平成３０年度鹿児島県風しん抗体検査事業 実施医療機関一覧
管轄保健所

医療機関名

住

所

（平成３０年１０月３０日現在）

電話番号

指宿

幸南クリニック

指宿市西方6733

指宿

医療法人開南 池田診療所

指宿市池田3957

0993-26-2101

2

指宿

医療法人柏木会 福元医院

指宿市大牟礼1丁目32-24

0993-22-3053

3

指宿

医療法人圭裕会 南記念クリニック

指宿市大牟礼3丁目24-15

0993-23-3730

4

0993-25-6090

1

指宿

医療法人浩然会 指宿浩然会病院

指宿市十町1145

0993-22-3295

5

指宿

医療法人南星会 いぶすき内科

指宿市十町2321-1

0993-23-3239

6

指宿

医療法人 指宿おおしげ内科

指宿市十二町2188-7

0993-23-0788

7

指宿

外村クリニック

指宿市東方10244

0993-24-3770

8

指宿

小吉胃腸科クリニック

指宿市湊1丁目4-15

0993-24-2011

9

指宿

医療法人回生会 生駒外科医院

指宿市湊2丁目23-20

0993-22-3059

10

指宿

医療法人きぼう 木之下クリニック

指宿市湊1丁目12-63

0993-23-3940

11

指宿

医療法人晃和会 指宿さがら病院

指宿市湯の浜1丁目11-29

0993-22-3079

12

指宿

独立行政法人国立病院機構 指宿医療センター

指宿市十二町4145

0993-22-2231

13

指宿

大重内科

指宿市山川金生町４３

0993-34-1003

14

医療法人慈光会 宮薗病院

指宿市開聞十町1266

0993-32-2001

15

加世田

医療法人至誠会 中村温泉病院

南九州市頴娃町別府1

0993-38-0046

16

加世田

医療法人翔南会 はしぐちクリニック

南さつま市加世田東本町14-14

0993-58-2222

17

加世田

医療法人ＥＭＳ 松岡救急クリニック

南九州市川辺町永田4164-8

0993-78-3789

18

加世田

医療法人修明会 金子医院

南さつま市加世田唐仁原6025

0993-52-2730

19

加世田

松岡医院

南さつま市加世田唐仁原6027

0993-52-2733

20

加世田

南さつま市立坊津病院

南さつま市坊津町泊19

0993-67-1141

21

加世田

西田医院

南さつま市金峰町宮崎4350

0993-77-0115

22

加世田

枕崎こどもクリニック

枕崎市松之尾町15

0993-58-1085

23

加世田

医療法人厚生会 小原病院

枕崎市折口町109番地

0993-72-2226

24

加世田

医療法人ラフォーレ 森産婦人科

枕崎市西本町181

0993-72-2134

25

加世田

かりや内科クリニック

南九州市川辺町平山6806

0993-56-6133

26

加世田

医療法人 﨑山内科クリニック

南さつま市加世田唐仁原5323-1

0993-53-2255

27

加世田

有馬産婦人科

南さつま市加世田本町18-3

0993-53-2777

28

伊集院

医療法人いとう耳鼻科

いちき串木野市曙町９５ iビル１階

0996-33-3387

29

伊集院

医療法人浩成会 産科・婦人科 久米クリニック

いちき串木野市曙町２５番地

0996-32-7663

30

伊集院

医療法人金斉会 ふくもと整形外科・内科クリニック いちき串木野市春日町８番地

0996-32-4145

31

指宿

伊集院

医療法人 藤井クリニック

いちき串木野市春日町１０６−１

0996-32-8000

32

伊集院

医療法人親貴会 えんでん内科クリニック

いちき串木野市東塩田町３５番地

0996-32-7000

33

伊集院

医療法人杏林会 丸田病院

いちき串木野市旭町８３番地

0996-32-2263

34

伊集院

医療法人社団博兎会 くしきの宮崎小児科

いちき串木野市昭和通１３４−４

0996-32-1166

35

伊集院

医療法人さかえ会 さゆりクリニック

いちき串木野市昭和通１０１−１

0996-32-0080

36

伊集院

医療法人 野辺ひふ科クリニック

いちき串木野市昭和通３４番地

0996-33-0250

37

伊集院

和田外科医院

いちき串木野市別府３２７１

0996-32-4185

38

伊集院

医療法人あさひ会 金子病院

いちき串木野市照島６００２番地

0996-33-0011

39

伊集院

医療法人星海会 牧野医院

いちき串木野市羽島３５５４番地

0996-35-0017

40

伊集院

しもむぎ耳鼻咽喉科

いちき串木野市湊町３丁目８７番地

0996-29-3384

41

伊集院

医療法人健仁会 市来内科

いちき串木野市大里３８６９番地６号

0996-36-5000

42

伊集院

医療法人 新山内科医院

いちき串木野市大里３９３３

0996-36-2255

43

伊集院

医療法人 大石医院

日置市東市来町湯田2153

099-274-3211

44

伊集院

医療法人誠心会 ゆのもと記念病院

日置市東市来町湯田3614

099-274-2521

45

伊集院

医療法人健誠会 湯田内科病院

日置市東市来町湯田2994

099-274-1252

46

伊集院

医療法人佑志会 守屋病院

日置市伊集院町徳重2-5-5

099-273-3195

47

伊集院

医療法人産楠会 くすもと産婦人科

日置市伊集院町郡1193-1

099-273-6666

48

伊集院

医療法人さくら会 黒岩内科

日置市伊集院町郡2-75

099-272-2330

49
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医療機関名
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所

