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医療法人王寿会 さんのう内科 内・循・循内・消・消内 ８９９‐５２１２ 姶良市加治木町諏訪町１８８ ６３‐３０００

医療法人七徳会 大井病院 胃・外・肛・循・整・内・脳・放・リウ・リハ ８９９‐５２１５ 姶良市加治木町本町１４１ ６３‐２２９１

医療法人 西眼科医院 眼 ８９９‐５２１５ 姶良市加治木町本町２２３‐２ ６２‐２５２６

医療法人春桜会 西園耳鼻咽喉科クリニック 耳・アレ・気管 ８９９‐５２１５ 姶良市加治木町本町２４９‐１ ６２‐８７８７

医療法人碩済会 フィオーレ第一病院 産・婦 ８９９‐５２１５ 姶良市加治木町本町３０７‐１ ６３‐２１５８

川島クリニック 外・内・消・循・リハ ８９９‐５２１５ 姶良市加治木町本町３５３ ６２‐７２００

医療法人恵陽会 港町クリニック 整・リハ・リウ・内・循内 ８９９‐５２２１ 姶良市加治木町港町１４５‐１ ６３‐９７９１

医療法人恵陽会 加治木整形外科病院 整・リハ・リウ・内・循内 ８９９‐５２２１ 姶良市加治木町港町１４７‐２ ６２‐３７１１

医療法人鬼丸小児科 すこやかクリニック 小 ８９９‐５２２３ 姶良市加治木町新生町１２７ ６２‐０３０８

医療法人新星会 松下亮治内科 内・循・胃・呼・リハ・放 ８９９‐５２２３ 姶良市加治木町新生町１３０‐１ ６２‐００８４

医療法人 四本信一皮膚科 皮 ８９９‐５２２３ 姶良市加治木町新生町１３２‐２ ６３‐９９１２

医療法人 川畑内科医院 内・胃・小 ８９９‐５２２２ 姶良市加治木町錦江町２３４ ６３‐１４９９

医療法人水田会 加治木中央クリニック 内・人工透析内 ８９９‐５２４１ 姶良市加治木町木田４１０－１ ６３‐８８００

医療法人碩済会 加治木記念病院 精 ８９９‐５２４１ 姶良市加治木町木田１２２７ ６３‐２２７５

独立行政法人国立病院機構 南九州病院
内・神内・呼・循・小・外・消内・呼外・リハ・放・麻・
緩和ケア

８９９‐５２９３ 姶良市加治木町木田１８８２ ６２‐２１２１

医療法人玉昌会 加治木温泉病院
内・消内・腎内（人工透析）・肝内・循内・神内・泌・耳・
頭頸部外科・リハ・外・消外・（歯）

８９９‐５２４１ 姶良市加治木町木田４７１４ ６２‐０００１

医療法人サンフィールズ やまのクリニック 内・消・神内・リウ ８９９‐５２１１ 姶良市加治木町新富町１０３-１ ６３‐００３３

徳重クリニック 内・胃・消・リハ ８９９‐５２１１ 姶良市加治木町新富町１１０ ６２‐２６７２

医療法人緑蝶会 しらたにメンタルクリニック 心内・神・精 ８９９‐５２３１ 姶良市加治木町反土１４０１‐１ ６３‐９５７１

医療法人七徳会 ザ王病院 内・整・リウ・リハ・泌・脳 ８９９‐５２３１ 姶良市加治木町反土２１５１‐１ ６２‐４６１１

医療法人雪光会 浜崎クリニック 内・消・外・（歯・歯口外） ８９９‐５２３１ 姶良市加治木町反土２６２８ ６２‐８５８８

医療法人元気会 なかむら小児科 小 ８９９‐５２１４ 姶良市加治木町仮屋町４‐２ ６４‐３７１１

医療法人愛里会 姶良みやもと眼科 眼 ８９９‐５２１３ 姶良市加治木町朝日町１１１ ６２‐１０１０

