肝疾患治療かかりつけ医療機関
平成30年3月現在
医療機関名
所在地
電話番号
保健所
上片平外科
鹿児島市伊敷１丁目１４番３８号
099-229-1101 鹿児島市
(医)愛仁会植村病院
鹿児島市伊敷２丁目１−２
099-220-1730 鹿児島市
医療法人清和会徳田・馬場クリニック 鹿児島市伊敷２丁目１番１０号
099-220-5471 鹿児島市
医療法人健成会 海江田外科
鹿児島市伊敷５丁目１８番２号
099-229-2753 鹿児島市
外山内科クリニック
鹿児島市伊敷五丁目１９番２５号 099-229-2519 鹿児島市
(医)ナカノ会ナカノ在宅医療クリニック 鹿児島市伊敷台６−２７−１０
099-218-3300 鹿児島市
(医)緑樹会今村クリニック
鹿児島市易居町１−１３
099-222-5758 鹿児島市
シモノ内科消化器科クリニック
鹿児島市易居町６−９
099-219-5355 鹿児島市
(医)健生会あんびる病院
鹿児島市稲荷町１２−６
099-248-2222 鹿児島市
島田ひふ科
鹿児島市宇宿２丁目１８−２７
099-214-4522 鹿児島市
医療法人腎愛会 上山病院
鹿児島市宇宿３丁目１７−６
099-257-2277 鹿児島市
医療法人うすきクリニック
鹿児島市宇宿４丁目３０−１３
099-201-0301 鹿児島市
(医)玉水会玉水会病院
鹿児島市下伊敷１−１−５
099-223-3330 鹿児島市
(医)有隣会伊敷病院
鹿児島市下伊敷２−４−１５
099-220-4645 鹿児島市
（医）桜樹会たけのはし大山医院
鹿児島市下荒田１丁目２０−３
099-253-6900 鹿児島市
医療法人鴻仁会呉内科クリニック
鹿児島市下荒田１丁目４４−１０
099-253-7890 鹿児島市
(医)裕聖会うるた内科
鹿児島市下荒田２丁目１０−１０
099-285-1700 鹿児島市
霜出義輝内科クリニック
鹿児島市下荒田３−３９−９
099-813-0822 鹿児島市
(医)新生会しんがみ内科クリニック
鹿児島市下荒田一丁目３０−１５ 099-213-5321 鹿児島市
(医)徳洲会鹿児島徳洲会病院
鹿児島市下荒田三丁目８番１号
099-250-1110 鹿児島市
公益財団法人昭和会 昭和会クリニック 鹿児島市下竜尾町2-6
099-226-2212 鹿児島市
公益社団法人昭和会今給黎総合病院 鹿児島市下竜尾町４−１６
099-226-2211 鹿児島市
社会福祉法人やまびこ医療福祉センター 鹿児島市皆与志町１７７９番地
099-238-2755 鹿児島市
（医）正隆会榮樂内科クリニック
鹿児島市鴨池1丁目４４−８
099-208-6000 鹿児島市
(財)慈愛会今村総合病院
鹿児島市鴨池新町１１番２３号
099-251-2221 鹿児島市
鴨池生協クリニック
鹿児島市鴨池新町５-８
099-252-1321 鹿児島市
(社)鹿児島市医師会病院
鹿児島市鴨池新町７番１号
099-254-1125 鹿児島市
内科・山口アーバンクリニック
鹿児島市鴨池二丁目２６−３０
099-258-8853 鹿児島市
医療法人喜望会喜入クリニック
鹿児島市喜入町６０１６番地
099-345-3210 鹿児島市
(財)東風会三船病院
鹿児島市吉野町１０００４−１
099-247-3016 鹿児島市
上別府内科消化器科
鹿児島市吉野町２７２３−３
099-244-7878 鹿児島市
新牧医院
鹿児島市吉野町３０７３−１４７
099-243-0178 鹿児島市
医療法人明輝会吉野東ホームクリニック 鹿児島市吉野町５２０８番地１
099-295-0555 鹿児島市
(医)吉翔会よしの相良外科
鹿児島市吉野町５３９７−３
099-243-5500 鹿児島市
医療法人友志会くわはたクリニック
鹿児島市玉里団地２丁目５番１号 099-220-9502 鹿児島市
(医)前畠医院
鹿児島市郡山町１３０８
099-298-2121 鹿児島市
(医)高圓会鬼丸内科循環器科
鹿児島市郡山町６５１３
099-298-3901 鹿児島市
(医)寿幸会宮田医院
鹿児島市郡山町岳町２８１
099-298-3555 鹿児島市
(医)薩美会古川胃腸科クリニック
鹿児島市光山１丁目６−２３
099-261-2521 鹿児島市
（医）尾辻クリニック尾辻クリニック内科胃腸科 鹿児島市皇徳寺台１丁目２８−１５ 099-201-0202 鹿児島市
(医)皇健会タウンズクリニック西村内科消化器科 鹿児島市皇徳寺台２−２−６
099-265-1003 鹿児島市
中尾内科胃腸内科
鹿児島市皇徳寺台３丁目２４−８ 099-264-5959 鹿児島市

肝疾患治療かかりつけ医療機関
医療機関名
医療法人恵徳会 小田代病院
ゆのうえクリニック
(医)市来会桜ヶ丘内科胃腸科
(医)健幸会天辰病院
(医)信愛会前田内科消化器科
(医)健瑜会 健三郎クリニック
(医)上原クリニック
鹿児島医療生活協同組合 中山生協クリニック

医療法人増田クリニック
(医)尚愛会小田原病院
(医)憲雄会宮路胃腸科内科クリニック
(財)慈愛会谷山病院
新山消化器科内科
江川内科消化器科
(医)野間口クリニック
(医)仁胤会前田内科クリニック
社会医療法人博愛会相良病院
医療法人慈風会 厚地記念クリニック
(医)川畑内科クリニック

