋出張診療〒899-6301 0995-72-0003猪俣　賢一郎 猪俣　賢一郎 平12.12.21内   診療所
     所（ワゴン車） 霧島市横川町上ノ２２５１ー２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.12.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99619,1083,9 みつお産婦人科 〒899-5117 0995-44-9339医療法人　三世会　理滿尾　雅彦 平13.10. 1一般        19診療所
     霧島市隼人町見次１２９６番地３常　勤:    2事長　滿尾　雅彦 組織変更 産   婦   現存
     (医       2) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99719,1084,7 山下内科クリニック 〒899-5121 0995-43-0460医療法人　新樹会　理山下　俊作 平14. 4. 1一般        13診療所
     霧島市隼人町神宮１丁目２０番１常　勤:    1事長　山下　俊作 組織変更 内   呼   消  現存
     ９号 (医       1) 平26. 4. 1循   小   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99819,1085,4 林内科 〒899-6303 0995-72-1818林　雅夫 林　雅夫 平15. 1. 1内   小   診療所
     霧島市横川町中ノ２３８－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99919,1087,0 永田医院 〒899-5101 0995-42-3402永田　智之 永田　智之 平16. 3. 1一般        19診療所
     霧島市隼人町住吉１８９３ 常　勤:    1 交代 内   胃   消  現存
     (医       1) 平28. 3. 1リハ 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100019,1091,2 のりやす医院 〒899-5117 0995-42-7846堂園　哲郎 堂園　哲郎 平17. 1. 1皮   外   診療所
     霧島市隼人町見次１１９１－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100119,1093,8 春田医院 〒899-6507 0995-76-0053医療法人　春田医院　春田　晧之 平17. 6. 1療養        19診療所
     霧島市牧園町宿窪田２０７２番地常　勤:    1理事長　春田　晧之 組織変更 内   胃   外  現存
     (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 100219,1094,6 森クリニック呼吸器科〒899-5106 0995-42-8111森　広安 森　広安 平18. 6. 1内   呼   消  診療所
     ・内科 霧島市隼人町内山田３丁目７３５常　勤:    1 新規 循   アレ リハ現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100319,1095,3 整形外科　酒匂クリニ〒899-5112 0995-43-8660医療法人　たかし会　酒匂　崇 平18. 8.10内   リウ 整外診療所
     ック 霧島市隼人町松永一丁目９４番地常　勤:    1理事長　酒匂　崇 移動 リハ 現存
     (医       1) 平24. 8.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100419,1096,1 隼人福島眼科 〒899-5115 0995-64-2940医療法人　霧島会　理福島　茂 平18.10. 1眼   診療所
     霧島市隼人町東郷１－２７５ 常　勤:    1事長　福島　茂 組織変更 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100519,1097,9 とくだクリニック 〒899-6404 0995-64-1717医療法人　真和会　理徳田　和信 平18.10. 1内   胃   外  診療所
     霧島市溝辺町麓字麓原１５０３番常　勤:    1事長　徳田　和信 組織変更 現存
     １ (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100619,1098,7 浜田医院 〒899-4304 0995-45-0506医療法人　浜田医院　濵田　洋 平19. 3. 5内   小   皮  診療所
     霧島市国分清水一丁目８－２ 常　勤:    1理事長　濵田　洋 移動 現存
     (医       1) 平25. 3. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100719,1099,5 ひなたやま整形外科 〒899-5111 0995-44-8118医療法人　大喜　理事池田　勉 平19. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     霧島市隼人町姫城３丁目１６５番常　勤:    1長　池田　勉 組織変更 現存
     地 (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100819,1100,1 うえぞの内科クリニッ〒899-4322 0995-48-6555医療法人　昭裕会　理上園　昭一 平19. 4. 1一般 診療所
     ク 霧島市国分福島三丁目５１番地１常　勤:    1事長　上園　昭一 組織変更     一般    17現存
     １号 (医       1) 平25. 4. 1内   呼内 
     循環器内科、消
     化器内科、腎臓
     内科、人工透析
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100919,1104,3 石塚内科・胃腸内科 〒899-4332 0995-45-0419石塚　俊一郎 石塚　俊一郎 平19. 7.11内   診療所
     霧島市国分中央１丁目２５－２９常　勤:    1 交代 消化器内科（内現存
     (医       1) 平25. 7.11視鏡）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101019,1105,0 吉満内科クリニック 〒899-5112 0995-42-8880医療法人　恵迪舎　理吉満　彰 平19.10. 1内   呼   消  診療所
     霧島市隼人町松永３３０６－１ 常　勤:    1事長　吉満　彰 組織変更 放   現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 101119,1106,8 清水内科 〒899-4304 0995-47-7173医療法人　清水会　理横山　富美子 平19.12.27一般 診療所
     霧島市国分清水１丁目２２－２６常　勤:    1事長　横山　富美子 移動     一般    12現存
     (医       1) 平25.12.27内   神内 リハ
     非常勤:    2
     (医       1)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101219,1108,4 原口外科 〒899-5106 0995-42-0155医療法人　尚陽会　理原口　要 平20. 4. 1一般        19診療所
     霧島市隼人町内山田１丁目２番２常　勤:    2事長　原口　要 組織変更 外   胃   内  現存
     ８号 (医       2) 平26. 4. 1こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101319,1109,2 ふたばクリニック小児〒899-4324 0995-57-5555植木　勲 植木　勲 平20.10. 1小   皮   診療所
     科皮膚科 霧島市国分松木東７番１２号 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101419,1110,0 高倉眼科 〒899-4341 0995-47-7300医療法人　高倉眼科　高倉　玄太 平20.10. 1一般         8診療所
     霧島市国分野口東１１５５番地 常　勤:    2理事長　高倉　玄太 組織変更 眼   現存
     (医       2) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101519,1111,8 たぐち内科医院 〒899-5106 0995-42-0320医療法人　たぐち内科田口　正人 平21. 4. 1内   放   診療所
     霧島市隼人町内山田二丁目１３番常　勤:    1医院　理事長　田口　 組織変更 現存
     １７号 (医       1)正人 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101619,1112,6 三輪クリニック 〒899-4322 0995-73-3138三輪　晋智 三輪　晋智 平21. 9. 1内   呼   消  診療所
     霧島市国分福島三丁目４０番１８常　勤:    1 新規 胃   外   現存
     号 (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101719,1113,4 隼人脳神経外科 〒899-5105 0995-73-5353豊満　祐二 豊満　祐二 平21.12. 3脳外 診療所
     霧島市隼人町小田２３９７－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101819,1114,2 さくら皮膚科 〒899-5106 0995-42-0219前田　俊一 前田　俊一 平21.12. 1皮   内   診療所
     霧島市隼人町内山田４丁目１番１常　勤:    1 移動 現存
     ２号 (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101919,1115,9 きりしま内科リハビリ〒899-5112 0995-64-2222医療法人　浩和会　理上土橋　浩 平22. 4. 1内   神内 リハ診療所
     クリニック 霧島市隼人町松永一丁目３６番地常　勤:    1事長　上土橋　浩 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102019,1117,5 浜崎医院 〒899-5115 0995-42-0349医療法人　生成会　理濱崎　高裕 平24. 4. 1療養        19診療所
     霧島市隼人町東郷９０ 常　勤:    1事長　濱崎　高裕 組織変更 整外 外   内  現存
     (医       1) 平30. 4. 1リハ 
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 102119,1118,3 はやと整形外科分院 〒899-4332 0995-73-5454医療法人　吉野会　理吉野　光 平24. 5. 1整外 リハ 診療所
     霧島市国分中央六丁目２２番６５常　勤:    1事長　海江田　光裕 新規 現存
     号 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102219,1121,7 八反田内科 〒899-5101 0995-43-0606八反田　和美 八反田　和美 平25.10.25内   診療所
     霧島市隼人町住吉１３５３番地７常　勤:    1 新規 循環器内科 現存
     (医       1) 平25.10.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102319,1123,3 隼人の杜クリニック 〒899-5117 0995-42-8800庄　幸彦 庄　幸彦 平26. 3. 1内   診療所
     霧島市隼人町見次５８０－２ 常　勤:    1 新規 肝臓内科、消化現存
     (医       1) 平26. 3. 1器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102419,1124,1 みはらクリニック 〒899-4332 0995-46-8202三原　由起夫 三原　由起夫 平26. 4.11内   外   診療所
     霧島市国分中央１丁目２５－１５常　勤:    1 新規 消化器内科、肛現存
     (医       1) 平26. 4.11門外科、胃腸内
     科、内視鏡内科
     、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102519,1125,8 吉玉リウマチ・内科ク〒899-5117 0995-42-2755医療法人　健優会　理吉玉　珠美 平26. 5. 1リウ 内   診療所
     リニック 霧島市隼人町見次６３７番地１ 常　勤:    1事長　吉玉　珠美 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102619,1127,4 徳永医院 〒899-6404 0995-58-2302医療法人　白秋会　理徳永　千秋 平27. 4.13内   皮   小  診療所
     霧島市溝辺町麓６０８番地１３ 常　勤:    2事長　徳永　千秋 移動 呼内 アレ 現存
     (医       2) 平27. 4.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102719,1128,2 隼人クリニック 〒899-5102 0995-43-5511医療法人　緑生会　理中尾　實 平27. 4. 1外   内   リハ診療所
     霧島市隼人町真孝８７０番地３ 常　勤:    1事長　中尾　實 新規 消化器内科 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102819,1129,0 島田泌尿器科医院 〒899-5115 0995-42-7733社会医療法人　白光会島田　剛 平27. 4. 1一般        16診療所
     霧島市隼人町東郷１丁目２９６番常　勤:    2　理事長　白石　幸三 その他 ひ   現存
     地 (医       2) 平27. 4. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102919,1130,8 霧島整形外科 〒899-4341 0995-73-8840医療法人　術徳会　理井尻　幸成 平27.10. 1一般        19診療所
     霧島市国分野口東８番３１号 常　勤:    1事長　井尻　幸成 組織変更 整外 リハ 内  現存
     (医       1) 平27.10. 1
     非常勤:   54
     (医      54)
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 103019,1131,6 協愛病院 〒899-4351 0995-45-6211医療法人　協愛会　理香月　恭史 平27.10. 1一般        24病院
     霧島市国分新町一丁目６番５２－常　勤:    6事長　香月　恭史 組織変更 療養        56現存
     ６号 (医       5) 平27.10. 1内   リハ 
     (薬       1) 消化器内科、ペ
     非常勤:   22 インクリニック
     (医      22) 内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103119,1132,4 はやと形成外科クリニ〒899-5102 0995-42-8300平田　礼二郎 平田　礼二郎 平27.11. 1形外 診療所
     ック 霧島市隼人町眞孝字皆渕２５４０常　勤:    1 新規 現存
     －３－１ (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103219,1133,2 あんず東洋医学クリニ〒899-4332 0995-55-5058立藏　順子 立藏　順子 平27.12. 1内   小   診療所
     ック 霧島市国分中央四丁目１７番－２常　勤:    2 新規 現存
     ５－２号 (医       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103319,1134,0 国分脳神経外科　分院〒899-4352 0995-64-0059医療法人　国分脳神経門田　紘輝 平28. 2. 1一般        19診療所
     霧島市国分向花１３３番地２ 常　勤:    1外科　理事長　笠毛　 新規 脳外 整外 内  現存
     (医       1)静也 平28. 2. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103419,1135,7 はやし内科クリニック〒899-4315 0995-47-7611林　大輔 林　大輔 平28. 4. 1内   神内 診療所
     霧島市国分湊３９４番地２ 常　勤:    1 新規 糖尿病内科 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103519,1136,5 とくしげ耳鼻咽喉科 〒899-4332 0995-46-8133医療法人　緑栄会　理徳重　栄一郎 平28. 4. 1耳い 気食 アレ診療所
     霧島市国分中央一丁目２６ー１９常　勤:    1事長　徳重　栄一郎 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103619,1137,3 特別養護老人ホームフ〒899-6404 0995-58-3714社会福祉法人　山陵会德永　正義 平28. 5. 1内   心内 診療所
     ラワーホーム診療所 霧島市溝辺町麓９４７番地３ 常　勤:    1　理事長　德永　正義 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103719,1139,9 ひめぎ医院 〒899-4354 0995-45-3811医療法人　術徳会　理村角　恭一 平29. 3. 1一般 診療所
     霧島市国分姫城２９０３番地１ 常　勤:    1事長　井尻　幸成 新規     一般    19休止
     (医       1) 平29. 3. 1整外 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 103819,1140,7 国分生協病院 〒899-4332 0995-45-4806鹿児島医療生活協同組山下　義仁 平29.11. 1一般        90病院
     霧島市国分中央三丁目３８番１４常　勤:   18合　理事長　馬渡　耕 移動 療養        39現存
     号 (医      12)史 平29.11. 1内   外   小  
     (薬       6) リハ 
     非常勤:   11 呼吸器内科、循
     (医      11) 環器内科、消化
     器内科、肛門外
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103921,1005,8 竹島へき地　診療所 〒890-0903 09913-2-2054三島村長 松崎　かおり 昭45. 6.15内   小   外  診療所
     鹿児島郡三島村大字竹島７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104021,1006,6 中之島へき地　診療所〒891-5201 09912-2-2103十島村長 永井　慎昌 昭47. 4. 1内   診療所
     鹿児島郡十島村中之島１３３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104121,1011,6 悪石島へき地　診療所〒891-5204 09912-3-2103十島村長 永井　慎昌 昭49. 4. 1内   外   診療所
     鹿児島郡十島村大字悪石島３３番常　勤:    1 現存
     地１ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104221,1022,3 十島村立　宝島へき地〒891-5301 0992-22-2101十島村長 永井　慎昌 平元. 6. 1内   診療所
     　診療所 鹿児島郡十島村大字宝島１番地 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104321,1024,9 十島村立　平島へき地〒891-5202 09912-2-2010十島村長 永井　慎昌 平 2. 5. 1内   診療所
     　診療所 鹿児島郡十島村大字平島９７番地常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104421,1025,6 十島村立　口之島へき〒891-5101 09912(2)2402十島村長 永井　慎昌 平 3. 4. 1内   診療所
     地　診療所 鹿児島郡十島村字口之島１４６番常　勤:    1 現存
     地 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104521,1028,0 十島村立　小宝島へき〒891-5205 09912-4-2006十島村長 永井　慎昌 平 5.10. 1内   診療所
     地　診療所 鹿児島郡十島村大字小宝島４番地常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104621,1032,2 硫黄島へき地診療所 〒890-0901 09913-2-2110三島村長 松崎　かおり 平12. 2. 1内   小   外  診療所
     鹿児島郡三島村大字硫黄島９０番常　勤:    1 移動 現存
     地 (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104721,1033,0 三島村立　大里へき地〒890-0902 09913-3-2003三島村長 松崎　かおり 平13. 2. 1内   外   小  診療所
     診療所 鹿児島郡三島村大字黒島６７番地常　勤:    1 移動 現存
     ４ (医       1) 平25. 2. 1
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 104821,1037,1 十島村立諏訪之瀬島へ〒891-5203 09912-2-2359十島村長 永井　慎昌 平17. 6. 1内   診療所
     き地診療所 鹿児島郡十島村大字諏訪之瀬島２常　勤:    1 移動 現存
     ６５番地 (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104921,1039,7 黒島へき地診療所 〒890-0902 09913-3-2201三島村長 松崎　かおり 平28. 5. 1内   外   小  診療所
     鹿児島郡三島村大字黒島４８２番常　勤:    1 移動 現存