（平成３０年１０月３０日現在）

電話番号

伊集院

医療法人めぐみ会 久保内科

日置市伊集院町猪鹿倉96-5

伊集院

たもつクリニック

日置市伊集院町麦生田338-5

099-246-5850

51

伊集院

医療法人みゆき会 みゆきクリニック

日置市日吉町日置390-1

099-246-8707

52

伊集院

医療法人しいの内科クリニック

日置市吹上町永吉14245-1

099-299-3111

53

伊集院
川薩

099-272-2527

50

医療法人あかつき会 吹上クリニック

日置市吹上町中原2824

099-296-2711

54

医療法人杏政会 高江記念病院

薩摩川内市永利町2504-1

0996-23-2100

55

川薩

医療法人虹 虹クリニック

薩摩川内市田崎町214-1

0996-24-2222

56

川薩

医療法人英友会 あおぞら内科クリニック

薩摩川内市平佐町4235-1

0996-22-6370

57

川薩

川路クリニック

薩摩川内市平佐町1693-31

0996-25-4177

58

川薩

医療法人大地 ひらさ内科

薩摩川内市平佐町3733-1

0996-22-6122

59

川薩

医療法人社団博兎会 宮崎小児科

薩摩川内市平佐町1693-8

0996-20-6318

60

川薩

医療法人恊和会 柳田胃腸科内科

薩摩川内市平佐町2241-1

0996-25-1181

61

川薩

医療法人クオラ クオラクリニックせんだい

薩摩川内市宮崎町3000

0996-20-1300

62

川薩

医療法人一廣会 福山内科

薩摩川内市西向田町5-19

0996-23-4469

63

川薩

ひがしクリニック

薩摩川内市勝目町4110-16

0996-22-8282

64

川薩

医療法人 山下医院

薩摩川内市向田町995-1

0996-23-4355

65

川薩

医療法人興隆会 有村医院

薩摩川内市隈之城町1476

0996-23-2609

66

川薩

ときとうクリニック

薩摩川内市隈之城町61-1

0996-29-3241

67

川薩

医療法人恵愛会 上村病院

薩摩川内市東開聞町9-22

0996-23-3185

68

川薩

河村医院産婦人科内科

薩摩川内市東開聞町14-3

0996-23-3569

69

川薩

医療法人オーアールエル 山本耳鼻咽喉科

薩摩川内市東開聞町7-13

0996-23-7161

70

川薩

医療法人敬安会 伊達病院

薩摩川内市神田町4-25

0996-23-7171

71

川薩

医療法人大誠会 若松記念病院

薩摩川内市神田町11-20

0996-23-3291

72

川薩

医療法人恵泉会 上小鶴外科・胃腸科

薩摩川内市御陵下町14-12

0996-23-2227

73

川薩

医療法人育生会 坂口病院

薩摩川内市大王町1-1

0996-23-4509

74

川薩

医療法人太雄会 かみむら耳鼻咽喉科

薩摩川内市若葉町3-16

0996-23-2961

75

川薩

社会福祉法人可愛会 今村クリニック

薩摩川内市宮内町2641

0996-23-4118

76

川薩

医療法人山寿会 おやまクリニック

薩摩川内市上川内町3303-1

0996-22-1101

77

川薩

医療法人 大海クリニック

薩摩川内市中郷3丁目65

0996-27-6700

78

川薩

有馬消化器内科クリニック

薩摩川内市原田町27-1

0996-22-1212

79

川薩

社会福祉法人恩賜財団 済生会川内病院

薩摩川内市原田町2-46

0996-23-5221

80

川薩

医療法人博郁会 川内こどもクリニック

薩摩川内市原田町30-26

0996-20-0222

81