所在地
鹿児島市荒田１丁目２５番６号
鹿児島市坂之上８丁目１−３８
鹿児島市桜ケ丘４−１−９
鹿児島市桜ケ丘４―１―８
鹿児島市山下町１２−２７
鹿児島市山下町９−１チャイムズビル３Ｆ

鹿児島市山田町２２１−１
鹿児島市山田町７３１番地
鹿児島市山之口町１−３０出原ビル６Ｆ

鹿児島市山之口町８番１号
鹿児島市紫原３−３１−３０
鹿児島市小原町８番１号
鹿児島市小山田町６７２０−１
鹿児島市小川町２−２
鹿児島市小川町２２−６（プランドール小川町３階）

鹿児島市小川町９−１
鹿児島市松原町３番３１号
鹿児島市照国町１２−１
鹿児島市上谷口町１００３−１
地域医療・福祉ステーションひまわり病院 鹿児島市上之園町２０番２８号
(医)幸英会稲森内科消化器科
鹿児島市上福元町５７２３−３
久保皮膚科
鹿児島市上竜尾町５−１９
独立行政法人国立病院機構 鹿児島医療センター 鹿児島市城山町８−１
(医）泰保会こしのクリニック
鹿児島市城西１丁目２−２２
原良クリニック内科･循環器科
鹿児島市城西３丁目１０−１１
(医)博愛会さがらパース通りクリニック 鹿児島市新屋敷町２６−１３
(医)丈信会平川外科内科医院
鹿児島市真砂本町３−７８
(医）たけしば会竹之内内科クリニック 鹿児島市星ケ峯１丁目６番１６号
(医)明倫会最勝寺内科
鹿児島市星ケ峯二丁目２６−１
(医）キ・リ・ン会坂下内科くりニック
鹿児島市西伊敷３丁目２０−１５
(医）聖心会かごしま高岡病院
鹿児島市西千石町１４−１２
(医）高見馬場山口クリニック
鹿児島市西千石町１６−１６
有馬内科クリニック
鹿児島市西千石町３番２１号
中江病院
鹿児島市西千石町４番１３号
(医)豊平内科クリニック
鹿児島市西田２丁目１５番２１号
医療法人泰水会濵﨑クリニック
鹿児島市西田２丁目２１番４号
医療法人三和会 梅林クリニック
鹿児島市西陵２丁目１−１５
(医)弘愛会西陵クリニック
鹿児島市西陵五丁目１２−５−２
千年メディカルクリニック
鹿児島市千年二丁目１１番１４号１階
(医)明輝会内村川上内科
鹿児島市川上町２７５０−１８
盛満医院
鹿児島市川上町３４４４−１
(医)天陽会中央クリニック
鹿児島市泉町１６−１
(医)草清会いいだクリニック
鹿児島市草牟田２−１７−３
医療法人草心会井消化器内科クリニック 鹿児島市草牟田２丁目１０番２号３F
(医)栄光会 久米田内科循環器内科
鹿児島市草牟田２丁目２４番１号

平成30年3月現在
電話番号
保健所
099-253-8111 鹿児島市
099-263-0220 鹿児島市
099-265-3131 鹿児島市
099-265-3151 鹿児島市
099-227-3220 鹿児島市
099-805-0567 鹿児島市
099-275-0010 鹿児島市
099-275-1200 鹿児島市
099-219-1155 鹿児島市
099-223-7531 鹿児島市
099-258-7151 鹿児島市
099-269-4111 鹿児島市
099-238-2351 鹿児島市
099-224-7209 鹿児島市
099-219-4556 鹿児島市
099-225-5600 鹿児島市
099-224-1800 鹿児島市
099-226-8871 鹿児島市
099-278-1011 鹿児島市
099-252-5166 鹿児島市
099-268-2550 鹿児島市
099-248-1311 鹿児島市
099-223-1151 鹿児島市
099-256-5055 鹿児島市
099-250-1187 鹿児島市
099-239-5255 鹿児島市
099-252-8282 鹿児島市
099-264-6858 鹿児島市
099-264-5900 鹿児島市
099-228-2345 鹿児島市
099-226-1370 鹿児島市
099-219-3822 鹿児島市
099-222-2474 鹿児島市
099-224-3121 鹿児島市
099-250-6000 鹿児島市
099-250-3535 鹿児島市
099-282-5800 鹿児島市
099-283-3666 鹿児島市
099-294-9199 鹿児島市
099-244-1500 鹿児島市
099-243-0581 鹿児島市
099-225-8650 鹿児島市
099-222-1729 鹿児島市
099-226-7272 鹿児島市
099-226-1166 鹿児島市