     地 (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105025,1053,9 医療法人　博仁会　宮〒895-1804 0996(53)0180医療法人　博仁会　理新門　弘人 昭42. 2. 1精神       195病院
     之城病院 薩摩郡さつま町船木３４番地 常　勤:    7事長　新門　弘人 精   神   心内現存
     (医       6) 平30. 2. 1内   
     (薬       1)
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105125,1073,7 クオラリハビリテーシ〒895-1804 0996(53)1704医療法人　クオラ　理松下　兼一 昭53. 6.15一般        60病院
     (25,3044,2) ョン病院 薩摩郡さつま町船木２３１１番地常　勤:    9事長　松下　兼一 療養       112現存
     ６ (医       6) 平29. 6.15リハ 整外 内  
     (歯       1) 眼   歯外 歯  
     (薬       2) 麻   
     非常勤:   33 消化器内科、循
     (医      33) 環器内科、泌尿
     器科（人工透析
     ）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105225,1077,8 東内科クリニック 〒895-1804 0996-53-2002東　勝観 東　勝観 昭55.12.15内   呼   胃  診療所
     薩摩郡さつま町船木１７８ 常　勤:    1 循   現存
     (医       1) 平28.12.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105325,1089,3 薩摩郡医師会病院 〒895-1813 0996(53)0326公益社団法人　薩摩郡本坊　健三 昭61. 4. 1一般       142病院
     薩摩郡さつま町轟町５１０番地 常　勤:    5医師会　会長　草野　 内   神内 外  現存
     (医       4)潤 平28. 4. 1整外 リハ 放  
     (薬       1) 麻   
     非常勤:   23
     (医      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105425,1102,4 医療法人　林田内科 〒895-1803 0996(53)1177医療法人　林田内科　林田　功 平 2. 4. 1一般         4診療所
     薩摩郡さつま町宮之城屋地１５４常　勤:    2理事長　林田　功 療養        11現存
     ８ (医       2) 平29. 4. 1内   呼内 放  
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 105525,1106,5 医療法人　和翔会　小〒895-1813 0996(52)1676医療法人　和翔会　理小緑　和雄 平 3.10. 1一般        13診療所
     緑内科 薩摩郡さつま町轟町３９－１ 常　勤:    1事長　小緑　和雄 療養         6現存
     (医       1) 平24.10. 1内   
     人工透析内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105625,1113,1 立志病院 〒895-1817 0996(55)9119医療法人　立翔会　理立志　公和 平 6. 4. 1療養        35病院
     薩摩郡さつま町湯田１５０２－１常　勤:    2事長　立志　公和 内   放   呼内現存
     ０ (医       2) 平30. 4. 1（選択項目ない
     非常勤:    5 ためここに入力
     (医       5) ）循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105725,1124,8 海江田医院 〒895-1803 0996-53-0006医療法人　海江田医院海江田　康光 平 8.10. 1一般        18診療所
     薩摩郡さつま町宮之城屋地１４６常　勤:    1　理事長　海江田康光 組織変更 整外 リハ リウ現存
     １ (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105825,1126,3 ますざき医院 〒895-2201 0996-57-0010医療法人　隆英会　理益崎　隆雄 平10. 3. 1内   外   小  診療所
     薩摩郡さつま町求名２６１２番地常　勤:    1事長　益崎　隆雄 移動 （選択項目ない現存
     １ (医       1) 平28. 3. 1ためここに入力
     ）救急科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105925,1128,9 木原医院 〒895-1804 0996-52-2700医療法人　轟紫会　理木原　晃一 平10.12. 1一般         7診療所
     薩摩郡さつま町船木１８４番地１常　勤:    1事長　木原　晃一 組織変更 療養        12現存
     (医       1) 平28.12. 1呼   胃   外  
     こう リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106025,1135,4 稲津病院 〒895-1803 0996-52-3355医療法人　トウスイ会稲津　一穂 平14. 4. 1療養        41病院
     薩摩郡さつま町宮之城屋地１３７常　勤:    1　理事長　稲津　一穂 組織変更 外   内   整外現存
     ８番地 (医       1) 平26. 4. 1リハ 
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106125,1137,0 溝口整形外科 〒895-1813 0996-52-4668医療法人　成盛会　理溝口　成朋 平15. 5. 1整外 リハ 診療所
     薩摩郡さつま町轟町３４番地２ 常　勤:    1事長　溝口　成朋 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106225,1142,0 島田医院 〒895-1803 0996-53-0003医療法人　島田医院　島田　英彦 平16. 4. 1皮   診療所
     薩摩郡さつま町宮之城屋地１５３常　勤:    1理事長　島田　英彦 移動 現存
     ２番地１３ (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 106325,1148,7 相良医院 〒895-1803 0996-53-0160相良　久治 相良　久治 平19. 6. 4内   小   診療所
     薩摩郡さつま町宮之城屋地１５３常　勤:    2 交代 現存
     １ー３ (医       2) 平25. 6. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106425,1151,1 すずき耳鼻咽喉科 〒895-1813 0996-21-3735医療法人　天眞会　理鈴木　晴博 平22. 2. 1耳い 診療所
     薩摩郡さつま町轟町１８－１０ 常　勤:    1事長　鈴木　晴博 移動 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106525,1152,9 てらだ内科クリニック〒895-1802 0996-21-3232医療法人芳志会　理事寺田　芳一 平22. 4. 1内   消   診療所
     薩摩郡さつま町田原１４７番地３常　勤:    1長　寺田　芳一 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106625,1153,7 鬼丸整形外科 〒895-1721 0996-56-8811鬼丸　髙茂 鬼丸　高茂 平22. 8. 1整外 診療所
     薩摩郡さつま町山崎８９番地２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106725,1154,5 さつまクリニック 〒895-2201 0996-57-0020医療法人　恒仁会　理草野　潤 平22.10. 1内   消   小  診療所
     薩摩郡さつま町求名１２５５２－常　勤:    1事長　草野　潤 組織変更 外   現存
     ２ (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106825,1157,8 さくらクリニック 〒895-2104 0996-53-1451医療法人　アスカ　理斧渕　泰裕 平24. 8. 1内   診療所
     薩摩郡さつま町柏原２８８３番地常　勤:    1事長　斧渕　泰裕 移動 現存
     １ (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106925,1159,4 うかり眼科 〒895-1812 0996-53-0030医療法人　視映会　理山下　徹浩 平24.11. 1一般 診療所
     薩摩郡さつま町虎居町１２ー１５常　勤:    1事長　山下　徹浩 移動     一般     6現存
     (医       1) 平24.11. 1眼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107026,1007,3 長島町国民健康保険鷹〒899-1401 0996(86)0054長島町長 浜畑　弘記 昭36. 6. 1一般        13診療所
     巣診療所 出水郡長島町鷹巣１８１４番地 常　勤:    1 療養         6現存
     (医       1) 平30. 6. 1内   外   
     非常勤:   16
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107126,1014,9 長島町国民健康保険平〒899-1302 0996-88-2595長島町長 三角　芳文 昭47. 4. 1内   外   歯  診療所
     (26,3020,0) 尾診療所 出水郡長島町平尾１３４ 常　勤:    2 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107226,1023,0 長島町獅子島へき地診〒899-1501 0996(89)3081長島町長 浜畑　弘記 昭60. 5. 1内   外   診療所
     療所 出水郡長島町獅子島６８９－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
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 107326,1036,2 高野医院 〒899-1401 0996-86-1031医療法人　幸望会　理高野　徹 平 9.12. 1一般         1診療所
     出水郡長島町鷹巣３６８１番地２常　勤:    1事長　高野　徹 組織変更 療養        18現存
     (医       1) 平27.12. 1内   小   
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107426,1039,6 長島クリニック 〒899-1303 0996-88-6405医療法人　黒潮会　理田畑　富士男 平15.10. 1内   外   胃  診療所
     出水郡長島町指江８２番地１３ 常　勤:    1事長　田畑　富士男 組織変更 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107526,1040,4 長島町川床へき地診療〒899-1212 0996-87-0038長島町長 牧角　泰治 平16. 7. 1内   診療所
     所 出水郡長島町川床９４３番地 常　勤:    1 新規 休止
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107626,1041,2 飯尾医院 〒899-1304 0996-88-5040医療法人一恵会　理事飯尾　一登 平27. 4. 1内   外   婦  診療所
     出水郡長島町城川内８８番地 常　勤:    2長　飯尾　一成 組織変更 現存
     (医       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107728,1120,0 医療法人　永光会　あ〒899-6202 0995(74)2503医療法人　永光会　理永田　智行 昭59.10. 1精神       174病院
     いらの森ホスピタル 姶良郡湧水町北方１８５４番地 常　勤:    3事長　永田　浩三 療養        43現存
     (医       3) 平29.10. 1精   内   婦  
     非常勤:   18 リハ 
     (医      18) 選択項目なし　
     老年精神科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107828,1138,2 ひらしまクリニック 〒899-6207 0995-74-2800医療法人　ひらしまク平島　忠久 平元. 3. 1一般         4診療所
     姶良郡湧水町米永５８５番地１７常　勤:    1リニック　理事長　平 療養        15現存
     (医       1)島　忠久 平28. 3. 1内   呼   胃  
     循   整外 脳外
     こう リハ 放  
     外   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107928,1160,6 林内科医院 〒899-6102 0995(75)2047医療法人　昭芳会　理林　芳郎 平 3. 1. 1一般         8診療所
     姶良郡湧水町中津川４９８ 常　勤:    1事長　林　芳郎 療養        11現存
     (医       1) 平30. 1. 1内   小   眼  
     非常勤:    8 リハ 放   耳い
     (医       8) 皮   整外 
     消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108028,1247,1 田代医院 〒899-6201 0995-74-2075田代　達也 田代　達也 平13. 3. 1内   循   診療所
     姶良郡湧水町木場１６１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 108128,1249,7 くりの後庵クリニック〒899-6201 0995-74-1500医療法人　新山会　理新内　千鶴子 平13.10. 1内   消   循  診療所
     姶良郡湧水町木場９７３番地１ 常　勤:    1事長　新内　千鶴子 組織変更 小   リハ 現存
     (医       1) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108228,1270,3 たねだ皮膚科クリニッ〒899-6206 0995-54-1210種子田　秀人 種子田　秀人 平16.10. 1皮   アレ 外  診療所
     ク 姶良郡湧水町恒次１６９０－４ 常　勤:    1 移動 リハ 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108328,1307,3 前田医院 〒899-6206 0995-74-5001前田　茂 前田　茂 平24. 8. 1内   循   放  診療所
     姶良郡湧水町恒次１０５９ー２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108429,1122,4 牧瀬内科クリニック 〒899-7302 099-477-2121医療法人　牧瀬内科　牧瀬　洋一 平 7.10. 1一般        19診療所
     曽於郡大崎町神領２３９４番地１常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 内   呼内 現存
     (医       1)牧瀬　洋一 平28.10. 1循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108529,1124,0 はるびゅうクリニック〒899-8313 099-478-2153医療法人　玲心会　理春別府　稔仁 平 7.10. 1一般         4診療所
     曽於郡大崎町野方６０４５番地１常　勤:    2事長　春別府　稔仁 組織変更 療養        15現存
     (医       2) 平28.10. 1内   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108629,1155,4 坂元内科クリニック 〒899-7306 099-471-7055医療法人　坂元内科ク坂元　寛志 平11.10. 1内   呼   消  診療所
     曽於郡大崎町大字永吉字中段８２常　勤:    1リニック　理事長　坂 組織変更 循   リハ リウ現存
     ９９番地１ (医       1)元　寛志 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108729,1189,3 江藤医院 〒899-7305 099-476-0126医療法人　あすなろ会江藤　賢治 平19. 6. 1内   診療所
     曽於郡大崎町假宿２７６９番地２常　勤:    1　理事長　江藤　賢治 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108830,1039,8 南大隅町立辺塚へき地〒893-2602 09942-6-4012南大隈町長 福田　弘志 昭42. 4.15内   診療所
     出張診療所 肝属郡南大隅町佐多辺塚１６２－常　勤:    1 現存
     １ (医       1) 平30. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108930,1052,1 肝属郡医師会立病院 〒893-2301 0994(22)3111公益社団法人　肝属郡西田　卓爾 昭56. 2. 2一般       161病院
     肝属郡錦江町神川１３５番地３ 常　勤:    5医師会　会長　池田　 療養        36現存
     (医       5)誠 平29. 2. 2内   神内 外  
     非常勤:   53 整外 眼   ひ  
     (医      53)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 109030,1054,7 じょうさい　クリニッ〒893-2502 0994(24)2977笠毛　博 笠毛　博 昭58.11.15一般    診療所
     ク 肝属郡南大隅町根占川南３７７２常　勤:    1 内   外   胃  現存
     (医       1) 平28.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109130,1055,4 肝付町立病院 〒893-1401 0994(67)2721肝付町長　永野　和行井畔　能文 昭59. 4. 1一般        40病院
     肝属郡肝付町北方１９５３ 常　勤:    1 内   外   ひ  現存
     (医       1) 平29. 4. 1眼   整外 
     非常勤:   19
     (医      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109230,1063,8 春陽会中央病院 〒893-1207 0994(65)1170医療法人社団春陽会　上園　春仁 昭63. 4. 1一般       100病院
     肝属郡肝付町新富４８５番地 常　勤:    5理事長　上園　春仁 整外 外   内  現存
     (医       5) 平30. 4. 1リハ 皮   
     非常勤:   48
     (医      48)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109330,1065,3 医療法人　岩重　医院〒893-1615 0994(63)8514医療法人　岩重　医院岩重　元栄 平元. 4. 1一般        12診療所
     肝属郡東串良町川東３７２０ 常　勤:    1　理事長　岩重　元栄 内   小   現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109430,1066,1 南大隅町立大泊へき地〒893-2604 0994-27-3030南大隈町長 花輪　麻衣 平元. 4. 1内   診療所
     出張診療所 肝属郡南大隅町佐多馬籠９３２番常　勤:    1 現存
     地１ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109530,1073,7 大根占医院 〒893-2303 0994-22-2658医療法人　昴会　理事山下　健治 平元.10. 1一般        19診療所
     肝属郡錦江町馬場４４５－２ 常　勤:    1長　山下　健治 内   脳外 リハ現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109630,1074,5 津崎　医院 〒893-2501 0994(24)2153医療法人　津崎　医院津崎　貴春 平元.10. 1胃   外   整外診療所
     肝属郡南大隅町根占川北１７２５常　勤:    1　理事長　津崎　貴春 内   麻   現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109730,1084,4 兒玉　医院 〒893-1615 0994-63-8522医療法人　兒玉　医院兒玉　秀文 平 4. 4. 1内   消   診療所
     肝属郡東串良町川東３４３５番地常　勤:    1　理事長　兒玉　秀文 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109830,1087,7 錦江町池田へき地診療〒893-2302 0994-29-0737錦江町長 西田　卓爾 平 5. 4. 1内   小   外  診療所
     所 肝属郡錦江町城元５５０８番地１常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109930,1091,9 高山胃腸科・外科 〒893-1206 0994(65)7171医療法人　南泉会　理南曲　尚 平 7. 3. 1一般        16診療所
     肝属郡肝付町前田９２３番地１ 常　勤:    1事長　南曲　尚 移動 療養         3現存
     (医       1) 平28. 3. 1内   胃   消  
     外   こう 整外
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 110030,1094,3 長浜医院 〒893-2302 0994-22-0137小幡　悦朗 小幡　悦朗 平 8. 3. 1一般         8診療所