川薩

医療法人祥隆会 手塚医院

薩摩川内市大小路町43-25

0996-22-7400

82

川薩

医療法人同潤会 永井病院

薩摩川内市大小路町21-5

0996-23-7181

83

川薩

医療法人松翠会 森園病院

薩摩川内市大小路町19-38

0996-23-3125

84

川薩

医療法人 森田内科医院

薩摩川内市大小路町2191

0996-22-0559

85

川薩

せんだい耳鼻咽喉科

薩摩川内市高城町1945-1

0996-20-3311

86

川薩

中山クリニック

薩摩川内市高城町1602

0996-22-2115

87

川薩

医療法人渓州会 浜田医院

薩摩川内市水引町7615-8

0996-26-2107

88

川薩

医療法人 前畠クリニック

薩摩川内市樋脇町市比野2617

0996-38-2125

89

川薩

医療法人 副田クリニック

薩摩川内市入来町副田5627-35

0996-44-5777

90

川薩

医療法人わかば会 わかばクリニック

薩摩川内市祁答院町下手977

0996-21-8890

91

川薩

医療法人芳志会 てらだ内科クリニック

薩摩郡さつま町田原147-3

0996-21-3232

92

川薩

医療法人トウスイ会 稲津病院

薩摩郡さつま町宮之城屋地1378

0996-52-3355

93

川薩

医療法人 林田内科

薩摩郡さつま町宮之城屋地1548

0996-53-1177

94

川薩

薩摩郡医師会病院

薩摩郡さつま町轟町510

0996-53-0326

95

川薩

医療法人 海江田医院

薩摩郡さつま町宮之城屋地1461

0996-53-0006

96

川薩

相良医院

薩摩郡さつま町宮之城屋地1531-3

0996-53-0160

97

川薩

医療法人クオラ ｸｵﾗﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

薩摩郡さつま町船木2311-6

0996-53-1704

98
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川薩

医療法人轟紫会 木原医院

薩摩郡さつま町船木184-1

0996-52-2700

川薩

医療法人和翔会 小緑内科

薩摩郡さつま町轟町39-1

0996-52-1676 100

川薩

医療法人立翔会 立志病院

薩摩郡さつま町湯田1502-10

0996-55-9119 101

川薩

医療法人アスカ さくらクリニック

薩摩郡さつま町柏原2883-1

0996-53-1451 102

川薩

医療法人隆英会 ますざき医院

薩摩郡さつま町求名2612-1

0996-57-0010 103

川薩

里診療所

薩摩川内市里町里1922

09969-3-2023 104

川薩

上甑診療所

薩摩川内市上甑町中甑490-1

09969-2-0010 105

川薩

鹿島診療所

薩摩川内市鹿島町藺牟田1530-6

09969-4-2019 106

川薩

下甑長浜診療所

薩摩川内市下甑町長浜8-3

09969-5-0052 107

川薩

下甑手打診療所

薩摩川内市下甑町手打956

09969-7-0031 108

川薩

医療法人泰信会 おおたクリニック

薩摩川内市入来町浦之名7683

0996-44-3151 109

川薩

上村内科・神経内科

薩摩川内市御陵下町30-46

0996-23-7351 110

出水

境田医院

出水市米ノ津町35-20

0996-67-2600 111

出水

出水総合医療センター

出水市明神町520

0996-67-1611 112

出水

林泌尿器科クリニック

出水市明神町2355

0996-64-8800 113

出水