肝疾患治療かかりつけ医療機関
平成30年3月現在
医療機関名
所在地
電話番号
保健所
医療法人康成会 植村病院
鹿児島市草牟田一丁目４番７号
099-222-6925 鹿児島市
鹿児島医療生活協同組合総合病院鹿児島生協病院 鹿児島市谷山中央五丁目２０ー１０ 099-267-1455 鹿児島市
鹿児島医療生活協同組合 谷山生協クリニック 鹿児島市谷山中央五丁目２１−２２ 099-210-2211 鹿児島市
(医)一誠会三宅病院
鹿児島市谷山中央七丁目３番１号 099-268-3512 鹿児島市
内科・消化器内科 勝山クリニック
鹿児島市中央町２２−１６アエールプラザ３F 099-812-8252 鹿児島市
(医)友愛会前田病院
鹿児島市中央町３０―１１
099-256-2000 鹿児島市
野口クリニック
鹿児島市中央町３６−１２
099-258-1800 鹿児島市
(医)ヲサメ内科クリニック
鹿児島市中央町９−１
099-250-7767 鹿児島市
(医)孝蘭会東内科
鹿児島市唐湊４丁目１５−２
099-251-7198 鹿児島市
(医)修放会放射線科田之畑クリニック 鹿児島市東開町４−５８
099-267-3700 鹿児島市
仁愛会病院
鹿児島市南栄５丁目１０番１９号
099-210-0201 鹿児島市
医療法人恵山会 共立病院
鹿児島市南郡元町１１番１１号
099-255-3151 鹿児島市
(医）神愛会神園医院
鹿児島市南林寺町１０−８
099-222-2707 鹿児島市
社会福祉法人 恩賜財団 済生会 鹿児島病院 鹿児島市南林寺町１−１１
099-223-0101 鹿児島市
医療法人博康会 アクラス中央病院
鹿児島市武岡１丁目１２１番５号
099-203-0100 鹿児島市
(医)起生会林内科胃腸科病院
鹿児島市武二丁目３３−８
099-257-6969 鹿児島市
(医)三樹会敬愛クリニック
鹿児島市平川町１５８０−１５
099-261-0311 鹿児島市
鹿児島赤十字病院
鹿児島市平川町２５４５
099-261-2111 鹿児島市
医療法人高治会 内科 有馬病院
鹿児島市平之町１番２７号
099-224-0823 鹿児島市
(財)慈愛会いづろ今村病院
鹿児島市堀江町１７ー１
099-226-2600 鹿児島市
(医)玉昌会高田病院
鹿児島市堀江町５−１
099-226-4325 鹿児島市
(医)上原会うえはらクリニック
鹿児島市本名町１０７１−１
099-294-2102 鹿児島市
医療法人碩済会 吉田温泉病院
鹿児島市本名町４７０
099-294-2161 鹿児島市
小田代内科
鹿児島市明和１−３０−１
099-281-2021 鹿児島市
鹿児島県厚生農協連健康管理センター 鹿児島市与次郎１−１３−１
099-256-1133 鹿児島市
(医)光風会有馬・藤島内科クリニック
鹿児島市与次郎１丁目３番１２号 099-251-6336 鹿児島市
（医）緑陽の会緑ヶ丘クリニック
鹿児島市緑ケ丘町６−１１
099-243-0095 鹿児島市

肝疾患治療かかりつけ医療機関
医療機関名
大重内科
社会医療法人 鹿児島愛心会山川病院
肥後胃腸科クリニック
(医)浩然会指宿浩然会病院
(医)南星会いぶすき内科
(医)微笑会田畑クリニック
医療法人明正会 今林整形外科病院

所在地
指宿市山川金生町４３
指宿市山川小川１５７１
指宿市山川大山２９４８
指宿市十町１１４５
指宿市十町２３２１−１
指宿市十町２４０６−１
指宿市十町３５２−２
医療法人明正会 クリニック リハビリ菜の花 指宿市十町460番地
医療法人指宿おおしげ内科
指宿市十二町２１８８−７
(医)愛徳会上村内科クリニック
指宿市十二町５０３−６
永田耳鼻咽喉科医院
指宿市大牟礼一丁目１−１５
(医)開南 池田診療所
指宿市池田３９５７
医療法人きぼう木之下クリニック
指宿市湊1丁目１２−６３
小吉胃腸科クリニック
指宿市湊一丁目４−１５
岩下眼科医院
指宿市湊二丁目１１−１
(医)回生会生駒外科医院
指宿市湊二丁目２３−２０
医療法人輝陽会有山内科
枕崎市鹿篭麓町３３
(医)二三和会尾辻病院
枕崎市住吉町６０
(医)厚生会小原病院
枕崎市折口町１０９
国見内科医院
枕崎市折口町５３
枕崎市立病院
枕崎市日之出町２３０番
(医)明星会園田病院
枕崎市緑町２１９番地
(医)聖医会サザン・リージョン病院
枕崎市緑町２２０番地
(医)﨑山内科クリニック
南さつま市加世田唐仁原５３２３番地１
(医)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
(医)唐仁原医院唐仁原内科クリニック 南さつま市加世田東本町３２−１６
(医)南さつま中央病院
南さつま市加世田本町３７番地４
南さつま市笠沙町片浦１４８９５番地
南さつま市野間池診療所
西田医院
南さつま市金峰町宮崎４３５０
(医)小山クリニック
南さつま市金峰町尾下３５４
吉見医院
南さつま市大浦町７４８３
(医)至誠会中村温泉病院
南九州市頴娃町別府１
笹川医院
南九州市頴娃町別府１１７００番２
青木医院
南九州市頴娃町別府３１７番地
医療法人純生会 川平内科
南九州市頴娃町別府７０５９
(医)雅集会かわなべ共立内科
南九州市川辺町田部田３９７１
医療法人聖仁会南薩ケアほすぴたる 南九州市川辺町平山５８６０番地
かりや内科クリニック
南九州市川辺町平山６８０６
鹿児島医療生活協同組合 川辺生協病院 南九州市川辺町両添１１１８番地
医療法人泰宏会田中ヘルスケア診療所 南九州市知覧町塩屋１４６３２番地７
江平胃腸科内科
南九州市知覧町郡１７８１０−１

平成30年3月現在
電話番号
保健所
0993-34-1003 指宿
0993-35-3800 指宿
0993-35-2148 指宿
0993-22-3295 指宿
0993-23-3239 指宿
0993-24-5131 指宿
0993-22-2710 指宿
0993-22-5500 指宿
0993-23-0788 指宿
0993-22-5033 指宿
0993-22-2327 指宿
0993-26-2101 指宿
0993-23-3940 指宿
0993-24-2011 指宿
0993-23-3959 指宿
0993-22-3059 指宿
0993-72-5811 加世田
0993-72-5001 加世田
0993-72-2226 加世田
0993-72-0066 加世田
0993-72-0303 加世田
0993-72-0165 加世田
0993-72-1351 加世田
0993-53-2255 加世田
0993-58-2222 加世田
0993-53-3500 加世田
0993-52-0202 加世田
0993-64-2009 加世田
0993-77-0115 加世田
0993-77-2225 加世田
0993-62-2333 加世田
0993-38-0046 加世田
0993-27-4122 加世田
0993-38-0009 加世田
0993-38-0109 加世田
0993-56-1100 加世田
0993-56-1155 加世田
0993-56-6133 加世田
0993-56-6111 加世田
0993-85-3967 加世田
0993-83-1312 加世田