     肝属郡錦江町城元８９５番地１２常　勤:    1 移動 内   外   耳い現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110130,1101,6 濵畑クリニック 〒893-2402 0994-25-2575医療法人　誠明会　理濵畑　和人 平 9. 4. 1内   整外 リハ診療所
     肝属郡錦江町田代川原４０３番地常　勤:    1事長　濵畑　和人 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110230,1105,7 医療法人　山路　医院〒893-1612 0994-63-2134医療法人　山路医院　山路　武久 平 9.10. 1内   診療所
     肝属郡東串良町池之原１４１番地常　勤:    1理事長　山路　武久 組織変更 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110330,1110,7 新中須医院 〒893-1612 0994-63-2010医療法人　豊誠会　理新中須　誠 平10.10. 1内   小   麻  診療所
     肝属郡東串良町池之原９３７ー５常　勤:    1事長　新中須　誠 組織変更 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110430,1112,3 南大隅町立郡へき地出〒893-2603 0994-26-1856南大隈町長 花輪　麻衣 平11. 4. 1内   診療所
     張診療所 肝属郡南大隅町佐多郡１９６３番常　勤:    1 移動 現存
     地１ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110530,1120,6 藤崎クリニック 〒893-2302 0994-22-2238藤崎　紀彦 藤崎　紀彦 平14. 2. 1内   胃   外  診療所
     肝属郡錦江町城元字瀬脇９６番６常　勤:    1 新規 こう 現存
     (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110630,1123,0 はらだ整形外科 〒893-1612 0994-63-8080原田　省吾 原田　省吾 平14. 6. 1整外 リハ リウ診療所
     肝属郡東串良町池之原２６５０番常　勤:    1 移動 現存
     地１ (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110730,1125,5 錦江町宿利原巡回診療〒893-2301 0994-23-0060錦江町長 安部　智 平15.10. 1内   外   診療所
     所 肝属郡錦江町神川７２０４番地１常　勤:    1 移動 現存
     ４ (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110830,1126,3 岸良診療所 〒893-1511 0994-34-6331肝付町長　永野　和行中野　緩奈 平16. 7. 1内   外   診療所
     肝属郡肝付町岸良６５２番地２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110930,1134,7 山内クリニック 〒893-1206 0994-65-8181医療法人　啓佑会　理山内　慎介 平18. 8. 1内   呼   胃  診療所
     肝属郡肝付町前田４８１６番地２常　勤:    2事長　山内　慎介 移動 小   リハ 現存
     (医       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111030,1136,2 吉川医院 〒893-1206 0994-65-2022医療法人　寛清会　理吉川　信寛 平19.11. 1一般        17診療所
     肝属郡肝付町前田８６３番地１ 常　勤:    1事長　吉川　信寛 組織変更 内   胃   消  現存
     (医       1) 平25.11. 1呼   
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 111130,1137,0 吉重クリニック 〒893-1401 0994-67-2266社会福祉法人　内之浦吉重　幸一 平20. 8. 1内   神内 呼  診療所
     肝属郡肝付町北方５８１番地１ 常　勤:    1会　理事長　吉重　康 新規 消   現存
     (医       1)裕 平26. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111230,1138,8 高山クリニック 〒893-1207 0994-65-1111社会医療法人　鹿児島疋田　涼一 平20.12. 1内   外   リハ診療所
     肝属郡肝付町新富８１８番地１ 常　勤:    1愛心会　理事長　鈴木 組織変更 現存
     (医       1)　隆夫 平26.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111330,1141,2 ルミコ医療ステーショ〒893-1207 0994-65-0921医療法人　真愛会　理上園　瑠美子 平23. 6. 2内   小   診療所
     ン 肝属郡肝付町新富４６８４番地 常　勤:    1事長　上園　瑠美子 移動 現存
     (医       1) 平29. 6. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111430,1143,8 南大隅町立佐多診療所〒893-2601 0994-26-2222南大隅町長 福田　弘志 平28. 1. 4内   整外 診療所
     肝属郡南大隅町佐多伊座敷３８４常　勤:    1 移動 現存
     ６番地 (医       1) 平28. 1. 4
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111531,1011,5 屋久島町口永良部島へ〒891-4208 09974-9-2119屋久島町長 川崎　研一 昭41. 7. 1内   診療所
     き地出張診療所 熊毛郡屋久島町口永良部島５３３常　勤:    1 現存
     番地１ (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111631,1021,4 和田医院 〒891-4205 09974(2)1322和田　米夫 和田　米夫 昭53. 8. 1内   外   産婦診療所
     熊毛郡屋久島町宮之浦２１７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111731,1031,3 高岡医院 〒891-3604 0997-27-3100高岡　俊明 高岡　俊明 昭61. 9. 1一般         8診療所
     熊毛郡中種子町野間６３３７－７常　勤:    1 療養        11現存
     (医       1) 平28. 9. 1内   呼   胃  
     放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111831,1032,1 屋久島町永田へき地出〒891-4201 0997-45-2273屋久島町長　荒木　耕藤野　悠介 平元. 4. 1内   皮   眼  診療所
     張診療所 熊毛郡屋久島町永田１２４７－１常　勤:    1治 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111931,1035,4 門野　医院 〒891-4203 09974(4)2303医療法人　平成記念会門野　義信 平 2. 4. 1内   外   診療所
     熊毛郡屋久島町一湊３４８－１ 常　勤:    1　理事長　門野　義信 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
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 112031,1038,8 屋久島町　栗生診療所〒891-4409 09974(8)2103屋久島町長　荒木　耕川崎　研一 平 4. 4. 1内   耳い 皮  診療所
     熊毛郡屋久島町栗生１７４３ 常　勤:    1治 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112131,1044,6 医療法人徳洲会　屋久〒891-4205 09974-2-2200医療法人　徳洲会　理山本　晃司 平 9. 7. 1一般       139病院
     (31,3027,5) 島徳洲会病院 熊毛郡屋久島町宮之浦２４６７番常　勤:    9事長　鈴木隆夫 新規 結核         1現存
     地 (医       7) 平24. 7. 1内   小   外  
     (歯       2) 整外 脳外 産婦
     非常勤:   27 眼   耳い リハ
     (医      27) 循   形外 歯外
     麻   精   ひ  
     放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112231,1051,1 屋久島尾之間診療所 〒891-4404 0997-47-3277医療法人　観音会　理市地　春彦 平12. 4. 1内   診療所
     熊毛郡屋久島町尾之間１３６番地常　勤:    1事長　市地　春彦 組織変更 現存
     ６ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112331,1054,5 社会医療法人　義順顕〒891-3604 0997-27-0325社会医療法人　義順顕竹野　孝一郎 平15. 4. 1内   皮   整外診療所
     彰会　田上診療所 熊毛郡中種子町野間５３０６番地常　勤:    1彰会　理事長　田上　 新規 小   現存
     １１ (医       1)寛容 平27. 4. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112431,1057,8 公立種子島病院 〒891-3701 0997-26-1230公立種子島病院組合　永嶋　智成 平16. 4. 1一般        60病院
     熊毛郡南種子町中之上１７００番常　勤:    2管理者　名越　修 移動 一般（感染） 現存
     地２２ (医       2) 平28. 4. 1             2
     非常勤:   11 内   外   眼  
     (医      11) 脳外 リハ 耳い
     整外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112531,1059,4 仲医院 〒891-4311 0997-46-2131医療法人　悠彩会　理仲　淳一郎 平16.11. 1内   消   診療所
     熊毛郡屋久島町安房４１０番地１常　勤:    1事長　仲　淳一郎 組織変更 現存
     ５８ (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112631,1060,2 中種子クリニック 〒891-3604 0997-27-3222社会医療法人　鹿児島出村　博 平20.12. 1一般 診療所
     熊毛郡中種子町野間６４８１番地常　勤:    1愛心会　理事長　鈴木 組織変更     一般    17現存
     １ (医       1)　隆夫 平26.12. 1内   外   リハ
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 112731,1062,8 ともファミリークリニ〒891-3701 0997-24-1129内村　友則 内村　友則 平26. 7. 1内   外   リハ診療所
     ック 熊毛郡南種子町中之上３０３８番常　勤:    1 新規 循環器内科、糖現存
     地２ (医       1) 平26. 7. 1尿病内科、ペイ
     ンクリニック内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112831,1063,6 小瀬田みんなの診療所〒891-4207 0997-43-5100肥後　尚樹 肥後　尚樹 平30. 4. 1脳外 内   外  診療所
     熊毛郡屋久島町小瀬田８４９－１常　勤:    1 新規 現存
     ８ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112932,1011,3 瀬戸内町国民健康保険〒894-2501 0997-76-1109瀬戸内町長 八代　悠希 昭36. 3. 1内   小   外  診療所
     　池地　診療所 大島郡瀬戸内町大字池地６６１の常　勤:    2 現存
     ３ (医       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113032,1015,4 国民健康保険宇検診療〒894-3301 0997(67)2030宇検村長 満元　洋二郎 昭37. 6. 1一般         2診療所
     (32,3059,6) 所 大島郡宇検村湯湾３７ 常　勤:    2 内   外   歯  現存
     (医       1) 平28. 6. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113132,1023,8 国民健康保険　大和　〒894-3106 0997(57)2053大和村長 小川　信 昭39. 4. 1一般         2診療所
     (32,3064,6) 診療所 大島郡大和村大棚字大町４２０ 常　勤:    1 内   小   歯  現存
     (医       1) 平30. 4. 1外   
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113232,1027,9 公益財団法人　慈愛会〒891-7101 09978(3)0275公益財団法人　慈愛会末満　純一 昭40.11. 1精神       206病院
     　徳之島病院 大島郡徳之島町亀津下霜原５１９常　勤:    3　理事長　今村　英仁 精   神   現存
     ０番地 (医       3) 平28.11. 1
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113332,1035,2 医療法人　碩済会　大〒894-1511 0997-72-0376医療法人　碩済会　理五十嵐　至朗 昭44.12. 1精神       182病院
     島保養院 大島郡瀬戸内町阿木名６５番地 常　勤:    4事長　木本　恵子 療養        12現存
     (医       4) 平29.12. 1精   内   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113432,1057,6 徳之島診療所 〒891-7101 0997-83-2131奄美医療生活協同組合徳田　潔 昭54. 3. 1一般        19診療所
     大島郡徳之島町亀津７５５４ 常　勤:    2　理事長　杉原　雄治 内   胃   小  現存
     (医       2) 平30. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 113532,1063,4 宮上病院 〒891-7101 09978(2)0002医療法人　南溟会　理宮上　寛之 昭55.11. 1一般        41病院
     大島郡徳之島町亀津栄新町７２６常　勤:    6事長　宮上　寛之 結核         1現存
     ８ (医       6) 平28.11. 1内   呼   消  
     非常勤:   28 小   外   ひ  
     (医      28) 放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113632,1074,1 喜界町国民健康保険診〒891-6201 0997(65)4300喜界町長 松下　俊文 昭59. 4.16一般        19診療所
     療所 大島郡喜界町大字赤連３７ 常　勤:    1 内   現存
     (医       1) 平29. 4.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113732,1076,6 前川医院 〒891-6202 0997(65)0222前川　秀幸 前川　秀幸 昭59. 5. 7内   小   診療所
     大島郡喜界町湾２８１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113832,1077,4 瀬戸内町　与路へき地〒894-2601 0997-76-1501瀬戸内町長 八代　悠希 昭59. 6.15内   外   診療所
     診療所 大島郡瀬戸内町大字与路字村内原常　勤:    2 現存
     ３８４ (医       2) 平29. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113932,1081,6 医療法人　徳洲会　徳〒891-7101 0997-83-1100医療法人　徳洲会　理藤田　安彦 昭61.10. 1一般       119病院
     之島徳洲会病院 大島郡徳之島町亀津７５８８番地常　勤:   12事長　鈴木　隆夫 療養        79現存
     (医      12) 平28.10. 1結核         1
     非常勤:   58 内   神内 呼外
     (医      57) 小   外   整外
     (歯       1) 脳外 皮   ひ  
     産婦 耳い リハ
     麻   眼   放  
     形外 リウ 呼内
     小外 
     消化器内科、消
     化器外科、循環
     器内科、腎臓内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114032,1089,9 大蔵　医院 〒891-9214 0997-93-5033医療法人　英世会　理大蔵　英世 平元.10. 1一般        16診療所
     大島郡知名町知名１６の２ 常　勤:    2事長　大蔵　英世 内   胃   循  現存
     (医       2) 平28.10. 1小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114132,1092,3 天城診療所 〒891-7611 0997(85)3315医療法人　天城　診療芝田　茂文 平 2. 1. 1内   外   歯  診療所
     (32,3085,1) 大島郡天城町天城３５８－１ 常　勤:    2所　理事長　芝田　茂 現存
     (医       1)文 平29. 1. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 114232,1093,1 医療法人　金連会　本〒891-9214 0997(93)3131医療法人　金連会　理本部　輝治 平 2. 1. 1一般        11診療所
     部医院 大島郡知名町知名５９１番地 常　勤:    2事長　本部　輝治 療養         8現存
     (医       2) 平29. 1. 1内   産婦 小  
     非常勤:    1 整外 麻   リウ
     (医       1) リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114332,1094,9 肥後　医院 〒894-0411 0997(62)3023医療法人　栄起会　理肥後　敦子 平 2. 4. 1内   循   診療所
     大島郡龍郷町赤尾木１４８５ 常　勤:    1事長　肥後　敦子 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114432,1095,6 肥後　診療所 〒894-0333 0997-62-4023医療法人　栄起会　理肥後　敦子 平 2. 4. 1内   循   診療所
     大島郡龍郷町秋名１８８６ 常　勤:    1事長　肥後　敦子 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114532,1096,4 沖永良部徳洲会病院 〒891-9213 0997(93)3000医療法人　徳洲会　理渡慶次　賀博 平 2. 5. 1一般        60病院
     大島郡知名町瀬利覚小米原２２０常　勤:    5事長　鈴木　隆夫 療養        72現存
     ８ (医       5) 平29. 5. 1内   外   産婦
     非常勤:   37 小   整外 皮  
     (医      37) ひ   眼   耳い
     神内 リハ 呼内
     放   精   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114632,1100,4 医療法人　徳洲会　喜〒891-6202 0997(65)1100医療法人　徳洲会　理浦元　智司 平 3. 8. 1一般        40病院
     界徳洲会病院 大島郡喜界町湾字前金久３１５ 常　勤:    5事長　鈴木　隆夫 療養        49現存
     (医       5) 平24. 8. 1内   小   外  
     非常勤:  140 整外 脳外 耳い
     (医     140) リハ 神内 循  
     皮   ひ   眼  
     精   産婦 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114732,1103,8 朝戸医院 〒891-9112 0997(92)1131医療法人　朝戸　医院朝戸　末男 平 3.10. 1一般        19診療所
     大島郡和泊町和泊１４番地 常　勤:    2　理事長　朝戸　末男 内   消   外  現存
     (医       2) 平24.10. 1整外 眼   
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114832,1104,6 竜郷中央クリニック 〒894-0102 0997(62)2525医療法人　杏竹会　理竹山　淑朗 平 3.10. 1内   皮   小  診療所
     大島郡龍郷町瀬留９８４番地４ 常　勤:    1事長　竹山　淑朗 リハ 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 114932,1109,5 福山医院 〒891-9112 0997(92)0033医療法人　慈心会　理上園　敦子 平 6. 8. 1内   小   リハ診療所
     大島郡和泊町和泊９６－５ 常　勤:    1事長　福山　茂雄 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115032,1114,5 大和村今里へき地出張〒894-3214 0997-58-3004大和村長 小川　信 平 7. 5. 1内   小   外  診療所
     診療所 大島郡大和村今里７９０ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115132,1119,4 パナウル診療所 〒891-9308 0997-97-2073医療法人　誠友会　理古川　誠二 平 8. 4. 1内   小   外  診療所