医療法人誠祐会 つかさとクリニック

出水市下知識町1518-1

0996-67-5560 114

出水

市川医院

出水市緑町43-41

0996-63-3151 115

出水

広瀬産婦人科医院

出水市昭和町15-20

0996-62-1559 116

出水

おかだクリニック

出水市昭和町45-1

0996-63-7011 117

出水

三慶医院

出水市上鯖淵1966

0996-63-2333 118

出水

吉田耳鼻咽喉科医院

出水市本町3-5

0996-62-0170 119

出水

クリニック．なかむら

出水市向江町2-15

0996-62-0241 120

出水

医療法人三省会 こどもクリニック永松

出水市平和町25-2

0996-64-1500 121

出水

楠元内科医院

出水市平和町224

0996-62-8600 122

出水

吉井中央病院

出水市平和町336

0996-62-3111 123

出水

来仙医院

出水市野田町下名6909

0996-84-2005 124

出水

黒木医院

阿久根市脇本7403-1

0996-75-0200 125

出水

長島クリニック

出水郡長島町指江82-13

0996-88-6405 126

出水

長島町国民健康保険鷹巣診療所

出水郡長島町鷹巣1814

0996-86-0054 127

出水

しみずこども医院

阿久根市赤瀬川3880-3

0996-68-0633 128

出水

有村産婦人科・内科

阿久根市栄町127-3

0996-73-4180 129

出水

北国医院

阿久根市本町184

0996-72-0016 130

出水

医療法人熊杏会 林胃腸科外科

阿久根市大丸町86

0996-73-3639 131

出水

鶴見医院

阿久根市鶴見町119

0996-73-0553 132

出水

医療法人 二宮医院

出水市本町4-45

0996-62-0167 133

大口

古川医院

伊佐市大口曽木1263

0995-25-1151 134

大口

医療法人社団法人隼仁会 大口温泉ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院
伊佐市大口青木3022-34

99

0995-22-8888 135

大口

医療法人北友会 むらたクリニック

伊佐市大口大田1764-1

0995-22-7888 136

大口

有村クリニック

伊佐市大口里1889-2

0995-22-1155 137

大口

医療法人鳥神会 寺師医院

伊佐市大口上町12-6

0995-22-2634 138

大口

医療法人行正会 なかむら産婦人科

伊佐市大口上町46-12

0995-22-2238 139

大口

県立北薩病院

伊佐市大口宮人502-4

0995-22-8511 140

大口

三浦医院

伊佐市大口山野5167

0995-22-6911 141

大口

医療法人柏葉会 水間病院

伊佐市菱刈前目2125

0995-26-1211 142

大口

医療法人心晴 菱刈中央医院

伊佐市菱刈前目790-1

0995-26-0140 143

大口

つよしクリニック

伊佐市菱刈重留1147-1

0995-26-0080 144

姶良

医療法人財団浩誠会 霧島杉安病院

霧島市霧島田口2143

0995-57-1221 145

姶良

医療法人 浜田医院

霧島市国分清水一丁目8-2

0995-45-0506 146

姶良

医療法人誠井会 井料クリニック

霧島市国分広瀬二丁目28-40

0995-46-9300 147

平成３０年度鹿児島県風しん抗体検査事業 実施医療機関一覧
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姶良