肝疾患治療かかりつけ医療機関
医療機関名

所在地

(医)神護庵じんごあん整形外科内科クリニック 日置市伊集院町下谷口２１２２

(医)さくら会黒岩内科
(医)佑志会守屋病院
(医)康生 康生クリニック
たもつクリニック
(医)しいの内科クリニック
(医)大石医院
(医)健誠会湯田内科病院
(医)誠心会ゆのもと記念病院
医療法人みゆき会 みゆきクリニック
(医)杏林会丸田病院
(医)星海会牧野医院
(医)康陽会花牟病院
医療法人金斉会 ふくもと整形外科・内科クリニック

医療法人さかえ会さゆりクリニック
(医)あさひ会金子病院
(医)健仁会市来内科
(医)新山内科医院
十島村立悪石島へき地診療所
十島村立口之島へき地診療所
十島村立小宝島へき地診療所

日置市伊集院町郡二丁目７５番地
日置市伊集院町徳重２丁目５番地５
日置市伊集院町徳重３丁目１番地３
日置市伊集院町麦生田３３８−５
日置市吹上町永吉１４２４５−１
日置市東市来町湯田２１５３
日置市東市来町湯田２９９４
日置市東市来町湯田３６１４
日置市日吉町日置３９０−１
いちき串木野市旭町８３
いちき串木野市羽島３５５４
いちき串木野市元町１９０
いちき串木野市春日町８番地
いちき串木野市昭和通１０１−１
いちき串木野市照島６００２
いちき串木野市大里３８６９番地
いちき串木野市大里３９３３
鹿児島郡十島村悪石島３３番地１
鹿児島郡十島村口之島１４６
鹿児島郡十島村小宝島４

平成30年3月現在
電話番号
保健所
099-272-5151 伊集院
099-272-2330 伊集院
099-273-3195 伊集院
099-272-1177 伊集院
099-246-5850 伊集院
099-299-3111 伊集院
099-274-3211 伊集院
099-274-1252 伊集院
099-274-0550 伊集院
099-246-8707 伊集院
0996-32-2263 伊集院
0996-35-0017 伊集院
0996-32-3281 伊集院
0996-32-4145 伊集院
0996-32-0080 伊集院
0996-33-0011 伊集院
0996-36-5000 伊集院
0996-36-2255 伊集院
09912-3-2103 伊集院
09912-2-2402 伊集院
09912-4-2006 伊集院

肝疾患治療かかりつけ医療機関
医療機関名
(社)川内市医師会立市民病院
(医)村永医院
医療法人山寿会おやまクリニック
(医)敬安会伊達病院
医療法人こがひさお眼科クリニック
(医)大海クリニック
（医）虹虹クリニック
(医)泰信会おおたクリニック
社会医療法人卓翔会 市比野記念病院
医療法人大地ひらさ内科
（医）英友会あおぞら内科クリニック
薩摩川内市里診療所
(社）薩摩郡医師会 薩摩郡医師会病院
(医)轟紫会木原医院
（医）杏政会鶴田中央クリニック
(医)芳志会てらだ内科クリニック
さくらクリニック
(医)誠祐会つかさとクリニック
(医)恵愛会しもぞのクリニック
(医)秀成会福永内科循環器科
(医)英風会クリニック・なかむら
出水総合医療センター 高尾野診療所
(医)Ｕ・ＭＥおかだクリニック
(医)孝徳会楠元内科医院
(医)吉祥会吉井中央病院
(医)来仙医院
出水総合医療センター 野田診療所
医療法人有成会有村産婦人科・内科

所在地
薩摩川内市永利町４１０７番７
薩摩川内市上甑町中甑３３５―１
薩摩川内市上川内町３３０３番地１
薩摩川内市神田町４−２５
薩摩川内市中郷１丁目３９番１８号
薩摩川内市中郷３−６５
薩摩川内市田崎町２１４−１
薩摩川内市入来町浦之名７６８３
薩摩川内市樋脇町市比野３０７９番地

薩摩川内市平佐町３７３３番地１
薩摩川内市平佐町４２３５番地１
薩摩川内市里町里１９２２
薩摩郡さつま町轟町５１０
薩摩郡さつま町船木１８４−１
薩摩郡さつま町鶴田２６８６
薩摩郡さつま町田原１４７番地３
薩摩郡さつま町柏原２８８３番地１
出水市下知識町１５１８−１
出水市五万石町８０２
出水市向江町１３−２８
出水市向江町２−１５
出水市高尾野町大久保３８１６−２８
出水市昭和町４５−１
出水市平和町２２４番地
出水市平和町３３６
出水市野田町下名６９０９番地
出水市野田町上名６１０３
阿久根市栄町１２７番地３号
公益社団法人 出水郡医師会広域医療センター 阿久根市赤瀬川４５１３
(医)熊杏会林胃腸科外科
阿久根市大丸町８６
医療法人黒木会黒木医院
阿久根市脇本７４０３−１
医療法人黒潮会 長島クリニック
出水郡長島町指江８２番地１３
長島町国民健康保険平尾診療所
出水郡長島町平尾１３４

平成30年3月現在
電話番号
保健所
0996-22-1111 川薩
09969-2-0012 川薩
0996-22-1101 川薩
0996-23-7171 川薩
0996-21-1113 川薩
0996-27-6700 川薩
0996-24-2222 川薩
0996-44-3151 川薩
0996-38-1200 川薩
0996-22-6122 川薩
0996-22-6370 川薩
09969-3-2023 川薩
0996-53-0326 川薩
0996-52-2700 川薩
0996-59-2000 川薩
0996-21-3232 川薩
0996-53-1451 川薩
0996-67-5560 出水
0996-63-8300 出水
0996-62-8200 出水
0996-62-0241 出水
0996-82-0017 出水
0996-63-7011 出水
0996-62-8600 出水
0996-62-3111 出水
0996-84-2005 出水
0996-84-2023 出水
0996-73-4180 出水
0996-73-1331 出水
0996-73-3639 出水
0996-75-0200 出水
0996-88-6405 出水
0996-88-2595 出水