     大島郡与論町那間２７４７番地１常　勤:    1事長　古川　誠二 移動 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115232,1136,8 龍美クリニック 〒891-9306 0997-97-5607医療法人　龍美会　理和田　峰光 平11. 3. 1一般         8診療所
     大島郡与論町大字麦屋字風花１３常　勤:    4事長　川畑　益雄 移動 内   整外 眼  現存
     ０５ー５ (医       4) 平29. 3. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115332,1137,6 医療法人　沖縄徳洲会〒891-9301 0997-97-2511医療法人　沖縄徳洲会久志　安範 平11. 3. 1一般        49病院
     　与論徳洲会病院 大島郡与論町茶花４０３ー１ 常　勤:    4　理事長　鈴木　隆夫 交代 療養        32現存
     (医       4) 平29. 3. 1内   小   外  
     非常勤:   20 整外 眼   耳い
     (医      20) 放   リハ 皮  
     ひ   婦   精  
     麻   脳外 
     循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115432,1138,4 瀬戸内徳洲会病院 〒894-1508 0997-73-1111医療法人　徳洲会　理上山　泰男 平11.10. 1一般        60病院
     大島郡瀬戸内町古仁屋字トンキャ常　勤:    9事長　鈴木　隆夫 新規 内   小   外  現存
     ン原１３５８ー１ (医       9) 平29.10. 1整外 眼   耳い
     非常勤:   38 リハ 皮   放  
     (医      38) リウ ひ   呼内
     消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115532,1139,2 加計呂麻徳洲会診療所〒894-2322 0997-75-0116医療法人　徳洲会　理朴澤　憲和 平11.10. 1一般        19診療所
     大島郡瀬戸内町大字瀬相７４７ー常　勤:    1事長　鈴木　隆夫 その他 内   外   現存
     １ (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 115632,1148,3 南大島診療所 〒894-1505 0997-72-0107奄美医療生活協同組合杉原　雄治 平16. 7. 1一般         8診療所
     大島郡瀬戸内町古仁屋松江１６－常　勤:    1　理事長　杉原　雄治 移動 内   小   放  現存
     ４ (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115732,1153,3 いづはら医院 〒894-1503 0997-72-3307医療法人　馨和会　理桂　久和 平19. 1. 1一般 診療所
     大島郡瀬戸内町古仁屋大湊７ 常　勤:    1事長　桂　久和 組織変更     一般    19現存
     (医       1) 平25. 1. 1整外 内   リウ
     非常勤:    4 リハ 精   心内
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115832,1155,8 伊仙クリニック 〒891-8201 0997-86-3030社会医療法人　鹿児島藤郷　秀樹 平20.12. 1一般 診療所
     大島郡伊仙町伊仙２０９７ 常　勤:    1愛心会　理事長　鈴木 組織変更     一般     7現存
     (医       1)　隆夫 平26.12. 1療養
         療養    12
     内   小   外  
     リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115932,1156,6 町田医院 〒891-9111 0997-92-3737町田　実豊 町田　実豊 平22. 4.26内   消   胃  診療所
     大島郡和泊町手々知名６３６－１常　勤:    1 交代 小   現存
     (医       1) 平28. 4.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116032,1159,0 瀬戸内町へき地診療所〒894-1507 0997-72-3211瀬戸内町長 知念　崇 平24. 5. 1一般        19診療所
     大島郡瀬戸内町古仁屋瀬久井西１常　勤:    2 移動 内   外   小  現存
     ３番地２ (医       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116132,1161,6 くらもと眼科医院 〒891-7101 0997-83-0586医療法人社団　くらも藏本　直史 平27. 4. 1眼   診療所
     大島郡徳之島町亀津字新里新町７常　勤:    2と眼科　理事長　藏本 組織変更 現存
     ５２７番地 (医       2)　直史 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116232,1163,2 あまぎユイの里医療セ〒891-7611 0997-85-3080天城町長 寺倉　宏嗣 平28. 4. 1内   外   小  診療所
     ンター 大島郡天城町天城４３９番地１ 常　勤:    1 新規 小外 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116332,1164,0 いなだ整形・内科クリ〒891-7101 0997-83-3800医療法人　げんきの海稲田　望 平28.10. 1整外 リハ 内  診療所
     ニック 大島郡徳之島町亀津５２２２番地常　勤:    1　理事長　稲田　望 組織変更 現存
     １ (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116440,1001,7 阿久根　医院 〒897-1122 0993(53)9016阿久根　亨 阿久根　亨 昭32.10. 1一般    診療所
     南さつま市加世田小湊８６４０－常　勤:    1 内   小   現存
     １ (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 116540,1004,1 医療法人　和風会　加〒897-1121 0993(53)6300医療法人　和風会　理市坪　美紀 平元. 4. 1一般        58病院
     世田病院 南さつま市加世田唐仁原１１８１常　勤:    5事長　市坪　美紀 精神       239現存
     番地 (医       5) 平28. 4. 1脳外 内   外  
     非常勤:    7 精   皮   リハ
     (医       7) 心内 
     老年内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116640,1006,6 加藤　小児科内科 〒897-0002 0993(52)2239医療法人　加藤医院　加藤　洋 平 2.10. 1小   内   診療所
     南さつま市加世田武田１８２６５常　勤:    2理事長　加藤　洋 現存
     番地 (医       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116740,1007,4 唐仁原内科クリニック〒897-0031 0993(53)3500医療法人　唐仁原医院唐仁原　寛 平 5. 4. 6一般        13診療所
     南さつま市加世田東本町３２－１常　勤:    1　理事長　唐仁原　寛 療養         6現存
     ６ (医       1) 平29. 4. 6内   消   循  
     非常勤:    1 リハ 放   
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116840,1008,2 友松内科クリニック 〒897-0001 0993(52)7331医療法人　起生会　理友松　博美 平 5. 4. 1一般        19診療所
     南さつま市加世田村原一丁目７番常　勤:    2事長　友松　博美 内   消   循  現存
     ６ (医       2) 平29. 4. 1放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116940,1009,0 松岡　医院 〒897-1121 0993(52)2733松岡　秀隆 松岡　秀隆 平 5. 8. 1内   耳い 気食診療所
     南さつま市加世田唐仁原６０２７常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117040,1010,8 﨑山内科クリニック 〒897-1121 0993(53)2255医療法人　﨑山内科ク﨑山　修 平 5.10. 1内   消   循  診療所
     南さつま市加世田唐仁原５３２３常　勤:    1リニック　理事長　﨑 小   リハ 現存
     －１ (医       1)山　修 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117140,1013,2 有馬病院 〒897-0008 0993-52-2367医療法人　椎原会　理川津　学 平 6.10. 1一般        36病院
     南さつま市加世田地頭所５７０番常　勤:    3事長　中川原　三和子 療養        24現存
     地 (医       3) 平24.10. 1内   胃   外  
     非常勤:   36 整外 神内 リハ
     (医      36) リウ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117240,1014,0 徳久整形外科 〒897-0007 0993-53-4311医療法人　徳和会　理徳久　銀一郎 平 7.10. 1一般        19診療所
     南さつま市加世田白亀１２８５番常　勤:    1事長　徳久　銀一郎 組織変更 整外 リハ リウ現存
     地１ (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 117340,1015,7 羽牟クリニック 〒897-0006 0993-52-2036医療法人　博医会　羽羽牟　裕一郎 平 7.10. 1内   整外 リハ診療所
     南さつま市加世田本町２１番地４常　勤:    1牟　裕一郎 組織変更 現存
     (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117440,1016,5 吉井　クリニック 〒897-0001 0993-53-8887医療法人　吉井クリニ吉井　満寛 平 8.11. 1形外 皮   診療所
     南さつま市加世田村原二丁目２番常　勤:    1ック　理事長　吉井　 組織変更 現存
     ７ (医       1)満寛 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117540,1017,3 真愛病院 〒897-0031 0993-53-7112医療法人　真愛みどり宮内　裕史 平 9. 4. 1一般        76病院
     南さつま市加世田東本町７番３ 常　勤:    3会　理事長　坂上　譲 組織変更 整外 リハ 麻  現存
     (医       2)二 平30. 4. 1
     (薬       1)
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117640,1019,9 有馬産婦人科 〒897-0006 0993-53-2777医療法人　有生会　理有馬　正俊 平12. 5. 1一般        19診療所
     南さつま市加世田本町１８番地３常　勤:    2事長　有馬　正俊 組織変更 産婦 現存
     (医       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117740,1020,7 酒瀬川医院 〒899-3611 0993-55-2119医療法人　酒瀬川医院酒瀬川　勝 平12.10. 1内   診療所
     南さつま市加世田津貫５９８４ 常　勤:    1　理事長　酒瀬川　勝 組織変更 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117840,1021,5 眼科　安田クリニック〒897-0031 0993-53-2002医療法人　明誠会　理安田　明成 平13. 4. 1一般         3診療所
     南さつま市加世田東本町９番地６常　勤:    1事長　安田　明成 組織変更 眼   現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117940,1022,3 南さつま中央病院 〒897-0006 0993-52-0202医療法人　南さつま中楠元　慶明 平15. 4. 1一般        30病院
     南さつま市加世田本町３７番地４常　勤:    3央病院　理事長　楠元 組織変更 内   外   婦  現存
     (医       2)　慶明 平27. 4. 1麻   
     (薬       1) 肛門外科、胃腸
     非常勤:    6 内科、内科（人
     (医       6) 工透析）、消化
     器内科、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118040,1023,1 真愛クリニック 〒897-0031 0993-53-7111医療法人　真愛みどり折口　信夫 平15. 5. 1整外 リハ 診療所
     南さつま市加世田東本町７番４ 常　勤:    1会　理事長　坂上　譲 新規 現存
     (医       1)二 平27. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 118140,1025,6 金子医院 〒897-1121 0993-52-2730医療法人　修明会　理金子　和豊 平17. 4. 1一般        19診療所
     南さつま市加世田唐仁原６０２５常　勤:    2事長　金子　和豊 組織変更 内   呼   消  現存
     番地 (医       2) 平29. 4. 1循   放   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118240,1027,2 南さつま市立坊津病院〒898-0102 0993(67)1141南さつま市長 鷺山　健一郎 昭40. 5. 1療養        31病院
     南さつま市坊津町泊１９ 常　勤:    2 一般        13現存
     (医       2) 平28. 5. 1内   整外 
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118340,1029,8 吉見　医院 〒897-1201 0993(62)2333吉見　梓 吉見　梓 昭57. 1. 1内   呼内 診療所
     南さつま市大浦町７４８３ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118440,1030,6 吉見　医院 〒898-0211 0993(68)0205医療法人　陽明会　理吉見　昭光 平 3. 1. 1内   小   整外診療所
     南さつま市坊津町久志２４５７番常　勤:    1事長　吉見　昭光 現存
     地 (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118540,1031,4 大迫　医院 〒897-1301 0993(63)0051医療法人　孝仁会　理大迫　章生 平 5.10. 1内   胃   循  診療所
     南さつま市笠沙町片浦１２５４ 常　勤:    1事長　大迫　章生 小   リハ 放  現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118640,1032,2 南さつま市秋目診療所〒898-0212 0993(68)0620南さつま市長 永冨　尚子 平 6. 4. 1内   小   外  診療所
     南さつま市坊津町秋目８０５番地常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118740,1033,0 笠沙　診療所 〒897-1301 0993-64-2126南さつま市長 濵田　嵩史 平 8. 2. 1内   外   診療所
     南さつま市笠沙町片浦１６９３２常　勤:    1 移動 現存
     番地２ (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118840,1034,8 医療法人　尚人会　阿〒899-3512 0993(77)1211医療法人　尚人会　理橋口　京子 昭33. 4. 1精神       242病院
     多病院 南さつま市金峰町花瀬１９２９ 常　勤:    4事長　橋口　京子 精   心内 内  現存
     (医       4) 平30. 4. 1放   
     非常勤:   17 消化器内科
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 118940,1036,3 宮内クリニック 〒899-3405 0993-77-0014医療法人　宮内　クリ宮内　大成 平 7.10. 1一般        19診療所
     南さつま市金峰町池辺２８３４番常　勤:    2ニック　理事長　宮内 組織変更 内   循   ひ  現存
     地 (医       2)　大成 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119040,1037,1 西田　医院 〒899-3511 0993-77-0115西田　保馬 西田　保馬 平 9. 7. 1一般        18診療所
     南さつま市金峰町宮崎４３５０ 常　勤:    2 移動 内   現存
     (医       2) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119140,1038,9 小山クリニック 〒899-3403 0993-77-2225医療法人　小山クリニ小山　隆夫 平12. 4. 1一般        19診療所
     南さつま市金峰町尾下３５４番地常　勤:    2ック　理事長　小山　 組織変更 内   呼   消  現存
     (医       2)隆夫 平30. 4. 1小   リハ 放  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119240,1041,3 持冨皮ふ科 〒897-0001 0993-52-1288持冨　勇次 持冨　勇次 平19. 6. 1皮   診療所
     南さつま市加世田村原１丁目３－常　勤:    1 新規 現存
     １２ (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119340,1043,9 なかやま脳神経外科 〒897-0031 0993-53-8282医療法人　裕愛会　理中山　正基 平21. 4. 1脳外 心内 神内診療所
     南さつま市加世田東本町１２－４常　勤:    1事長　中山　正基 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119440,1044,7 はしぐちクリニック 〒897-0031 0993-58-2222医療法人　翔南会　理橋口　真也 平21.10. 1内   消   胃  診療所
     南さつま市加世田東本町１４番地常　勤:    2事長　橋口　真也 組織変更 現存
     １４ (医       2) 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119540,1045,4 アルテンハイムリハビ〒897-0006 0993-53-3211社会福祉法人　野の花吉岡　重剛 平22. 1. 1一般 診療所
     リテーションクリニッ南さつま市加世田本町３７－３ 常　勤:    1会　理事長　吉井　敦 組織変更     一般    13現存
     ク本町 (医       1)子 平28. 1. 1療養
     非常勤:    4     療養     6
     (医       4) リハ 内   整外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119640,1046,2 ふくいわ耳鼻咽喉科ク〒897-0006 0993-53-3387医療法人　エターナル福岩　達哉 平22. 4. 1耳い アレ 診療所
     リニック 南さつま市加世田本町２２番地５常　勤:    1　理事長　福岩　達哉 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119740,1047,0 加世田シティー内匠眼〒897-0031 0993-53-2958医療法人恵観会　理事内匠　新吾 平25. 4. 1一般 診療所
     科 南さつま市加世田東本町３１－６常　勤:    1長　内匠　新吾 組織変更     一般    19現存
     (医       1) 平25. 4. 1眼   
     非常勤:    2
     (医       2)



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［鹿児島県］

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   145 頁

 119840,1048,8 神前クリニック 〒897-0003 0993-52-7771神前　正幸 神前　正幸 平28. 2. 1一般        19診療所
     南さつま市加世田川畑１２５７５常　勤:    1 新規 内   現存
     番地１ (医       1) 平28. 2. 1胃腸内科　消化
     非常勤:    1 器内科　肛門外
     (医       1) 科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119940,1049,6 南さつま市　野間池診〒897-1301 0993-64-2124南さつま市長 濵田　嵩史 平28. 4. 1内   外   診療所
     療所 南さつま市笠沙町片浦１４８９５常　勤:    1 移動 現存
     番地 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120041,1009,8 井手　小児科 〒899-7103 0994(73)3211医療法人　慈幼会　理井手　節雄 平元.10. 1小   診療所
     志布志市志布志町志布志３２２７常　勤:    1事長　井手　節雄 現存
     －１ (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120141,1010,6 平川　内科 〒899-7103 0994(72)0145医療法人　昭平会　理平川　昭雄 平 3.10. 1内   胃   精  診療所