医療法人 帖佐クリニック

霧島市国分福島三丁目5-20

姶良

三輪クリニック

霧島市国分福島三丁目40-18

0995-73-3138 149

姶良

医療法人昭裕会 うえぞの内科クリニック

霧島市国分福島三丁目51-11

0995-48-6555 150

姶良

ふたばクリニック小児科皮膚科

霧島市国分松木東7-12

0995-57-5555 151

0995-64-0711 148

姶良

医療法人志康会 前田産婦人科クリニック

霧島市国分中央一丁目3-23

0995-46-6800 152

姶良

みはらクリニック

霧島市国分中央一丁目25-15

0995-46-8202 153

姶良

石塚内科・胃腸内科

霧島市国分中央一丁目25-29

0995-45-0419 154

姶良

原口産婦人科

霧島市国分中央三丁目17-13

0995-45-0052 155

姶良

医療法人春成会 鵜木医院

霧島市国分中央三丁目19-15

0995-45-0011 156

姶良

医療法人朋友会 原口内科消化器科

霧島市国分中央四丁目15-3

0995-46-2232 157

姶良

医療法人エルベ こうの子どもクリニック

霧島市国分中央四丁目15-3

0995-47-1211 158

姶良

あんず東洋医学クリニック

霧島市国分中央四丁目17-25-2

0995-55-5058 159

姶良

プライマリ・ケアむろ内科

霧島市国分野口西28-52

0995-46-6611 160

姶良

医療法人サンライフ 国分外科胃腸科

霧島市国分府中町13-23

0995-47-2311 161

姶良

医療法人協愛会 協愛病院

霧島市国分新町一丁目6-52-6

0995-45-6211 162

姶良

医療法人育栄会 梶原内科

霧島市国分向花165

0995-47-3363 163

姶良

医療法人啓友会 田中内科消化器科

霧島市国分下井601-1

0995-46-6123 164

姶良

八反田内科

霧島市隼人町住吉1353-7

0995-43-0606 165

姶良

永田医院

霧島市隼人町住吉1893

0995-42-3402 166

姶良

医療法人尚陽会 原口外科

霧島市隼人町内山田一丁目2-28

0995-42-0155 167

姶良

医療法人松城会 隼人温泉病院

霧島市隼人町姫城一丁目264-2

0995-42-2151 168

姶良

医療法人浩和会 きりしま内科リハビリクリニック

霧島市隼人町松永一丁目36

0995-64-2222 169

姶良

医療法人恵迪舎 吉満内科クリニック

霧島市隼人町松永3306-1

0995-42-8880 170

姶良

医療法人生成会 浜崎医院

霧島市隼人町東郷90

0995-42-0349 171

姶良

隼人の杜クリニック

霧島市隼人町見次580-2

0995-42-8800 172

姶良

医療法人三世会 みつお産婦人科

霧島市隼人町見次1296-3

0995-44-9339 173

姶良

医療法人サンフィールズ やまのクリニック

姶良市加治木町新富町103-1

0995-63-0033 174

姶良

徳重クリニック

姶良市加治木町新富町110

0995-62-2672 175

姶良

医療法人王寿会 さんのう内科

姶良市加治木町諏訪町188

0995-63-3000 176

姶良

医療法人七徳会 大井病院

姶良市加治木町本町141

0995-63-2291 177

姶良

医療法人碩済会 フィオーレ第一病院

姶良市加治木町本町307-1

0995-63-2158 178

姶良

医療法人鬼丸小児科 すこやかクリニック

姶良市加治木町新生町127

0995-62-0308 179

姶良

医療法人雪光会 浜崎クリニック

姶良市加治木町反土2628

0995-62-8588 180

姶良