肝疾患治療かかりつけ医療機関
平成30年3月現在
医療機関名
所在地
電話番号
保健所
鹿児島県立北薩病院
伊佐市大口宮人５０２−４
0995-22-8511 大口
(医)栄和会寺田病院
伊佐市大口上町３１番地４
0995-22-1321 大口
つよしクリニック
伊佐市菱刈重留１１４７−１
0995-26-0080 大口
(医)坂元内科
伊佐市菱刈重留１３５３番地
0995-26-0178 大口
(医)昭芳会林内科医院
姶良郡湧水町中津川４９８
0995-75-2047 姶良
(医)ひらしまクリニック
姶良郡湧水町米永５８５の１７
0995-74-2800 姶良
医療法人永光会あいらの森ホスピタル 姶良郡湧水町北方１８５４番地
0995-74-2503 姶良
(医)新山会くりの後庵クリニック
姶良郡湧水町木場９７３−１
0995-74-1500 姶良
(医)川畑内科医院
姶良市加治木町錦江町２３４
0995-63-1499 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番１ 0995-63-0033
姶良
(医)王寿会さんのう内科
姶良市加治木町諏訪町１８８番地 0995-63-3000 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 姶良
(医)七徳会大井病院
姶良市加治木町本町１４１
0995-63-2291 姶良
独立行政法人国立病院機構南九州病院 姶良市加治木町木田１８８２
0995-62-2121 姶良
(医)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 姶良
医療法人玉昌会加治木温泉病院
姶良市加治木町木田４７１４
0995-62-0001 姶良
伊地知医院
姶良市蒲生町上久徳２３９８
0995-52-0027 姶良
原田内科
姶良市蒲生町上久徳２５６６
0995-52-0023 姶良
(医)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 姶良
(医)中西医院
姶良市西宮島町５−２
0995-65-1717 姶良
(医)徳重医院
姶良市西餅田１３４７
0995-65-2070 姶良
(医)青雲会病院
姶良市西餠田３０１１番地
0995-66-3080 姶良
（医）豊愛会よしだ内科クリニック
姶良市西餠田３５５９−６
0995-65-1333 姶良
(医)尾田内科胃腸科
姶良市平松４７３０
0995-65-7511 姶良
医療法人大進会希望ケ丘病院
姶良市平松５０６９番地
0995-65-3207 姶良
医療法人中馬クリニック
姶良市平松５８０１番地
0995-67-8000 姶良
鹿児島県立姶良病院
姶良市平松６０６７
0995-65-3138 姶良
錦江クリニック
姶良市脇元９６１−２
0995-67-7755 姶良
(医)伊東内科クリニック
霧島市横川町上ノ３３９０−１６
0995-72-9088 姶良
(医)昭山会佐藤医院
霧島市溝辺町有川３２７−２
0995-59-2607 姶良
(医)真和会とくだクリニック
霧島市溝辺町麓１５０３−１
0995-64-1717 姶良
(医)啓友会田中内科消化器科
霧島市国分下井６０１−１
0995-46-6123 姶良
(医)育栄会梶原内科
霧島市国分向花１６５
0995-47-3363 姶良
(医)清水会清水内科
霧島市国分清水１−２２−２６
0995-47-7173 姶良
石塚内科・胃腸内科
霧島市国分中央１−２５−２９
0995-45-0419 姶良
医療法人春成会鵜木医院
霧島市国分中央３丁目１９番１５号 0995-45-0011 姶良
鹿児島医療生活協同組合国分生協病院 霧島市国分中央３丁目３８−１４
0995-45-4806 姶良
(医)朋友会原口内科消化器科
霧島市国分中央４−１５−３
0995-46-2232 姶良
(医)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 姶良
(医)昭裕会うえぞの内科クリニック
霧島市国分福島３丁目５１−１１
0995-48-6555 姶良
医療法人帖佐クリニック
霧島市国分福島３丁目５−２０
0995-64-0711 姶良
プライマリ・ケアむろ内科
霧島市国分野口西２８番５２号
0995-46-6611 姶良
(医)高倉眼科
霧島市国分野口東１１５５
0995-47-7300 姶良
隼人の杜クリニック
霧島市隼人町見次５８０−２
0995-42-8800 姶良
（医）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 姶良
医療法人 緑生会隼人クリニック
霧島市隼人町真孝８７０−３
0995-43-5511 姶良

肝疾患治療かかりつけ医療機関
医療機関名
医療法人新樹会 山下内科クリニック
（医）生成会浜崎医院
(医)尚陽会原口外科
森クリニック呼吸器科・内科
医療法人松城会隼人温泉病院
(医)秋桜会日当山温泉クリニック
(医)日新会有馬病院
(医)桃蹊会霧島桜ケ丘病院

平成30年3月現在
所在地
電話番号
保健所
霧島市隼人町神宮１丁目２０番１９号 0995-43-0460
姶良
霧島市隼人町東郷９０番地
0995-42-0349 姶良
霧島市隼人町内山田１−２−２８ 0995-42-0155 姶良
霧島市隼人町内山田３−７３５
0995-42-8111 姶良
霧島市隼人町姫城１丁目２６４番地２ 0995-42-2151
姶良
霧島市隼人町姫城３−８６
0995-43-3111 姶良
霧島市福山町福山５２９０−２９
0995-56-2151 姶良
霧島市牧園町高千穂３６１７−９８ 0995-78-3135 姶良

肝疾患治療かかりつけ医療機関
医療機関名
医療法人しぶし眼科
医療法人誠仁会 はまさき耳鼻咽喉科
(医)左右会藤後クリニック
(医)SAKURA志布志中央クリニック
(医)一斉会陽春堂内科診療所
(医)長命会山口内科
(医)手塚クリニック
医療法人参昭会みやじクリニック
(医)圭朋会鮫島クリニック
医療法人命門会まえかわクリニック
財部記念病院
(医)愛誠会昭南病院
(医)参篤会高原病院
(医)木瓜会末吉胃腸科外科クリニック
医療法人坂元内科クリニック
(医)牧瀬内科クリニック
医療法人 玲心会 はるびゅうクリニック
(医)天信会中原クリニック
(医)伸和会かのや東病院
社会医療法人恒心会恒心会おぐら病院
(社)紘徳会みどり明星クリニック
(医)誠心会入佐内科
(医)正和会浜崎クリニック
(医)井上眼科
県民健康プラザ鹿屋医療センター
(医)明昌会福田病院