     志布志市志布志町志布志二丁目９常　勤:    1事長　平川　昭雄 心内 休止
     番７号 (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120241,1015,5 陽春堂内科診療所 〒899-7103 099-472-5511医療法人　一斉会　理杉原　一信 平 9. 4. 1内   診療所
     志布志市志布志町志布志２８６ー常　勤:    1事長　杉原　一信 組織変更 現存
     ４ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120341,1017,1 びろうの樹脳神経外科〒899-7402 0994-77-1212医療法人　共生会　理菅田　育穂 平 9.10. 1一般        19診療所
     志布志市有明町野井倉８０４１番常　勤:    4事長　菅田　育穂 組織変更 内   神   循  現存
     １ (医       4) 平24.10. 1整外 脳外 リハ
     非常勤:   13 放   
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120441,1018,9 曽於医師会立有明病院〒899-7402 0994-77-1111公益社団法人　曽於医東郷　實昌 平 9.12. 1一般        34病院
     志布志市有明町野井倉８２８８番常　勤:    2師会　会長　肝付　兼 交代 療養       105現存
     地１ (医       2)達 平27.12. 1内   外   産  
     非常勤:   13 婦   
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120541,1019,7 病院　芳春苑 〒899-7104 099-472-0030医療法人　左右会　理橋口　渡 平10.10. 1精神       124病院
     志布志市志布志町安楽３００８ー常　勤:    7事長　橋口　渡 移動 精   神内 内  現存
     ５ (医       5) 平28.10. 1
     (薬       2)
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 120641,1020,5 山下クリニック 〒899-7602 099-487-9001医療法人　秀聖会　理山下　秀隆 平11.10. 1内   外   整外診療所
     志布志市松山町泰野５５２番地 常　勤:    1事長　山下　秀隆 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120741,1021,3 山口内科 〒899-7103 099-473-1188医療法人　長命会　理山口　美尚 平11.10. 1一般         4診療所
     志布志市志布志町志布志３２２４常　勤:    1事長　山口　美尚 組織変更 療養        10現存
     番地９ (医       1) 平29.10. 1内   呼   消  
     循   小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120841,1022,1 藤後クリニック 〒899-7103 099-472-1237医療法人　左右会　理橋口　衛 平11.12. 1一般 診療所
     志布志市志布志町志布志１丁目１常　勤:    4事長　橋口　渡 新規     一般    19現存
     ３番１号 (医       4) 平29.12. 1内   リハ 
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120941,1023,9 大山病院 〒899-7101 0994-72-1400医療法人　豊泉会　理大山　徹也 平12.11. 1療養       100病院
     志布志市志布志町夏井１２１２ー常　勤:    3事長　大山　徹也 移動 内   放   皮  療養病床
     １ (医       3) 平24.11. 1リハ 現存
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121041,1025,4 手塚クリニック 〒899-7103 099-472-5565医療法人　手塚クリニ手塚　善久 平14.10. 1内   胃   外  診療所
     志布志市志布志町志布志５７０番常　勤:    1ック　理事長　手塚　 組織変更 整外 こう 現存
     地２ (医       1)善久 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121141,1026,2 みやじクリニック 〒899-7512 099-471-5000医療法人　参昭会　理宮路　紀昭 平14.10. 1内   呼   胃  診療所
     志布志市有明町野神３６０３番地常　勤:    1事長　宮路　紀昭 組織変更 放   現存
     １号 (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121241,1028,8 びろうの樹整形外科 〒899-7402 099-471-6611医療法人　共生会　理猪俣　尚規 平15. 2. 1一般        19診療所
     志布志市有明町野井倉８０２８番常　勤:    1事長　菅田　育穂 新規 整外 内   リハ現存
     地５ (医       1) 平27. 2. 1
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121341,1029,6 志布志中央クリニック〒899-7103 099-472-3100医療法人　ＳＡＫＵＲ安田　裕一 平15. 4. 1一般        19診療所
     志布志市志布志町志布志１２９０常　勤:    1Ａ　理事長　安田　裕 組織変更 内   胃   小  現存
     番地１ (医       1)一 平27. 4. 1整外 皮   リハ
     非常勤:    3 麻   心内 
     (医       3) 循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 121441,1031,2 はまさき耳鼻咽喉科 〒899-7104 099-473-3387医療法人　誠仁会　理濵﨑　喜與志 平16.11. 1耳い 気食 アレ診療所
     志布志市志布志町安楽６２２ 常　勤:    1事長　濵﨑　喜與志 組織変更 現存
     (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121541,1032,0 しぶし眼科 〒899-7104 099-473-1100医療法人　しぶし眼科松清　貴幸 平18. 4. 1眼   診療所
     志布志市志布志町安楽４６８番地常　勤:    1　理事長　松清　貴幸 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121641,1033,8 松下医院 〒899-7104 099-472-1124医療法人　松風会　理松下　兼裕 平18. 9. 1内   外   整外診療所
     志布志市志布志町安楽５２番地３常　勤:    1事長　松下　兼裕 その他 こう リハ 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121741,1035,3 石神診療所 〒899-7401 099-474-0107石神　吉成 石神　吉成 平20. 5.20内   心内 精  診療所
     志布志市有明町伊崎田９１０２ 常　勤:    1 交代 皮   現存
     (医       1) 平26. 5.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121841,1036,1 えびはら皮ふ科 〒899-7104 099-478-0370海老原　睦仁 海老原　睦仁 平22. 5.10皮   アレ 診療所
     志布志市志布志町安楽２１９２番常　勤:    1 新規 現存
     地２ (医       1) 平28. 5.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121941,1038,7 さくらやまクリニック〒899-7104 099-472-1100医療法人　仁明会　理時　一毅 平27. 4. 1ひ   内   診療所
     志布志市志布志町安楽字髙尾６１常　勤:    1事長　時　一毅 組織変更 泌尿器科は人工現存
     ７９番地１ (医       1) 平27. 4. 1透析を主（一般
     泌尿器科外来も
     診療）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122041,1039,5 ひろた小児科 〒899-7402 099-471-6111医療法人　童唱会　理弘田　理 平30. 4. 1小   診療所
     志布志市有明町野井倉８０３６番常　勤:    1事長　弘田　理 組織変更 現存
     地１ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122142,1002,1 公益財団法人　慈愛会〒894-0044 0997(53)1200公益財団法人　慈愛会杉本　東一 昭34.11. 1精神       356病院
     　奄美病院 奄美市名瀬浜里町１７０番地 常　勤:    6　理事長　今村　英仁 精   神   現存
     (医       6) 平28.11. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122242,1003,9 重信　医院 〒894-0005 0997(52)4877重信　嘉美 重信　嘉美 昭45. 8.15内   小   診療所
     奄美市名瀬佐大熊町１４－１５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 8.15
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 122342,1005,4 陳　小児科医院 〒894-0004 0997(53)6807陳　登隆 陳　登隆 昭53.10. 2小   診療所
     奄美市名瀬鳩浜町１０９ 常　勤:    1 休止
     (医       1) 平29.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122442,1007,0 大島郡医師会病院 〒894-0046 0997(54)8111公益社団法人大島郡医平瀬　吉成 昭56. 9. 1一般        33病院
     (42,3032,2) 奄美市名瀬小宿字苗代田３４１１常　勤:    6師会　会長　向井　奉 療養       155現存
     (医       5)文 平29. 9. 1内   整外 皮  
     (薬       1) 耳い リハ アレ
     非常勤:   24 呼内 神内 放  
     (医      23) リウ 心内 麻  
     (歯       1) 歯   
     消化器内科、循
     環器内科、糖尿
     病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122542,1008,8 水間　内科医院 〒894-0004 0997-53-7131医療法人　厚成会　理上田　智幸 平元.10. 1内   診療所
     奄美市名瀬鳩浜町３０７－２ 常　勤:    1事長　曽山　聖子 現存
     (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122642,1009,6 郡山　眼科医院 〒894-0025 0997(52)0930医療法人　郡山眼科医郡山　昌敬 平元.10. 1眼   診療所
     奄美市名瀬幸町１７－３ 常　勤:    1院　理事長　郡山　昌 現存
     (医       1)太郎 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122742,1011,2 大野　耳鼻咽喉科 〒894-0022 0997(53)3333医療法人　大野耳鼻咽大野　郁夫 平 2. 9. 1耳い 診療所
     奄美市名瀬久里町１６番３号 常　勤:    1喉科　理事長　大野　 現存
     (医       1)郁夫 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122842,1012,0 稲医院 〒894-0031 0997(52)0486医療法人　圭泉会　理稲　源一郎 平 2.10. 1内   小   リハ診療所
     奄美市名瀬金久町５番４号 常　勤:    2事長　稲　純一 整外 リウ 神内現存
     (医       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122942,1014,6 喜入内科 〒894-0025 0997(52)0332医療法人　幸成会　理喜入　昭 平 3. 2. 1内   消   小  診療所
     奄美市名瀬幸町２１－３ 常　勤:    1事長　喜入　昭 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123042,1015,3 泰江　医院 〒894-0016 0997(52)1654医療法人　皐月会　理泰江　力 平 3. 5. 1胃   外   内  診療所
     奄美市名瀬古田町１２－３７ 常　勤:    1事長　泰江　力 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 123142,1017,9 屋宮医院 〒894-0022 0997(53)1177医療法人　清仁会　理屋宮　央哉 平 3.10. 1内   消   循  診療所
     奄美市名瀬久里町１８番８号 常　勤:    1事長　屋宮　央哉 小   リハ 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123242,1018,7 嶺山　内科 〒894-0034 0997(53)0012嶺山　隆司 嶺山　隆司 平 4. 2. 1内   診療所
     奄美市名瀬入舟町９番１５号 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123342,1019,5 かずや　内科 〒894-0045 0997(53)6020屋宮　和哉 屋宮　和哉 平 5. 2. 1内   消   循  診療所
     奄美市名瀬平松町５３２番地 常　勤:    1 小   リハ 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123442,1020,3 風間内科胃腸科 〒894-0002 0997(53)1717医療法人　美仁会　理風間　正美 平 5. 4. 1内   胃   診療所
     奄美市名瀬有屋町１５ー３ 常　勤:    1事長　風間　正美 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123542,1024,5 朝沼クリニック 〒894-0017 0997-55-1555医療法人　碧山会　理朝沼　榎 平 9.10. 1一般        13診療所
     奄美市名瀬石橋町７ー１ 常　勤:    1事長　朝沼　榎 組織変更 療養         5現存
     (医       1) 平24.10. 1外   整外 麻  
     内   リハ 
     胃腸外科、肛門
     外科、呼吸器外
     科、消化器外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123642,1025,2 医療法人　徳洲会　名〒894-0061 0997-54-2222医療法人　徳洲会　理松浦　甲彰 平 9.12. 1一般       210病院
     (42,3018,1) 瀬徳洲会病院 奄美市名瀬朝日町２８番地１ 常　勤:   17事長　鈴木　隆夫 新規 療養        60現存
     (医      15) 平27.12. 1内   小   外  
     (歯       2) 整外 脳外 産婦
     非常勤:   36 リハ 消   循  
     (医      32) 眼   耳い 放  
     (歯       4) ひ   皮   麻  
     歯   歯外 神内
     形外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123742,1027,8 むかいクリニック 〒894-0006 0997-55-1777医療法人　奎英会　理向井　奉文 平10.10. 1一般        19診療所
     奄美市名瀬小浜町２４番１０号 常　勤:    1事長　向井　奉文 組織変更 内   心内 呼内現存
     (医       1) 平28.10. 1アレ 小   リハ
     非常勤:    2 麻   
     (医       2) 消化器内科、循
     環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123842,1030,2 政小児科内科医院 〒894-0032 0997-52-0017医療法人　政小児科内政　眞太郎 平11.11. 1小   内   診療所
     奄美市名瀬柳町４番４３号 常　勤:    1科医院　理事長　政　 組織変更 現存
     (医       1)眞太郎 平29.11. 1
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 123942,1032,8 益田泌尿器科医院 〒894-0004 0997-56-8111医療法人　隆友会　理益田　正隆 平14. 4. 1一般        19診療所
     奄美市名瀬鳩浜町８番地 常　勤:    1事長　益田　正隆 組織変更 ひ   皮   リハ現存
     (医       1) 平26. 4. 1内   小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124042,1033,6 いい・かねゆきクリニ〒894-0036 0997-55-0303医療法人　祥陽会　理伊井　強 平14. 4. 1内   消   呼  診療所
     ック 奄美市名瀬長浜町４番１１号 常　勤:    1事長　伊井　強 組織変更 アレ 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124142,1035,1 和光整形外科 〒894-0007 0997-57-7071医療法人　和光整形外野口　義夫 平16. 4. 1一般        19診療所
     奄美市名瀬和光町１８－１９ 常　勤:    1科　理事長　野口　義 組織変更 整外 リハ リウ現存
     (医       1)夫 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124242,1036,9 ささはらメンタルクリ〒894-0021 0997-52-1009医療法人　啓心会　理笹原　徹郎 平16. 8. 1心内 精   神  診療所
     ニック 奄美市名瀬伊津部町１６番７号 常　勤:    1事長　笹原　徹郎 移動 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124342,1040,1 奄美市笠利国民健康保〒894-0502 0997-63-0011奄美市長　朝山　毅 木野田　茂 平10. 3. 1一般         7診療所
     (42,3034,8) 険診療所 奄美市笠利町中金久４５番地 常　勤:    2 その他 療養        12現存
     (医       1) 平28. 3. 1内   外   整外
     (歯       1) ひ   歯   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124442,1042,7 記念クリニック奄美 〒894-0504 0997-55-2271医療法人　碧山会　理佐野　常男 平18. 3. 3一般 診療所
     奄美市笠利町節田字大湊１４５０常　勤:    1事長　朝沼　榎 新規     一般    11現存
     －１ (医       1) 平30. 3. 3内   胃   外  
     整外 リハ 小  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124542,1044,3 つばたクリニック 〒894-0022 0997-57-7771津畑　修 津畑　修 平18.11.13整外 リハ リウ診療所
     奄美市名瀬久里町９番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124642,1046,8 メンタルクリニック　〒894-0027 0997-55-0055原口　泰法 原口　泰法 平19. 5. 9精   心内 診療所
     Ｍａｔｅｒｉａ 奄美市名瀬末広町１８－２５グラ常　勤:    1 新規 現存
     ンセ末広ビル１Ｆ (医       1) 平25. 5. 9
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124742,1047,6 うえだクリニック 〒894-0015 0997-54-2000医療法人　一哲会　理上田　哲平 平19. 5. 1内   心内 産  診療所
     奄美市名瀬真名津町１３番２０号常　勤:    1事長　上田　哲平 組織変更 婦   現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 124842,1050,0 よしかわクリニック 〒894-0007 0997-52-5300医療法人　潤博会　理嘉川　潤一 平20.10. 1内   診療所
     奄美市名瀬和光町１番地２ 常　勤:    1事長　嘉川　潤一 組織変更 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124942,1054,2 笠利病院 〒894-0512 0997-55-2222社会医療法人　鹿児島岡　進 平20.12. 1療養 病院
     (42,3024,9) 奄美市笠利町中金久１２０番地 常　勤:    4愛心会　理事長　鈴木 組織変更     療養    89現存
     (医       2)　隆夫 平26.12. 1内   外   整外
     (歯       2) 皮   眼   リハ
     非常勤:   25 歯   歯外 耳い
     (医      25) 小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125042,1059,1 岩城眼科 〒894-0027 0997-69-3170岩城　陽一 岩城　陽一 平22. 7. 1眼   診療所
     奄美市名瀬末広町１－６－２Ｆ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125142,1063,3 ファミリークリニック〒894-0007 0997-57-7177医療法人　ネリヤ　理徳田　英弘 平23. 4. 1内   脳内 小  診療所
     　ネリヤ 奄美市名瀬和光町３１番地１４ 常　勤:    1事長　徳田　英弘 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125242,1065,8 奄美中央病院 〒894-0036 0997-52-6565奄美医療生活協同組合福崎　雅彦 平23. 8. 1一般       110病院