医療法人水田会 加治木中央クリニック

姶良市加治木町木田410-1

0995-63-8800 181

姶良

医療法人仁知会 竹内レディースクリニック

姶良市東餅田502-2

0995-65-2296 182

姶良

医療法人友光会 あいら糖尿病・甲状腺クリニック 姶良市東餅田1795-1

0995-73-8801 183

姶良

内倉外科医院

0995-65-2548 184

姶良市東餅田2362

姶良

帖佐こどもクリニック

姶良市松原町二丁目20-5

0995-66-1800 185

姶良

医療法人健育会 たけうちクリニック

姶良市西餅田140

0995-64-5550 186

姶良

医療法人真誠会 耳鼻咽喉科おおのクリニック

姶良市西餅田578-2

0995-64-5533 187

姶良

医療法人 徳重医院

姶良市西餅田1347

0995-65-2070 188

姶良

医療法人 朝日ヶ丘クリニック

姶良市西餅田1880-45

0995-66-1122 189

姶良

社会医療法人青雲会 青雲会病院

姶良市西餅田3011

0995-66-3080 190

姶良

医療法人豊愛会 よしだ内科クリニック

姶良市西餅田3559-6

0995-65-1333 191

姶良

医療法人こころの陽 こまき内科循環器科クリニック 姶良市宮島町55-10

0995-67-8899 192

姶良

医療法人大進会 希望ヶ丘病院

姶良市平松5069

0995-65-3207 193

姶良

有村クリニック

姶良市平松6447-2

0995-65-3133 194

姶良

医療法人昭芳会 林内科医院

姶良郡湧水町中津川498

0995-75-2047 195

姶良

田代医院

姶良郡湧水町木場161

0995-74-2075 196
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姶良

医療法人新山会 くりの後庵クリニック

姶良郡湧水町木場973-1

姶良

医療法人 伊東内科クリニック

霧島市横川町上ノ3390-16

0995-72-9088 198

姶良

医療法人昭山会 佐藤医院

霧島市溝辺町有川327-2

0995-59-2607 199

姶良

医療法人真和会 とくだクリニック

霧島市溝辺町麓1503-1

0995-64-1717 200

0995-74-1500 197

姶良

医療法人桃蹊会 霧島桜ケ丘病院

霧島市牧園町高千穂3617-98

0995-78-3135 201

姶良

国分生協病院

霧島市国分中央三丁目38-14

0995-45-4806 202

姶良

医療法人清水会 清水内科

霧島市国分清水１丁目２２番２６号

0995-47-7173 203

姶良

医療法人 中馬クリニック

姶良市平松5801

0995-67-8000 204

志布志

医療法人圭朋会 鮫島クリニック

曽於市財部町南俣1705-7

0986-72-0777 205

志布志

財部中央病院

曽於市財部町南俣11273-3

0986-72-1234 206

志布志

医療法人一斉会 陽春堂内科診療所

志布志市志布志町志布志286-4

099-472-5511 207

志布志

医療法人長命会 山口内科

志布志市志布志町志布志3224-9

099-473-1188 208

志布志

医療法人慈幼会 井手小児科

志布志市志布志町志布志3227-1

099-473-3211 209

志布志

医療法人 手塚クリニック

志布志市志布志町志布志570-2

099-472-5565 210

志布志

医療法人仁明会 さくらやまクリニック

志布志市志布志町安楽6179-1

099-472-1100 211

志布志

医療法人松風会 松下医院

志布志市志布志町安楽52-3

099-472-1124 212

志布志

医療法人 牧瀬内科クリニック