所在地
志布志市志布志町安楽４６８番地
志布志市志布志町安楽６２２番地
志布志市志布志町志布志１−１３−１
志布志市志布志町志布志１２９０−１

志布志市志布志町志布志２８６−４
志布志市志布志町志布志３２２４−９
志布志市志布志町志布志５７０−２
志布志市有明町野神3603番地1号
曽於市財部町南俣１７０５−７
曽於市財部町南俣１８２番地１
曽於市財部町南俣３６１９番地１
曽於市大隅町下窪町１番地
曽於市末吉町栄町２−１２−１
曽於市末吉町新町１丁目９−１２
曽於郡大崎町永吉８２９９番地１
曽於郡大崎町神領２３９４ー１
曽於郡大崎町野方６０４５番地１
鹿屋市横山町１５８７−２
鹿屋市笠之原２９２３−１
鹿屋市笠之原町２７番２２号
鹿屋市輝北町市成２１１９−２
鹿屋市吾平町麓３４８−１
鹿屋市向江町２５−２６
鹿屋市札元１丁目６−２３
鹿屋市札元１丁目８−８
鹿屋市寿３丁目１１番２号
社会医療法人鹿児島愛心会 大隅鹿屋病院 鹿屋市新川町６０８１−１
(医)仁心会西原保養院
鹿屋市西原２−２９−２２
(医)前田内科
鹿屋市本町４番２号
風の村クリニック
鹿屋市野里町２５１４番地
(医)桑波田診療所
垂水市旭町５３
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
よしとみクリニック
垂水市南松原町１０番
(医)鹿児島愛心会高山クリニック
肝属郡肝付町新富８１８番地１
(医)啓佑会山内クリニック
肝属郡肝付町前田４８１６−２
(医)南泉会高山胃腸科・外科
肝属郡肝付町前田９２３ー１
肝付町立病院
肝属郡肝付町北方１９５３番地
社会福祉法人 内之浦会 吉重クリニック 肝属郡肝付町北方５８１−１
南大隅町立郡へき地出張診療所
肝属郡南大隅町佐多郡１９６３−１

平成30年3月現在
電話番号
保健所
099-473-1100 志布志
099-473-3387 志布志
099-472-1237 志布志
099-472-3100 志布志
099-472-5511 志布志
099-473-1188 志布志
099-472-5565 志布志
099-471-5000 志布志
0986-72-0777 志布志
0986-72-3500 志布志
0986-72-1000 志布志
099-482-0622 志布志
0986-76-1050 志布志
0986-76-8177 志布志
099-471-7055 志布志
099-477-2121 志布志
099-478-2153 志布志
0994-48-2011 鹿屋
0994-42-3111 鹿屋
0994-44-7171 鹿屋
099-485-1911 鹿屋
0994-58-7006 鹿屋
0994-43-3305 鹿屋
0994-40-0001 鹿屋
0994-42-5101 鹿屋
0994-43-4191 鹿屋
0994-40-1111 鹿屋
0994-43-1783 鹿屋
0994-42-2175 鹿屋
0994-36-7000 鹿屋
0994-32-0002 鹿屋
0994-32-5211 鹿屋
0994-45-4215 鹿屋
0994-65-1111 鹿屋
0994-65-8181 鹿屋
0994-65-7171 鹿屋
0994-67-2721 鹿屋
0994-67-2266 鹿屋
0994-26-1856 鹿屋

肝疾患治療かかりつけ医療機関
医療機関名
百合砂診療所
(医)中目医院
(医)悠彩会仲医院
(医)平成記念会門野医院
屋久島町永田へき地出張診療所
(医)徳洲会屋久島徳洲会病院
屋久島町栗生診療所
屋久島町口永良部へき地出張診療所
(医)観音会屋久島尾之間診療所
公立種子島病院
社会医療法人鹿児島愛心会笠利病院
奄美市笠利国民健康保険診療所
奄美市住用国民健康保険診療所
大島郡医師会病院
(医)奎英会むかいクリニック
(医)徳洲会名瀬徳洲会病院
奄美医療生活協同組合奄美中央病院
(医)祥陽会 いい・かねゆきクリニック
嶺山内科
かずや内科
(医)美仁会風間内科胃腸科
(医)潤博会よしかわクリニック

所在地
西之表市鴨女町９８番
西之表市西之表７１８８
熊毛郡屋久島町安房４１０−１５８
熊毛郡屋久島町一湊３４８−１
熊毛郡屋久島町永田１２４７番地１
熊毛郡屋久島町宮之浦２４６７
熊毛郡屋久島町栗生１７４３
熊毛郡屋久島町口永良部島５３３−１

熊毛郡屋久島町尾之間１３６−６
熊毛郡南種子町中之上１７００−２２
奄美市笠利町中金久１２０
奄美市笠利町中金久４５
奄美市住用町西仲間１１１
奄美市名瀬小宿３４１１番地
奄美市名瀬小浜町２４番１０号
奄美市名瀬朝日町２８−１
奄美市名瀬長浜町１６番５号
奄美市名瀬長浜町４−１１
奄美市名瀬入舟町９番１５号
奄美市名瀬平松町５３２番地
奄美市名瀬有屋町１５−３
奄美市名瀬和光町１−２
医療法人ネリヤ ファミリークリニックネリヤ 奄美市名瀬和光町３１番地１４
国民健康保険大和診療所
大島郡大和村大棚字大町４２０
国民健康保険宇検診療所
大島郡宇検村湯湾37番地
大島郡瀬戸内町古仁屋字トンキャン原１３５８−１
(医)徳洲会瀬戸内徳洲会病院
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番地２
医療法人 栄起会肥後医院
大島郡龍郷町赤尾木１４８５
喜界町国民健康保険診療所
大島郡喜界町赤連３７番地
(医)徳洲会喜界徳洲会病院
大島郡喜界町湾３１５
(医)徳洲会沖永良部徳洲会病院
大島郡知名町瀬利覚２２０８
大蔵医院
大島郡知名町知名16-2
(医)金連会本部医院
大島郡知名町知名５９１番地
(医)南溟会宮上病院
大島郡徳之島町亀津７２６８
奄美医療生活協同組合 徳之島診療所 大島郡徳之島町亀津７５５４
(医)徳洲会徳之島徳洲会病院
大島郡徳之島町亀津７５８８番地
(医)沖縄徳洲会与論徳洲会病院
大島郡与論町茶花４０３−１
町田医院
大島郡和泊町手々知名６３６−１
(医)朝戸医院
大島郡和泊町和泊１４番地