     奄美市名瀬長浜町１６番５号 常　勤:   18　理事長　杉原　雄治 移動 内   小   放  現存
     (医      16) 平29. 8. 1リハ 
     (薬       2) 呼吸器内科、消
     非常勤:   23 化器内科、循環
     (医      23) 器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125342,1069,0 奄美市住用国民健康保〒894-1202 0997(69)2312奄美市長　朝山　毅 野崎　義弘 平26. 3.17内   小   外  診療所
     (42,3030,6) 険診療所 奄美市住用町大字西仲間１１１番常　勤:    2 移動 整外 放   歯  現存
     地 (医       1) 平26. 3.17消化器内科、肛
     (歯       1) 門外科、肛門内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125442,1070,8 奄美眼科 〒894-0036 0997-69-4146医療法人　奄真会　理木村　章 平28. 4. 1眼   診療所
     奄美市名瀬長浜町８番３号 常　勤:    1事長　木村　章 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125542,1071,6 せきクリニック 〒894-0061 0997-55-0070医療法人　伸々会　理碩　伸一朗 平28. 5. 1内   皮   精  診療所
     奄美市名瀬朝日町１０－３ 常　勤:    1事長　碩　伸一朗 移動 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
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 125642,1072,4 まさや眼科 〒894-0062 0997-54-0818医療法人　昭会　理事昌谷　昭洋 平29.12. 1眼   精   診療所
     奄美市名瀬有屋町２０番地３ 常　勤:    1長　昌谷　昭洋 新規 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125743,1003,7 鶴留医院 〒891-0702 0993(36)1145医療法人　鶴留会　理鶴留　寿人 平 2. 1. 1一般        19診療所
     南九州市頴娃町牧之内１７３３－常　勤:    1事長　鶴留　寿人 整外 リウ リハ現存
     １ (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125843,1004,5 中村温泉病院 〒891-0704 0993(38)0046医療法人　至誠会　理中村　嘉彦 平 2. 6. 1療養       120病院
     南九州市頴娃町別府１番地 常　勤:    4事長　中村　嘉彦 神内 内   小  現存
     (医       4) 平29. 6. 1外   整外 リハ
     非常勤:   14 放   耳い 消  
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125943,1005,2 青木医院 〒891-0704 0993-38-0009医療法人　青木医院　青木　伸一 平 8.10. 1一般        17診療所
     南九州市頴娃町別府３１７ 常　勤:    1理事長　青木　伸一 組織変更 内   放   消  現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126043,1006,0 川平内科 〒891-0704 0993-38-0109医療法人　純正会　院川平　正純 平10.10. 1一般        14診療所
     南九州市頴娃町別府７０５９ 常　勤:    1長　川平　正純 組織変更 内   循   現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126143,1009,4 うきべ　医院 〒897-0302 0993(83)4303浮辺　正和 浮辺　正和 昭41. 1. 3内   外   産婦診療所
     南九州市知覧町郡６１９５ 常　勤:    1 皮   現存
     (医       1) 平29. 1. 3
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126243,1010,2 南九州さくら病院 〒897-0303 0993(84)1311医療法人　尚和会　理岡村　久隆 昭55. 2. 1精神       136病院
     南九州市知覧町永里２０８２番地常　勤:    3事長　岡村　久隆 精   内   心内現存
     (医       2) 平28. 2. 1
     (薬       1)
     非常勤:   10
     (医       9)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126343,1012,8 まつやまクリニック 〒897-0302 0993(83)3927医療法人　新成会　理松山　金良 平元.10. 1胃   内   消  診療所
     南九州市知覧町郡１７５３３ 常　勤:    1事長　松山金良 外   こう リハ現存
     (医       1) 平28.10. 1放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 126443,1013,6 ちらんクリニック 〒891-0911 0993(85)3988医療法人　芳和会　理藤林　圭一 平 6. 4. 1内   整外 診療所
     南九州市知覧町塩屋１６０２３番常　勤:    1事長　藤林　圭一 現存
     １ (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126543,1016,9 小田代記念クリニック〒897-0302 0993-83-2677医療法人　恵徳会　理小田代　憲一 平12. 4. 3内   外   整外診療所
     南九州市知覧町郡５２３６ー２ 常　勤:    1事長　小田代　卓也 新規 眼   ひ   リハ現存
     (医       1) 平30. 4. 3
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126643,1017,7 きわきクリニック 〒897-0302 0993-58-7300木脇　隆史郎 木脇　隆史郎 平18. 5.11神内 内   リハ診療所
     南九州市知覧町郡５３９９－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126743,1020,1 東外科胃腸科医院 〒897-0215 0993(56)4864東　剛造 東　剛造 昭55. 4.15一般        15診療所
     南九州市川辺町平山３４１４ 常　勤:    1 療養         3現存
     (医       1) 平28. 4.15胃   外   リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126843,1021,9 こだま病院 〒897-0221 0993(56)4111医療法人　蒼風会　理児玉　圭 昭58. 6. 1精神       192病院
     南九州市川辺町田部田３５２５ 常　勤:    6事長　児玉　圭 内   精   心内現存
     (医       6) 平28. 6. 1
     非常勤:    9
     (医       8)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126943,1022,7 かわなべ共立内科 〒897-0221 0993(56)1100医療法人　雅集会　理児玉　雅彦 平 3.10. 1内   呼   消  診療所
     南九州市川辺町田部田３９７１ 常　勤:    2事長　児玉　雅彦 循   現存
     (医       2) 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127043,1023,5 内匠　眼科 〒897-0215 0993(56)1325医療法人　内匠　眼科内匠　勝秀 平 5.10. 1眼   診療所
     南九州市川辺町平山３４４０番地常　勤:    1　理事長　内匠　勝秀 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127143,1024,3 川辺生協病院 〒897-0211 0993(56)6111鹿児島医療生活協同組大野　朗 平 5.11.15療養        48病院
     南九州市川辺町両添大正田１１１常　勤:    5合　理事長　馬渡　耕 内   呼   消  現存
     ８番地 (医       3)史 平29.11.15循   小   
     (薬       2)
     非常勤:   33
     (医      33)
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 127243,1025,0 鯵坂　耳鼻咽喉科 〒897-0211 0993-56-6222鯵坂　孝二 鯵坂　孝二 平 7. 4.14耳い 診療所
     南九州市川辺町両添１３１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127343,1026,8 椎原　医院 〒897-0132 0993-57-2505医療法人　椎原会　理中川原　三和子 平 8. 8. 1内   診療所
     南九州市川辺町中山田１８８８番常　勤:    1事長　中川原　三和子 新規 現存
     地 (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127443,1027,6 かりや内科クリニック〒897-0215 0993-56-6133仮屋　雅仁 仮屋　雅仁 平10. 2.14内   呼   胃  診療所
     南九州市川辺町平山６８０６番地常　勤:    1 新規 循   リハ 現存
     (医       1) 平28. 2.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127543,1029,2 菊野病院 〒897-0215 0993-56-1135医療法人　菊野会　理菊野　竜一郎 平12. 4. 1一般        92病院
     南九州市川辺町平山３８１５番地常　勤:    8事長　菊野　竜一郎 移動 療養        58現存
     (医       8) 平30. 4. 1整外 外   内  
     非常勤:   24 神内 リハ リウ
     (医      24) 麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127643,1030,0 南薩ケアほすぴたる 〒897-0215 0993-56-1155医療法人　聖仁会　理田中　雄二 平16. 2. 1一般        24病院
     南九州市川辺町平山５８６０番地常　勤:    7事長　牧角　浩史 新規 療養       126現存
     (医       6) 平28. 2. 1内   神内 リハ
     (薬       1) 消化器内科、人
     非常勤:   10 工透析内科
     (医       9)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127743,1031,8 上原整形外科クリニッ〒897-0222 0993-58-3077医療法人　裕祥会　理上原　裕史 平17. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     ク 南九州市川辺町永田１５９３番地常　勤:    1事長　上原　裕史 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127843,1035,9 橋口皮膚科 〒897-0212 0993-56-0707医療法人　橋口皮膚科橋口　貴樹 平21. 4. 1皮   診療所
     南九州市川辺町今田２８４番地 常　勤:    1　理事長　橋口　貴樹 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127943,1036,7 田中ヘルスケア診療所〒891-0911 0993-85-3967医療法人　泰宏会　理松邨　由紀 平22.10. 1一般 診療所
     南九州市知覧町塩屋１４６３２－常　勤:    1事長　松邨　宏之 組織変更     一般    12療養病床
     ７ (医       1) 平28.10. 1療養 現存
     非常勤:    1     療養     6
     (医       1) 内   リハ 放  
     脳外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128043,1037,5 清小児科 〒897-0215 0993-58-3228医療法人　こどもの基清　保博 平23. 4. 1小   アレ 診療所
     南九州市川辺町平山３７７８番地常　勤:    1地　理事長　清　保博 組織変更 現存
     １ (医       1) 平29. 4. 1
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 128143,1040,9 笹川医院 〒891-0704 0993-27-4122医療法人七福会　理事笹川　一平 平25. 4. 1一般 診療所
     南九州市頴娃町別府１１７００－常　勤:    1長　笹川　一平 組織変更     一般    19現存
     ２ (医       1) 平25. 4. 1内   小   外  
     リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128243,1041,7 松岡救急クリニック 〒897-0222 0993-78-3789医療法人　ＥＭＳ　理松岡　良典 平26. 4. 1一般 診療所
     南九州市川辺町永田４１６４番地常　勤:    2事長　松岡　良典 組織変更     一般     4現存
     ８ (医       2) 平26. 4. 1小   整外 脳外
     非常勤:    3 麻   リハ 内  
     (医       3) 救急科、循環器
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128343,1042,5 江平クリニック 〒897-0302 0993-83-1312社会医療法人　聖医会江平　征郎 平28. 5. 1内   放   リハ診療所
     南九州市知覧町郡１７８１０－１常　勤:    1　理事長　牧角　寛郎 新規 胃腸内科　消化現存
     (医       1) 平28. 5. 1器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128444,1001,9 医療法人　慈和会　大〒895-2507 0995-22-0336医療法人　慈和会　理工藤　英二 昭32.10. 1精神       165病院
     口病院 伊佐市大口大田６８ 常　勤:    5事長　永田　雅子 内   精   心内現存
     (医       5) 平29.10. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128544,1004,3 寺田病院 〒895-2513 09952(2)1321医療法人　栄和会　寺野間　秀歳 昭60.10. 1一般        98病院
     伊佐市大口上町３１番地４ 常　勤:   13田病院　理事長　寺田 内   呼   胃  現存
     (医      11)　歩 平24.10. 1外   整外 こう
     (薬       2) リハ 耳い 
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128644,1005,0 整形外科　松元病院 〒895-2511 0995-22-1101医療法人　恵明会　理松元　博美 昭61.10. 1一般        36病院
     伊佐市大口里４９１－２ 常　勤:    4事長　松元　博美 療養        38現存
     (医       3) 平28.10. 1整外 リハ リウ
     (薬       1) 麻   皮   小  
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128744,1006,8 大口温泉リハビリテー〒895-2504 09952(2)8888医療法人　社団隼仁会松本　滋 平元. 4. 1療養        97病院
     (44,3012,0) ション病院 伊佐市大口青木３０２２－３４ 常　勤:    6　理事長　松本　滋 内   神内 リハ現存
     (医       5) 平28. 4. 1歯   
     (歯       1) 循環器内科、消
     非常勤:    6 化器内科、放射
     (医       6) 線診断科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 128844,1007,6 寺師医院 〒895-2511 0995-22-2634医療法人　鳥神会　理田代　貴光 平元.10. 1一般        11診療所
     伊佐市大口上町１２番地６ 常　勤:    1事長　田代　貴光 療養         6現存
     (医       1) 平28.10. 1内   胃   放  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128944,1008,4 土屋　眼科 〒895-2511 0995-22-2622医療法人　弘明会　理土屋　英明 平元.10. 1眼   診療所
     伊佐市大口里３０６０ 常　勤:    1事長　土屋　英明 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129044,1009,2 貴嶋　眼科 〒895-2511 0995-22-0169医療法人　光仁会　理貴嶋　陸博 平 2.12. 1一般         7診療所
     伊佐市大口上町３番地３ 常　勤:    2事長　貴嶋　陸博 眼   現存
     (医       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129144,1010,0 むらたクリニック 〒895-2507 09952(2)7888医療法人　北友会　理村田　和武 平 3.10. 1一般         6診療所
     伊佐市大口大田１７６４番地１ 常　勤:    1事長　村田　和武 療養         9現存
     (医       1) 平24.10. 1内   外   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129244,1011,8 有村クリニック 〒895-2511 09952(2)1155有村　謙七 有村　謙七 平 4.10. 1内   胃   消  診療所
     伊佐市大口里１８８９番地２ 常　勤:    1 循   小   現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129344,1012,6 松崎　医院 〒895-2511 0995-22-2601医療法人　松崎医院　松﨑　信行 平 4.10. 1耳い 内   小  診療所
     伊佐市大口里２９２８番地 常　勤:    1理事長　松﨑　信行 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129444,1013,4 大保　川添　クリニッ〒895-2511 0995-22-6000医療法人　明和会　理川添　康郎 平 5.10. 1一般         7診療所
     ク 伊佐市大口里３５４番地１ 常　勤:    2事長　川添　康郎 療養        12現存
     (医       1) 平29.10. 1内   循   小  
     (薬       1) 皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129544,1015,9 三浦医院 〒895-2635 09952-2-6911三浦　剛資 三浦　剛資 平 8. 2. 1内   循   小  診療所
     伊佐市大口山野５１６７番地 常　勤:    1 移動 放   現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129644,1018,3 日高内科 〒895-2511 0995-22-1335医療法人　照仁会　理日高　仁 平10. 4. 1一般        19診療所
     伊佐市大口上町１７番地４ 常　勤:    2事長　日高　照男 組織変更 内   循   小  現存
     (医       2) 平28. 4. 1放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129744,1019,1 なかむら産婦人科 〒895-2513 09952-4-2238医療法人　行正会　理中村　行彦 平13. 4. 1一般        10診療所
     伊佐市大口上町４６番地１２ 常　勤:    1事長　中村　行彦 組織変更 小   産   婦  現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129844,1020,9 松元クリニック 〒895-2511 0995-22-1107医療法人　恵明会　理岩崎　正史 平15. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     伊佐市大口里４９４番地２ 常　勤:    1事長　松元　博美 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
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 129944,1021,7 水間病院 〒895-2701 09952(6)1211医療法人　柏葉会　理水間　良裕 昭62.10. 1療養        82病院
     伊佐市菱刈前目２１２５番地 常　勤:    6事長　水間　良裕 内   皮   ひ  現存
     (医       5) 平29.10. 1リハ 婦   
     (薬       1)
     非常勤:   12
     (医      11)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130044,1022,5 菱刈中央医院 〒895-2701 0995-26-0140医療法人　心晴　理事中村　匡彦 平元.10. 1一般         1診療所
     伊佐市菱刈前目７９０－１ 常　勤:    1長　中村　匡彦 整外 外   内  現存
     (医       1) 平28.10. 1小   皮   リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130144,1024,1 坂元内科 〒895-2705 09952(6)0178医療法人　坂元　内科横山　孝一 平 6. 4. 1一般        19診療所