曽於郡大崎町神領2394-1

099-477-2121 213

志布志

医療法人共生会 びろうの樹脳神経外科

志布志市有明町野井倉8041-1

099-477-1212 214

志布志

曽於医師会立有明病院

志布志市有明町野井倉8288-1

099-477-1111 215

志布志

医療法人童唱会 ひろた小児科

志布志市有明町野井倉8036-1

099-471-6111 216

志布志

医療法人久倖会 津曲胃腸科整形外科

曽於市大隅町鳴神町93-1

099-482-0241 217

志布志

医療法人参篤会 高原病院

曽於市末吉町栄町2-12-7

0986-76-1050 218

志布志

医療法人義貫会 中島病院

曽於市末吉町栄町1-6-6

0986-76-1065 219

志布志

尾郷クリニック

曽於市末吉町二之方2126

0986-76-1045 220

志布志

かこいクリニック

曽於市末吉町南之郷114-1

0986-76-6816 221

志布志

医療法人明成会 塩川医院

曽於郡末吉町上町4-2-6

0996-76-1001 222

志布志

医療法人左右会 藤後クリニック

志布志市志布志町志布志１丁目13番1号099-472-1237 223

鹿屋

医療法人天恵会東内科小児科クリニック

垂水市田神3485-1

0994-32-5522 224

鹿屋

医療法人浩愛会池田温泉クリニック

垂水市田神3536番地1

0994-32-6161 225

鹿屋

ふくまる皮フ科クリニック

垂水市田神3480番地

0994-32-7771 226

鹿屋

桑波田医院

垂水市上町105番地

0994-32-1825 227

鹿屋

垂水市立医療センター垂水中央病院

垂水市錦江町1番地140

0994-32-5211 228

鹿屋

肝属郡医師会立病院

肝属郡錦江町神川135-3

0994-22-3111 229

鹿屋

医療法人誠明会濵畑クリニック

肝属郡錦江町田代川原403

0994-25-2575 230

鹿屋

よしとみクリニック

垂水市南松原町10番

0994-45-4215 231

鹿屋

医療法人朋愛会 おばま医院

鹿屋市寿２−２−１

0994-42-5235 232

鹿屋

幸田内科

鹿屋市寿４−１−３０

0994-43-5000 233

鹿屋

医療法人千一会 児玉上前共立病院

鹿屋市寿５−２−３９

0994-43-2510 234

鹿屋

医療法人ＹＦＣ やのファミリークリニック

鹿屋市寿４−１１−２２

0994-43-6248 235

鹿屋

医療法人伸和会 かのや東病院

鹿屋市笠之原町2923-1

0994-42-3111 236

鹿屋

医療法人鶴朋会 よしどめ整形外科

鹿屋市川西町３６１３−１

0994-31-1700 237

鹿屋

医療法人樹緑会 検見崎病院

鹿屋市西原１−２−１

0994-43-2991 238

鹿屋

医療法人 中塩医院

鹿屋市西原１−１３−１５

0994-43-2489 239

鹿屋

医療法人あきなお会 まつだこどもクリニック

鹿屋市西原２−３５−３

0994-52-0507 240

鹿屋

的場クリニック

鹿屋市西原４−１０−３８

0994-45-7282 241

鹿屋

ゆうあいクリニック

鹿屋市輝北町上百引２１０２−３

鹿屋

医療法人誠心会入佐内科

鹿屋市吾平町麓348-1

鹿屋

医療法人南泉会 高山胃腸科･外科

肝属郡肝付町前田９２３-１

099-486-0110 242
0994-58243
7006
0994-65-7171 244

鹿屋

医療法人 内村産婦人科

鹿屋市串良町岡崎２０７０

0994-63-2521 245

平成３０年度鹿児島県風しん抗体検査事業 実施医療機関一覧
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鹿屋