平成30年3月現在
電話番号
保健所
0997-28-3901 西之表
0997-23-0350 西之表
0997-46-2131 屋久島
0997-44-2303 屋久島
0997-45-2273 屋久島
0997-42-2200 屋久島
0997-48-2103 屋久島
0997-49-2119 屋久島
0997-47-3277 屋久島
0997-26-1230 屋久島
0997-55-2222 名瀬
0997-63-0011 名瀬
0997-69-2620 名瀬
0997-54-8111 名瀬
0997-55-1777 名瀬
0997-54-2088 名瀬
0997-52-6565 名瀬
0997-55-0303 名瀬
0997-53-0012 名瀬
0997-53-6020 名瀬
0997-53-1717 名瀬
0997-52-5300 名瀬
0997-57-7177 名瀬
0997-57-2053 名瀬
0997-67-2030 名瀬
0997-73-1111 名瀬
0997-72-3211 名瀬
0997-62-3023 名瀬
0997-65-3685 名瀬
0997-65-1100 名瀬
0997-93-3000 徳之島
0997-93-5033 徳之島
0997-93-3131 徳之島
0997-82-0002 徳之島
0997-83-2131 徳之島
0997-83-1100 徳之島
0997-97-2511 徳之島
0997-92-3737 徳之島
0997-92-1131 徳之島

肝疾患治療かかりつけ医療機関
医療機関名
北海道旅客鉄道(株)JR札幌病院
石巻赤十字病院
吉井内科胃腸科クリニック
いわき市立総合磐城共立病院
くさのファミリー内科クリニック
医療法人社団風韻会デルタクリニック
医療法人社団創進会みつわ台総合病院
東京女子医科大学病院
学校法人昭和大学 昭和大学病院
横浜市立大学附属病院

所在地
北海道札幌市中央区北３条東１丁目１−１

宮城県石巻市蛇田字西道下７１番地
山形県上山市金生東１丁目１０-１５
福島県いわき市内郷御厩町久世原１６
福島県いわき市平上荒川字長尾４１−１２
埼玉県所沢市くすのき台２−５−１サンウインズビル

千葉県千葉市若葉区若松町531-486

東京都新宿区河田町８番１号
東京都品川区旗の台１丁目５−８
神奈川県横浜市金沢区福浦三丁目９番地

国家公務員共済組合連合会虎の門病院分院 神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷１−３−１

中日病院

愛知県名古屋市中区丸の内三丁目１２−３

愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院 愛知県江南市高屋町大松原１３７番地

春日井市民病院
トヨタ記念病院

愛知県春日井市鷹来町１丁目１番地１

愛知県豊田市平和町１丁目１番地

公立大学法人大阪市立大学医学部附属病院 大阪府大阪市阿倍野区旭町１−５−７

梅田ＮＯＲＩ 内科・消化器内科クリニック 大阪府大阪市北区小松原町３−３ＯＳビル８階
(財)住友病院
大阪府大阪市北区中之島５丁目３−２０
医療法人紀陽会田仲北野田病院
大阪府堺市東区北野田７０７番地
大阪大学医学部附属病院
大阪府吹田市山田丘２番１５号
社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会吹田病院 大阪府吹田市川園町１−２
大阪府大阪狭山市大野東３７７番地の２
近畿大学医学部附属病院
森之宮病院
大阪府大阪市城東区森之宮２丁目１番８８号
大阪国際がんセンター
大阪府大阪市中央区大手前３丁目１番６９号
内科川北クリニック
大阪府和泉市府中町１−６−１２
大阪府和泉市府中町４丁目１０番１０号
和泉市立病院
神戸朝日病院
兵庫県神戸市長田区房王寺町３丁目５番２５号
医療法人まつだ内科医院
鳥取県鳥取市叶２８４−１
社会福祉法人 恩賜財団 済生会 岡山済生会総合病院 岡山県岡山市北区伊福町１丁目１７番18号

愛媛県立中央病院
日本赤十字社 松山赤十字病院
医療法人尚志会愛幸病院
国立大学法人広島大学広島大学病院
久留米大学病院
医療法人いたの会久留米中央病院
地方独立行政法人 大牟田市立病院
社会保険直方病院
福岡大学病院

愛媛県松山市春日町８３番地
愛媛県松山市文京町１番地
高知県高知市入明町１４−２
広島県広島市南区霞１-２-３
福岡県久留米市旭町６７
福岡県久留米市小森野２−３−８
福岡県大牟田市宝坂町２丁目１９番地１

福岡県直方市須崎町１番１号
福岡県福岡市城南区七隈７丁目４５−１

国家公務員共済組合連合会 浜の町病院 福岡県福岡市中央区長浜三丁目３-１

医療法人佐田厚生会 佐田病院
九州大学病院

福岡県福岡市中央区渡辺通２丁目４番２８号

福岡県福岡市東区馬出３−１−１

独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター 福岡県福岡市南区野多目３丁目１番１号
地方独立行政法人福岡市立病院機構 福岡市民病院 福岡県福岡市博多区吉塚本町１３番１号