     伊佐市菱刈重留１３５３番地 常　勤:    1　理事長　横山　孝一 内   小   放  現存
     (医       1) 平30. 4. 1リハ 皮   
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130244,1025,8 つよしクリニック 〒895-2705 0995-26-0080坂元　剛志 坂元　剛志 平19. 8. 1内   消   小  診療所
     伊佐市菱刈重留１１４７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130344,1026,6 古川医院 〒895-2441 0995-25-1151古川　博史 古川　博史 平26. 8. 9内   小   診療所
     伊佐市大口曽木１２６３番地 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 8. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130444,1028,2 さわたりクリニック 〒895-2511 0995-22-3322医療法人　昭英会　理佐渡　英三 平30. 4. 1ひ   内   診療所
     伊佐市大口里字朝日町３０４０番常　勤:    1事長　佐渡　英三 組織変更 腎臓内科 現存
     地１ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130545,1001,6 医療法人　碩済会　加〒899-5241 0995(63)2275医療法人　碩済会　理江口　政治 昭41. 4. 1精神       200病院
     治木記念病院 姶良市加治木町木田１２２７ 常　勤:    4事長　木本　恵子 精   神   内  現存
     (医       4) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130645,1002,4 大井病院 〒899-5215 0995(63)2291医療法人　七徳会　理中薗　紀幸 昭44. 4. 1一般       119病院
     姶良市加治木町本町１４１ 常　勤:    7事長　妹尾　包人 外   整外 脳外現存
     (医       7) 平29. 4. 1内   循   胃  
     非常勤:   26 皮   こう リハ
     (医      26) 放   リウ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［鹿児島県］

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   158 頁

 130745,1003,2 加治木温泉病院 〒899-5241 0995(62)0001医療法人　玉昌会　理髙田　昌実 昭53. 6.15一般        60病院
     (45,3032,5) 姶良市加治木町木田字松原添４７常　勤:   19事長　髙田　昌実 療養       290現存
     １４ (医      18) 平29. 6.15内   外   ひ  
     (歯       1) 神内 リハ 皮  
     非常勤:   16 歯   
     (医      14) 消化器内科、腎
     (歯       2) 臓内科（人工透
     析）、循環器内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130845,1006,5 鬼丸小児科すこやかク〒899-5223 0995(62)0308医療法人　鬼丸　小児鬼丸　髙恒 平元.10. 1小   診療所
     リニック 姶良市加治木町新生町１２７ 常　勤:    1科　理事長　鬼丸　髙 現存
     (医       1)恒 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130945,1007,3 川畑　内科医院 〒899-5222 0995(63)1499医療法人　川畑　内科川畑　拓也 平 2. 1. 1内   胃   小  診療所
     姶良市加治木町錦江町２３４ 常　勤:    2医院　理事長　川畑　 現存
     (医       2)拓也 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131045,1008,1 ザ王病院 〒899-5231 0995(62)4611医療法人　七徳会　理今川　康稔 平 3.10. 1療養       146病院
     姶良市加治木町反土中川原２１５常　勤:    3事長　妹尾　包人 内   整外 リウ現存
     １ー１ (医       3) 平24.10. 1脳外 リハ 皮  
     非常勤:   10 ひ   
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131145,1009,9 加治木整形外科病院 〒899-5221 0995-62-3711医療法人　恵陽会　理肥後　勝 平 7.10. 1一般        51病院
     姶良市加治木町港町１４７番地２常　勤:    3事長　武田　恵子 組織変更 整外 リハ リウ現存
     (医       3) 平28.10. 1内   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131245,1010,7 松下亮治　内科 〒899-5223 0995-62-0084医療法人　新星会　理松下　亮治 平 9. 4. 1内   呼   胃  診療所
     姶良市加治木町新生町１３０番地常　勤:    1事長　松下　亮治 組織変更 リハ 放   循  現存
     １ (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131345,1013,1 川島クリニック 〒899-5215 0995-62-7200川島　淳宏 川島　淳宏 平13.10. 2内   消   循  診療所
     姶良市加治木町本町３５３番 常　勤:    1 新規 外   リハ 現存
     (医       1) 平25.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 131445,1014,9 港町クリニック 〒899-5221 0995-63-9791医療法人　恵陽会　理森　輝男 平16. 1. 5整外 リハ リウ診療所
     姶良市加治木町港町１４５番地１常　勤:    1事長　武田　恵子 新規 内   現存
     (医       1) 平28. 1. 5
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131545,1016,4 さんのう内科 〒899-5212 0995-63-3000医療法人　王寿会　理山王　和寿 平16.11. 1一般         2診療所
     姶良市加治木町諏訪町１８８番 常　勤:    1事長　山王　和寿 組織変更 内   消   循  現存
     (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131645,1017,2 加治木中央クリニック〒899-5241 0995-63-8800医療法人　水田会　理水田　敏久 平18. 4. 1一般 診療所
     姶良市加治木町木田４１０－１ 常　勤:    3事長　水田　敏久 組織変更     一般    19現存
     (医       1) 平30. 4. 1内   
     (薬       2)
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131745,1018,0 フィオーレ第一病院 〒899-5215 0995-63-2158医療法人　碩済会　理山元　慎一 平18.12. 1一般 病院
     姶良市加治木町本町３０７番地１常　勤:    3事長　木本　恵子 移動     一般    26現存
     (医       2) 平24.12. 1産   婦   
     (薬       1)
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131845,1019,8 西眼科医院 〒899-5215 0995-62-2526医療法人　西眼科医院西　龍樹 平19. 2. 1眼   診療所
     姶良市加治木町本町２２３番地２常　勤:    1　理事長　西　龍樹 移動 現存
     (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131945,1020,6 四本信一皮膚科 〒899-5223 0995-63-9912医療法人　四本信一皮四本　信一 平19. 4. 1皮   診療所
     姶良市加治木町新生町１３２番２常　勤:    1膚科　理事長　四本　 組織変更 現存
     (医       1)信一 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132045,1022,2 西園耳鼻咽喉科クリニ〒899-5215 0995-62-8787医療法人　春桜会　理西園　浩文 平19. 4. 1耳い 気食 アレ診療所
     ック 姶良市加治木町本町２４９－１ 常　勤:    1事長　西園　浩文 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132145,1025,5 内倉外科医院 〒899-5421 0995(65)2548内倉　力男 内倉　力男 昭43. 4. 1一般        19診療所
     姶良市東餅田２３６２ 常　勤:    2 外   整外 内  現存
     (医       2) 平28. 4. 1消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 132245,1026,3 姶良市立　北山診療所〒899-5545 0995(68)0282姶良市長 毛利　通宏 昭44.12.15内   診療所
     　木津志出張診療所 姶良市木津志１８４４－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132345,1028,9 久永医院 〒899-5543 0995(65)2507医療法人　緑友会　理久永　富士朗 平元.10. 1一般        15診療所
     姶良市下名１１１７ 常　勤:    1事長　久永　富士朗 内   現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132445,1029,7 前田　皮膚科 〒899-5431 0995(65)1015医療法人　前田皮膚科前田　宣久 平元.10. 1皮   診療所
     姶良市西餅田５６０－３ 常　勤:    1　理事長　前田　宣久 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132545,1032,1 あいら　小児科 〒899-5431 0995(66)0115原口　務 原口　務 平 5.12. 1小   診療所
     姶良市西餅田１１８番地１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132645,1033,9 希望ケ丘病院 〒899-5652 0995(65)3207医療法人　大進会　理榊　哲浩 平 6. 2. 1療養        90病院
     姶良市平松５０６９番地 常　勤:    3事長　大久保　直義 内   心内 眼  現存
     (医       3) 平30. 2. 1リハ 小   精  
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132745,1035,4 こどもクリニック　山〒899-5432 0995(65)1350医療法人　壽慶会　理山﨑　孝壽 平 6.10. 1小   診療所
     﨑 姶良市宮島町５４番地６ 常　勤:    1事長　山﨑　孝壽 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132845,1036,2 徳重医院 〒899-5431 0995(65)2070医療法人　徳重医院　徳重　順治 平 7. 4. 1内   胃   小  診療所
     姶良市西餅田１３４７番地 常　勤:    1理事長　徳重　順治 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132945,1037,0 尾田内科胃腸科 〒899-5652 0995-65-7511医療法人　尾田　内科尾田　一郎 平 7.10. 1一般         7診療所
     姶良市平松４７３０番地 常　勤:    3胃腸科　理事長　尾田 組織変更 療養        12現存
     (医       3)　一郎 平28.10. 1内   呼   消  
     循   胃   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133045,1038,8 野元内科医院 〒899-5421 0995-65-2015医療法人　野元内科医野元　一孝 平 9.10. 1内   小   診療所
     姶良市東餅田２４１２番地 常　勤:    1院　理事長　野元　一 組織変更 現存
     (医       1)孝 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133145,1041,2 中西医院 〒899-5431 0995-65-1717医療法人　中西医院　中西　輝昭 平10.10. 1内   消   循  診療所
     姶良市西宮島町５番地２ 常　勤:    2理事長　中西　輝昭 組織変更 小   現存
     (医       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 133245,1042,0 山下わたる内科 〒899-5421 0995-67-0101医療法人　拓和会　理山下　亙 平10.10. 1一般        19診療所
     姶良市東餅田４２４番地１ 常　勤:    2事長　山下　亙 組織変更 内   現存
     (医       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133345,1043,8 川原泌尿器科クリニッ〒899-5431 0995-64-5181医療法人　真和会　理川原　和也 平11. 4. 1一般        17診療所
     ク 姶良市西餅田７３番地３ 常　勤:    1事長　川原　和也 組織変更 ひ   性   現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133445,1044,6 たけうちクリニック 〒899-5431 0995-64-5550医療法人　健育会　理竹内　教能 平11. 4. 1一般        11診療所
     姶良市西餅田１４０番地 常　勤:    1事長　竹内　教能 組織変更 療養         8現存
     (医       1) 平29. 4. 1内   胃   外  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133545,1045,3 耳鼻咽喉科　おおのク〒899-5431 0995-64-5533医療法人　真誠会　理大野　文夫 平12.10. 1耳   気食 診療所
     リニック 姶良市西餅田５７８番地２ 常　勤:    1事長　大野　文夫 組織変更 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133645,1046,1 ひふ科形成外科　西ク〒899-5431 0995-67-2412医療法人　正匠会　理西　正行 平14. 4. 1皮   形外 アレ診療所
     リニック 姶良市西餅田１１７番地１ 常　勤:    1事長　西　正行 組織変更 美容皮膚科 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133745,1047,9 竹内レディースクリニ〒899-5421 0995-65-2296医療法人　仁知会　理竹内　一浩 平14. 7.22一般        19診療所
     ック 姶良市東餅田５０２番２ 常　勤:    3事長　竹内　一浩 移動 産   婦   現存
     (医       3) 平26. 7.22
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133845,1048,7 朝日ヶ丘クリニック 〒899-5431 0995-66-1122医療法人　朝日ヶ丘ク猪俣　紘一郎 平14.11. 1内   小   診療所
     姶良市西餅田１８８０番地４５ 常　勤:    1リニック　理事長　猪 組織変更 現存
     (医       1)俣　紘一郎 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133945,1049,5 姶良市立　北山診療所〒899-5541 0995-68-0282姶良市長　笹山　義弘愛甲　孝 平15. 4. 1内   消   循  診療所
     姶良市北山８４２番地 常　勤:    1 移動 整外 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134045,1050,3 錦江クリニック 〒899-5651 0995-67-7755熊之細　透 熊之細　透 平15.12. 1一般        19診療所
     姶良市脇元９６１－２ 常　勤:    2 新規 内   消   循  現存
     (医       2) 平27.12. 1外   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 134145,1052,9 やなせ整形外科 〒899-5652 0995-67-7100医療法人　やなせ整形簗瀬　光宏 平17. 4. 1一般        19診療所
     姶良市平松２９５５番地３ 常　勤:    1外科　理事長　簗瀬　 組織変更 整外 リウ リハ現存
     (医       1)光宏 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134245,1053,7 姶良市立北山診療所　〒899-5541 0995-68-0951姶良市長 毛利　通宏 平17.10. 1内   診療所
     　堂山出張診療所 姶良市北山２６５９番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134345,1054,5 荒武整形外科クリニッ〒899-5431 0995-64-5111医療法人　郁青会　理荒武　郁朗 平17.10. 1整外 リハ リウ診療所
     ク 姶良市西餅田９６番地２ 常　勤:    1事長　荒武　郁朗 組織変更 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134445,1056,0 たかひろ眼科 〒899-5421 0995-55-6000福島　孝弘 福島　孝弘 平18.12. 1眼   診療所
     姶良市東餅田字中ノ丸４３３番１常　勤:    1 新規 現存
     ３号 (医       1) 平24.12. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134545,1057,8 河俣内科 〒899-5421 0995-67-8005河俣　仲秋 河俣　仲秋 平19. 1. 9内   呼   循  診療所
     姶良市東餅田３１２番地２ 常　勤:    1 新規 アレ リウ 現存
     (医       1) 平25. 1. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134645,1060,2 こまき内科循環器科ク〒899-5432 0995-67-8899医療法人　こころの陽小牧　伸一郎 平19.11.26内   呼内 リハ診療所
     リニック 姶良市宮島町５５－１０ 常　勤:    1　理事長　小牧　伸一 移動 循環器内科、消現存
     (医       1)郎 平25.11.26化器内科、糖尿
     非常勤:    2 病内科
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134745,1061,0 姶良市立北山診療所　〒899-5541 0995-68-0282姶良市長　笹山　義弘毛利　通宏 平20. 6. 1内   診療所
     木場出張診療所 姶良市北山２１５９番地２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134845,1062,8 青雲会病院 〒899-5431 0995-66-3080社会医療法人　青雲会島内　正樹 平20. 7.20一般       136病院
     (45,3034,1) 姶良市西餅田３０１１番地 常　勤:   15　理事長　川井田　浩 移動 外   呼内 内  現存
     (医      12) 平26. 7.20整外 脳外 ひ  
     (歯       2) 眼   リハ 歯外
     (薬       1) 形外 皮   
     非常勤:   48 循環器内科、消
     (医      45) 化器内科、胃腸
     (歯       3) 内科、糖尿病内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 134945,1065,1 有村クリニック 〒899-5652 0995-65-3133有村　六郎 有村　六郎 平21. 6. 1内   診療所
     姶良市平松字西中原６４４７－２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135045,1066,9 やすらぎの里診療所 〒899-5543 0995-65-1641社会福祉法人　希望会前田　静彦 平21. 7. 1内   診療所
     姶良市下名２９９２番地 常　勤:    1　理事長　中村　浩一 新規 現存
     (医       1)郎 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135145,1067,7 ながた脳神経外科 〒899-5421 0995-67-7500医療法人　慈敬会　理永田　俊一 平21.10. 1脳外 神内 診療所
     姶良市東餅田４３３番地１４ 常　勤:    1事長　永田　俊一 組織変更 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135245,1068,5 原田　内科 〒899-5302 0995-52-0023原田　正氣 原田　正氣 昭63. 1. 1一般         9診療所
     姶良市蒲生町上久徳２５６６番地常　勤:    1 内   循   現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135345,1069,3 吉留クリニック 〒899-5302 0995(52)1111医療法人　一桜会　理吉留　五十二 平 6. 5. 1一般        13診療所
     姶良市蒲生町上久徳２５６１番地常　勤:    2事長　吉留　五十二 療養         6現存
     (医       2) 平30. 5. 1内   胃   外  