南大隅町立佐多診療所

肝属郡南大隅町佐多伊座敷3846番地

鹿屋

南大隅町立郡へき地出張診療所

肝属郡南大隅町佐多郡1963番地1

0994-26-1856 247

鹿屋

南大隅町立大泊へき地出張診療所

肝属郡南大隅町佐多馬籠932番地1

0994-27-3030 248

鹿屋

医療法人命門会 まえかわクリニック

曽於市財部町南俣１８２−１

0986-72-3500 249

0994-26-2222 246

鹿屋

医療法人SAKURA 志布志中央クリニック

志布志市志布志町志布志１２９０−１

099-472-3100 250

鹿屋

社会福祉法人紘徳会 みどり明星クリニック

鹿屋市輝北町市成２１１９−２

099-485-1911 251

医療法人碧仁会 井ノ上病院

鹿屋市王子町３９８０−１

0994-42-5275 252

西之表

社会医療法人義順顕彰会 種子島医療センター

西之表市西之表7463

0997-22-0960 253

西之表

種子島産婦人科医院

西之表市西之表16314-7

0997-22-0260 254

西之表

ともファミリークリニック

熊毛郡南種子町中之上3038-2

0997-24-1129 255

西之表

医療法人 中目医院

西之表市西之表７１８８

0997-23-0350 256

西之表

公立種子島病院

熊毛郡南種子町中之上1700-22

0997-26-1230 257

鹿屋

西之表

田上診療所

熊毛郡中種子町野間5306-11

0997-27-0325 258

屋久島

屋久島町永田へき地出張診療所

熊毛郡屋久島町永田1247番地1

0997-45-2273 259

屋久島

和田医院

熊毛郡屋久島町宮之浦217

0997-42-1322 260

屋久島

医療法人悠彩会 仲医院

屋久島町安房410-158

0997-46-2131 261

屋久島
名瀬

屋久島町栗生診療所

熊毛郡屋久島町栗生1743番地

0997-48-2103 262

前川医院

大島郡喜界町湾281

0997-65-0222 263

名瀬

医療法人徳洲会 喜界徳洲会病院

鹿児島県大島郡喜界町湾315

0997-65-1100 264

名瀬

（医）奎英会 むかいクリニック

奄美市名瀬小浜町24-10

0997-55-1777 265

名瀬

（医）一哲会 うえだクリニック

奄美市名瀬真名津町13-20

0997-54-2000 266

名瀬

県立大島病院

奄美市名瀬真名津町18-1

0997-52-3611 267

名瀬

(医）碧山会 朝沼クリニック

奄美市名瀬石橋町7-1

0997-55-1555 268

名瀬

（医）幸成会 喜入内科

奄美市名瀬幸町21-3

0997-52-0332 269

名瀬

（医）伸々会 せきクリニック

奄美市名瀬朝日町10-3

0997-55-0070 270

名瀬

（医）圭泉会 稲 医院

奄美市名瀬金久町5-4

0997-52-0486 271

名瀬

嶺山内科

奄美市名瀬入舟町9-15

0997-53-0012 272

名瀬

かずや内科

奄美市名瀬平松町532

0997-53-6020 273

名瀬

大島郡医師会病院

奄美市名瀬小宿3411

0997-54-8111 274

名瀬

（医）碧山会 記念クリニック奄美

奄美市笠利町節田1450-1

0997-55-2271 275

名瀬

奄美市笠利国民健康保険診療所

奄美市笠利町中金久45

0997-63-0011 276

名瀬

医療法人杏竹会 竜郷中央クリニック

大島郡龍郷町瀬留984-4

0997-62-2525 277

名瀬

奄美市住用国民健康保険診療所

奄美市住用町西仲間111

0997-69-2620 278

名瀬

（奄美医療生協）南大島診療所

大島郡瀬戸内町古仁屋16−４

0997-72-0107 279

名瀬

瀬戸内町へき地診療所

大島郡瀬戸内町古仁屋瀬久井西13-2

0997-72-3211 280

名瀬

大和村国民健康保険大和診療所

大島郡大和村大棚420

0997-57-2053 281

名瀬

（医）ネリアファミリークリニック ネリア

奄美市名瀬和光町31-14

0997-57-7177 282

名瀬
徳之島

名瀬徳洲会病院

奄美市名瀬朝日町２８−１

0997-54-2222 283

（奄美医療生協）徳之島診療所

大島郡徳之島町亀津7554

0997-83-2131 284

徳之島

（医）南冥会 宮上病院

大島郡徳之島町亀津7268

0997-82-0002 285

徳之島

(医）げんきの海 いなだ整形・内科クリニック

大島郡徳之島町亀津5222-1

0997-83-3800 286

徳之島

医療法人徳洲会徳之島徳洲会病院

鹿児島県大島郡徳之島町亀津7588

0997-83-1100 287

徳之島

町田医院

大島郡和泊町手々知名636

0997-92-3737 288

徳之島

（医）朝戸医院

大島郡和泊町和泊14

0997-92-1131 289

徳之島

（医）慈心会 福山医院

大島郡和泊町和泊96-5

0997-92-0033 290

徳之島

医療法人徳洲会 沖永良部徳洲会病院

鹿児島県大島郡知名町瀬利覚2208

0997-93-3000 291

徳之島

（医）英世会 大蔵医院

大島郡知名町知名16-2

0997-93-5033 292

徳之島

（医）誠友会 パナウル診療所

大島郡与論町那間2747-1

0997-97-2073 293

徳之島

医療法人徳州会 与論徳州会病院

大島郡与論町茶花403-1

0997-97-2511 294

平成３０年度鹿児島県風しん抗体検査事業 実施医療機関一覧
管轄保健所
徳之島

医療機関名
医療法人金連会 本部医院

住

所

大島郡知名町知名591

（平成３０年１０月３０日現在）

電話番号
0997-93-3131 295