（医）原三信病院
九州総合診療クリニック
医療法人岩本内科医院

福岡県福岡市博多区大博町１−８
福岡県福岡市博多区博多駅前３−２５−２１
福岡県北九州市小倉南区下石田１丁目２番８号

平成30年3月現在
電話番号
保健所
011-208-7154 県外
0225-21-7220 県外
023-673-7515 県外
0246-26-3151 県外
0246-28-1600 県外
04-2996-5157 県外
043-251-3030 県外
03-3353-8111 県外
03-3784-8515 県外
045-787-2800 県外
044-877-5111 県外
052-961-2491 県外
0587-57-3341 県外
0568-57-0057 県外
0565-28-0100 県外
06-6645-2824 県外
06-6131-1085 県外
06-6443-1261 県外
072-235-1055 県外
06-6879-5230 県外
06-6382-1521 県外
072-366-0221 県外
06-6969-0111 県外
06-6945-1181 県外
0725-41-3001 県外
0725-41-1331 県外
078-612-5151 県外
0857-38-4777 県外
086-252-2211 県外
089-947-1111 県外
089-926-9581 県外
088-822-2739 県外
082-257-5555 県外
0942-35-3311 県外
0942-35-1000 県外
0944-53-1061 県外
0949-22-1215 県外
092-801-1011 県外
092-721-0831 県外
092-781-6381 県外
092-642-5736 県外
092-541-3231 県外
092-632-1111 県外
092-291-3434 県外
092-482-1600 県外
093-961-4118 県外

肝疾患治療かかりつけ医療機関
医療機関名
国家公務員共済組合連合会新小倉病院
公益財団法人小倉医療協会三萩野病院
医療法人社団 高邦会 福岡山王病院
くまもと森都総合病院
医療法人やまさき山崎内科
国立大学法人 熊本大学医学部附属病院
きさぬきクリニック

所在地
福岡県北九州市小倉北区金田１丁目３番１号
福岡県北九州市小倉北区三萩野1丁目１２番１８号

福岡県福岡市早良区百道浜３丁目６番４５号

熊本県熊本市中央区大江３-２-６５
熊本県熊本市中央区渡鹿１丁目１８−８８

熊本県熊本市中央区本荘１丁目１番１号

熊本県熊本市中央区本荘町７２０-３

社会福祉法人 恩賜財団 済生会 熊本病院 熊本県熊本市南区近見５−３−１

社会医療法人芳和会水俣協立病院

熊本県人吉市老神町３５
熊本県水俣市桜井町２-２-１２

一般社団法人天草郡市医師会立天草地域医療センター

熊本県天草市亀場町食場８５４番地１

独立行政法人労働者健康福祉機構 熊本労災病院

熊本県八代市竹原町１６７０番地
熊本県水俣市天神町１丁目２番１号
大分県国東市安岐町中園４００

独立行政法人地域医療機能推進機構人吉医療センター

国保水俣市立総合医療センター
医療法人朝倉会 朝倉内科医院
大分大学医学部附属病院

大分県由布市挾間町医大ヶ丘１丁目１番地

独立行政法人 国立病院機構 大分医療センター 大分県大分市横田２丁目１１番４５号

宮崎大学医学部附属病院

宮崎県宮崎郡清武町木原５２００
医療法人社団晴緑会 宮崎医療センター病院 宮崎県宮崎市高松町２−１６
宮崎県宮崎市本郷北方字山崎３５８２−１
（医）ひろの内科クリニック
医療法人社団誠光会 みつとめ眼科 宮崎県串間市大字西方５３９７−１
串間市民病院
宮崎県串間市大字西方７９１７
医療法人東陽会 整形外科 前原病院 宮崎県小林市細野２０３３番地
(医)倫生会三州病院
宮崎県都城市花繰町３街区１４号
黒松病院
宮崎県都城市金田町２２６３
独立行政法人国立病院機構都城医療センター 宮崎県都城市祝吉町５０３３番地１
(医)魁成会宮永病院
宮崎県都城市松元町１５−１０
しげひらクリニック
宮崎県都城市神之山町２０３０−１
一般社団法人藤元メディカルシステム藤元総合病院 宮崎県都城市早鈴町１７−１
医療法人明和会 宮田眼科病院
宮崎県都城市蔵原町６街区３号
(医)啓仁会城南病院
宮崎県都城市大王町３０−５
医療法人社団敬愛会 三嶋内科
宮崎県都城市鷹尾１丁目２６−６
医療法人 社団 晴和会 西元眼科医院 宮崎県都城市中原町４１街区８号
医療法人宏仁会メディカルシティ東部病院 宮崎県都城市立野町３６３３−１
社会医療法人仁愛会浦添総合病院
沖縄県浦添市伊祖４丁目１６番１号
国立大学法人琉球大学医学部附属病院 沖縄県中頭郡西原町字上原２０７番地
社会医療法人かりゆし会ハートライフ病院 沖縄県中頭郡中城村字伊集２０８番地

日本赤十字社沖縄赤十字病院
(医)友愛会豊見城中央病院

沖縄県那覇市与儀１丁目３番１号
沖縄県豊見城市字上田２５

平成30年3月現在
電話番号
保健所
093-571-1031 県外
093-931-7931 県外
092-832-1100 県外
096-364-6000 県外
096-371-5301 県外
096-373-5965 県外
096-288-5703 県外
096-351-8000 県外
0966-22-2191 県外
0966-63-1704 県外
0969-24-4111 県外
0965-33-4151 県外
0966-63-2101 県外
0978-67-2012 県外
097-549-4411 県外
097-593-1111 県外
0985-85-1909 県外
0985-26-2800 県外
0985-52-7311 県外
0987-72-7000 県外
0987-72-1234 県外
0984-23-1711 県外
0986-22-0230 県外
0986-38-1120 県外
0986-23-4111 県外
0986-22-2015 県外
0986-27-5555 県外
0986-25-1313 県外
0986-22-1441 県外
0986-23-2844 県外
0986-24-7171 県外
0986-25-8888 県外
0986-22-2240 県外
098-877-2571 県外
098-895-3331 県外
098-895-3255 県外
098-853-3134 県外
098-850-3811 県外