     非常勤:    1 整外 リハ 呼  
     (医       1) 循環器内科（追
     加）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135445,1070,1 伊地知　医院 〒899-5302 0995-52-0027新冨　芳治 新冨　芳治 平 9. 1. 1一般         9診療所
     姶良市蒲生町上久徳２３９８ 常　勤:    1 交代 内   消   小  現存
     (医       1) 平30. 1. 1外   放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135545,1071,9 しらたにメンタルクリ〒899-5231 0995-63-9571医療法人　緑蝶会　理白谷　敏宏 平22. 4. 1心内 精   診療所
     ニック 姶良市加治木町反土字内原田１４常　勤:    1事長　白谷　敏宏 組織変更 現存
     ０１ー１ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135645,1073,5 よしだ内科クリニック〒899-5431 0995-65-1333医療法人　豊愛会　理吉田　守 平22. 5. 1内   消   循  診療所
     姶良市西餅田３５５９番地６ 常　勤:    1事長　吉田　守 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135745,1077,6 でぐち耳鼻咽喉科 〒899-5652 0995-67-3342医療法人　エバーグリ出口　浩二 平24. 4. 1耳い アレ 診療所
     姶良市平松２８７８番地１５ 常　勤:    1ーン　理事長　出口　 組織変更 現存
     (医       1)浩二 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135845,1078,4 田中眼科 〒899-5432 0995-65-3986医療法人　六幸会　理田中　智明 平25.10. 1眼   診療所
     姶良市宮島町２０番地４ 常　勤:    4事長　田中　克明 移動 現存
     (医       4) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 135945,1079,2 いわつぼ耳鼻咽喉科・〒899-5431 0995-66-3387医療法人　尚來会　理岩坪　哲治 平25.10. 1耳い 診療所
     めまいクリニック 姶良市西餠田１１８－２ 常　勤:    1事長　岩坪　哲治 組織変更 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136045,1080,0 なかむら小児科 〒899-5214 0995-64-3711医療法人　元気会　理中村　茂行 平25.10. 1小   診療所
     姶良市加治木町仮屋町４番地２ 常　勤:    1事長　中村　茂行 組織変更 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136145,1081,8 浜崎クリニック 〒899-5231 0995-62-8588医療法人　雪光会　理濱崎　泰弘 平25.11. 1内   外   消  診療所
     (45,3039,0) 姶良市加治木町反土２６２８番地常　勤:    2事長　濱崎　泰弘 組織変更 歯   歯外 現存
     (医       1) 平25.11. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136245,1082,6 姶良みやもと眼科 〒899-5213 0995-62-1010医療法人　愛里会　理宮本　純孝 平26. 4. 1眼   診療所
     姶良市加治木町朝日町１１１番地常　勤:    1事長　宮本　純孝 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136345,1084,2 帖佐こどもクリニック〒899-5422 0995-66-1800永迫　博信 永迫　博信 平26.10.14小   アレ 診療所
     姶良市松原町２丁目２０－５ 常　勤:    1 新規 腎臓内科 現存
     (医       1) 平26.10.14
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136445,1085,9 クオラリハビリテーシ〒899-5431 0995-65-7575医療法人クオラ　理事岩根　祐二 平26.11. 1一般        48病院
     ョン病院あいら 姶良市西餠田２３００番地１ 常　勤:    7長　松下　兼一 移動 療養        48現存
     (医       6) 平26.11. 1整外 リハ 内  
     (薬       1) 麻   リウ 
     非常勤:   64 循環器内科
     (医      64)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136545,1087,5 中馬クリニック 〒899-5652 0995-67-8000医療法人　中馬クリニ中馬　好子 平26.12. 1内   診療所
     姶良市平松５８０１番地 常　勤:    2ック　理事長　中馬　 移動 消化器内科 現存
     (医       1)好子 平26.12. 1
     (薬       1)
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136645,1088,3 やまのクリニック 〒899-5211 0995-63-0033医療法人　サンフィー山野　ちなみ 平27.10. 1内   リウ 神内診療所
     姶良市加治木町新富町１０３番１常　勤:    1ルズ　理事長　山野　 組織変更 現存
     (医       1)ちなみ 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 136745,1092,5 立花こどもクリニック〒899-5422 0995-73-3888医療法人　立名会　理祐名　師子 平28.10. 1小   アレ 診療所
     姶良市松原町二丁目２７番地１２常　勤:    1事長　祐名　師子 組織変更 現存
     (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136845,1093,3 帖佐いなだクリニック〒899-5421 0995-55-8870稲田　将孝 稲田　将孝 平29. 5. 1眼   内   診療所
     姶良市東餠田３３６イオンタウン常　勤:    1 新規 現存
     姶良１階 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136945,1094,1 あいら糖尿病・甲状腺〒899-5421 0995-73-8801医療法人　友光会　理江口　透 平29.12.15内   診療所
     クリニック 姶良市東餅田１７９５番地１ 常　勤:    1事長　江口　透 新規 糖尿病内科、内現存
     (医       1) 平29.12.15分泌内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137045,1095,8 徳重クリニック 〒899-5211 0995-62-2672徳重　健一 徳重　健一 平30. 1. 1内   診療所
     姶良市加治木町新富町１１０番地常　勤:    1 交代 消化器内科 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137145,1096,6 クリニック１にしあい〒899-5656 0995-66-1001医療法人　博仁会　理仁王　辰幸 平30. 5.22内   心内 精  診療所
     ら 姶良市西姶良一丁目２０番２号 常　勤:    1事長　新門　弘人 新規 （主たる診療科現存
     (医       1) 平30. 5.22：消化器内科）
     非常勤:    1 、胃腸内科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137260,1001,5 県立　姶良病院 〒899-5652 0995(65)3138鹿児島県知事 山畑　良蔵 昭32. 7. 1精神       334病院
     (60,3001,9) 姶良市平松６０６７ 常　勤:    8 精   歯   現存
     (医       8) 平29. 7. 1
     非常勤:   12
     (医      10)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137360,1003,1 県立　薩南病院 〒897-1123 0993(53)5300鹿児島県知事 三枝　伸二 昭32. 7. 1一般       155病院
     南さつま市加世田高橋１９６８－常　勤:   14 結核        20現存
     ４ (医      14) 平29. 7. 1内   循   消  
     非常勤:   19 外   整外 放  
     (医      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 137460,1005,6 県立　大島病院 〒894-0015 0997(52)3611鹿児島県知事 眞田　純一 昭32. 7. 1一般       385病院
     (60,3003,5) 奄美市名瀬真名津町１８番１号 常　勤:   62 結核        15現存
     (医      61) 平29. 7. 1内   精   神内
     (歯       1) 小   外   整外
     非常勤:    3 脳外 皮   ひ  
     (医       3) 産婦 眼   耳い
     放   麻   歯外
     透析 リハ 
     選択項目なし　
     消化器内科、循
     環器内科、救急
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137560,1006,4 県立　北薩病院 〒895-2526 09952(2)8511鹿児島県知事 小寺　顕一 昭61. 4. 1一般       146病院
     伊佐市大口宮人５０２－４ 常　勤:   12 一般（感染） 現存
     (医      12) 平28. 4. 1             4
     非常勤:   21 内   神内 呼  
     (医      21) 消   循   小  
     外   脳外 放  
     リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137660,1007,2 県民健康プラザ鹿屋医〒893-0013 0994-42-5101鹿児島県知事 日高　史郎 平12. 5.15一般       182病院
     療センター 鹿屋市札元一丁目８ー８ 常　勤:   22 移動 一般（感染） 現存
     (医      22) 平30. 5.15             4
     非常勤:   16 内   外   小  
     (医      16) 産   婦   耳い
     放   整外 麻  
     脳外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137760,1008,0 鹿児島県こども総合療〒891-0175 099-265-0005鹿児島県知事　伊藤　外岡　資朗 平22. 6. 1小   精   整外診療所
     (60,3005,0) 育センター 鹿児島市桜ケ丘六丁目１２番 常　勤:    3祐一郎 新規 耳い 歯   眼  現存
     (医       3) 平28. 6. 1
     非常勤:    8
     (医       7)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137861,1001,3 指宿　保健所 〒891-0403 0993(23)3854鹿児島県知事 西　宣行 昭46. 9. 1内   診療所
     指宿市十二町３０１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137961,1002,1 加世田　保健所 〒897-0001 0993(53)2315鹿児島県知事 西　宣行 昭32. 7. 1内   診療所
     南さつま市加世田村原二丁目１番常　勤:    1 現存
     １ (医       1) 平29. 7. 1
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 138061,1003,9 伊集院　保健所 〒899-2501 099-273-2332鹿児島県知事 宇田　英典 昭47. 7. 1内   診療所
     日置市伊集院町下谷口１９６０の常　勤:    2 現存
     １ (医       1) 平29. 7. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138161,1006,2 出水　保健所 〒899-0202 0996-62-1636鹿児島県知事 山口　文佳 昭46.12.18内   診療所
     出水市昭和町１８番１８号 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平28.12.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138261,1007,0 大口保健所 〒899-2511 0995-23-5103鹿児島県知事 揚松　龍治 昭32. 7. 1内   診療所
     伊佐市大口里５３の１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138361,1010,4 志布志　保健所 〒899-7103 0994(72)1021鹿児島県知事 吉田　隆典 昭32. 7. 1内   診療所
     志布志市志布志町志布志二丁目１常　勤:    1 現存
     番１１号 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138461,1011,2 鹿屋　保健所 〒893-0011 0994-52-2103鹿児島県知事 吉田　隆典 昭46. 9. 1内   診療所
     鹿屋市打馬二丁目１６の６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138561,1012,0 西之表　保健所 〒891-3101 09972-2-0777鹿児島県知事 阿邊山　和浩 昭47. 7. 1内   診療所
     西之表市西之表７５９０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138661,1015,3 屋久島　保健所 〒891-4311 09974(6)2024鹿児島県知事 阿邊山　和浩 昭32. 7. 1内   診療所
     熊毛郡屋久島町安房６５０ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138761,1021,1 鹿児島市中央保健セン〒890-0063 099-258-2364鹿児島市長 泉尾　護 昭47. 4. 1内   歯   診療所
     (60,3010,0) ター 鹿児島市鴨池二丁目２５番１～１常　勤:    3 現存
     １号 (医       2) 平29. 4. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138861,1032,8 徳之島保健所 〒891-7101 0997(82)0149鹿児島県知事 亀之園　明 平元. 9. 1内   診療所
     大島郡徳之島町亀津４９４３－２常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138961,1034,4 鹿児島市西部保健セン〒890-0023 099-252-8522鹿児島市長 川畑　了大 平11. 5. 1内   診療所
     ター 鹿児島市永吉二丁目２１番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 139061,1035,1 鹿児島県　川薩保健所〒895-0041 0996-23-3165鹿児島県知事 下高原　哲朗 平15. 4. 1内   診療所
     薩摩川内市隈之城町２２８番地１常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139161,1036,9 姶良保健所 〒899-5112 0995-44-7955鹿児島県知事 揚松　龍治 平17. 4. 1内   診療所
     霧島市隼人町松永３３２０番地１常　勤:    2 新規 現存
     ６ (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139261,1037,7 鹿児島県精神保健福祉〒890-0021 099-218-4755鹿児島県知事　三反園竹之内　薫 平23. 3. 1精   診療所
     センター 鹿児島市小野１丁目１番１号 常　勤:    1　訓 移動 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139361,1038,5 名瀬保健所 〒894-0023 0997-52-5411鹿児島県知事 四元　俊彦 平23. 6. 1内   診療所
     奄美市名瀬永田町１７－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139461,1039,3 鹿児島市北部保健セン〒892-0871 099-244-5693鹿児島市長 森　秀樹 平23. 8. 1内   診療所
     ター 鹿児島市吉野町３２７５番地３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139561,1040,1 鹿児島市南部保健セン〒891-0117 099-268-2315鹿児島市長　森　博幸川畑　了大 平25.12.24内   歯   診療所
     (60,3012,6) ター 鹿児島市西谷山一丁目３番２号 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平25.12.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139661,1041,9 鹿児島市東部保健セン〒892-8677 099-216-1310鹿児島市長 森　秀樹 平29.10. 1内   歯   診療所
     (60,3013,4) ター 鹿児島市山下町１１番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139780,1003,9 独立行政法人　国立病〒892-0853 099-223-1151独立行政法人国立病院田中　康博 昭56. 7. 1一般       370病院
     (80,3025,6) 院機構　鹿児島医療セ鹿児島市城山町８番１号 常　勤:   74機構　理事長　楠岡　 内   神内 小  現存
     ンター (医      72)英雄 平29. 7. 1外   脳外 心外
     (歯       2) 皮   ひ   婦  
     非常勤:   42 耳い リハ 放  
     (医      42) 麻   歯外 病理
     眼   
     血液内科、腫瘍
     内科、糖尿病・
     内分泌内科、消
     化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 139880,1004,7 独立行政法人　国立病〒891-0403 0993(22)2231独立行政法人国立病院鹿島　克郎 昭32. 7. 1一般       195病院
     院機構　指宿医療セン指宿市十二町４１４５ 常　勤:   22機構　理事長　楠岡　 一般（感染） 現存
     ター (医      20)英雄 平29. 7. 1             4
     (薬       2) 内   神内 呼内
     非常勤:    5 小   外   呼外
     (医       5) 整外 ひ   産婦
     眼   耳い リハ
     放   麻   
     脳・血管内科、
     消化器内科、循
     環器内科、腎臓
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139980,1012,0 独立行政法人　国立病〒899-5241 0995(62)2121独立行政法人国立病院川畑　政治 昭32. 7. 1一般       425病院
     院機構南九州病院 姶良市加治木町木田１８８２ 常　勤:   32機構　理事長　楠岡　 結核        20現存
     (医      28)英雄 平29. 7. 1内   呼   循  
     (薬       4) 小   外   整外
     非常勤:   18 呼外 リハ 放  
     (医      18) 麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140080,1015,3 国立療養所　奄美和光〒894-0007 0997(52)6311厚生労働大臣 加納　達雄 昭58. 2. 1一般       144病院
     園 奄美市名瀬和光町１７００ 常　勤:    5 内   外   整外現存
     (医       3) 平28. 2. 1皮   眼   耳い
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140180,1016,1 国立療養所　星塚敬愛〒893-0041 0994(49)2500厚生労働大臣 後藤　正道 昭62.10. 1一般       540病院
     (80,3015,7) 園 鹿屋市星塚町４２０４番地 常　勤:   14 内   外   整外現存
     (医       9) 平29.10. 1皮   眼   耳い
     (歯       1) 歯   歯外 
     (薬       4)
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 140280,1021,1 鹿児島大学病院 〒890-0075 099-275-5111国立大学法人鹿児島大夏越　祥次 昭49. 9. 1一般       663特定機能
     (80,3023,1) 鹿児島市桜ケ丘八丁目３５番１号常　勤:  704学　国立大学法人鹿児 結核        13病院
     (医     521)島大学長 平28. 9. 1精神        40現存
     (歯     141) 内   心内 神内
     (薬      42) 精   呼内 リウ
     非常勤:  262 小   外   整外
     (医     182) 脳外 呼外 心外
     (歯      79) 小外 皮   ひ  
     (薬       1) 産   婦   眼  
     耳い リハ 放  
     麻   歯   矯歯
     小歯 歯外 病理
     消化器内科、消
     化器外科、循環
     器内科、救急科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