伊地知医院 内・外・消・胃 ８９９‐５３０２ 姶良市蒲生町上久徳２３９８ ５２‐００２７

医療法人一桜会 吉留クリニック 外・整・内・胃・リハ・呼 ８９９‐５３０２ 姶良市蒲生町上久徳２５６１ ５２‐１１１１

原田内科 内・循 ８９９‐５３０２ 姶良市蒲生町上久徳２５６６ ５２‐００２３

医療法人六幸会 田中眼科 眼 ８９９‐５４３２ 姶良市宮島町２０‐４ ６５‐３９８６

医療法人壽慶会 こどもクリニック山﨑 小 ８９９‐５４３２ 姶良市宮島町５４‐６ ６５‐１３５０

医療法人こころの陽 こまき内科循環器科クリニック 内・循・呼・リハ ８９９‐５４３２ 姶良市宮島町５５‐１０ ６７‐８８９９

中西医院 内・消内・循内 ８９９‐５４３３ 姶良市西宮島町５‐２ ６５‐１７１７

姶良市　医療機関一覧
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帖佐こどもクリニック 小･腎内･アレ ８９９-５４２２ 姶良市松原町二丁目２０-５ ６６‐１８００

医療法人立名会 立花こどもクリニック 小･アレ ８９９-５４２２ 姶良市松原町二丁目２７-１２ ７３‐３８８８

河俣内科 内・呼・リウ・循・アレ ８９９‐５４２１ 姶良市東餅田３１２‐２ ６７‐８００５

医療法人拓和会 山下わたる内科 内・循・消・呼・糖尿病内・腎内・人工透析内 ８９９‐５４２１ 姶良市東餅田４２４‐１ ６７‐０１０１

たかひろ眼科 眼 ８９９‐５４２１ 姶良市東餅田４３３‐１３ ５５‐６０００

医療法人慈敬会 ながた脳神経外科 脳・神内 ８９９‐５４２１ 姶良市東餅田４３３‐１４ ６７‐７５００

医療法人仁知会 竹内レディースクリニック 産・婦・産婦人（生殖医療） ８９９‐５４２１ 姶良市東餅田５０２‐２ ６５‐２２９６

医療法人友光会 あいら糖尿病・甲状腺クリニック 糖尿病内・内 ８９９‐５４２１ 姶良市東餅田１７９５‐１ ７３‐８８０１

内倉外科医院 外・消内・整・内 ８９９‐５４２１ 姶良市東餅田２３６２ ６５‐２５４８

医療法人 野元内科医院 内 ８９９‐５４２１ 姶良市東餅田２４１２ ６５‐２０１５

医療法人真和会 川原泌尿器科クリニック
泌・性・腎内・男性泌・神経泌・泌(不妊治療)・
泌(人工透析)

８９９‐５４３１ 姶良市西餅田７３‐３ ６４‐５１８１

医療法人郁青会 荒武整形外科クリニック 整・リウ・リハ ８９９‐５４３１ 姶良市西餅田９６‐２ ６４‐５１１１

医療法人正匠会 ひふ科形成外科西クリニック 皮・形・アレ・美容皮膚 ８９９‐５４３１ 姶良市西餅田１１７‐１ ６７‐２４１２

あいら小児科 小 ８９９‐５４３１ 姶良市西餅田１１８‐１ ６６‐０１１５

医療法人尚來会 いわつぼ耳鼻咽喉科･めまいクリニック 耳 ８９９‐５４３１ 姶良市西餅田１１８‐２ ６６‐３３８７

医療法人健育会 たけうちクリニック 胃・内・外 ８９９‐５４３１ 姶良市西餅田１４０ ６４‐５５５０

医療法人前田皮膚科 前田皮膚科 皮 ８９９‐５４３１ 姶良市西餅田５６０ ６５‐１０１５

医療法人真誠会 耳鼻咽喉科おおのクリニック 耳 ８９９‐５４３１ 姶良市西餅田５７８‐２ ６４‐５５３３

医療法人 徳重医院 内・胃・小・消 ８９９‐５４３１ 姶良市西餅田１３４７ ６５‐２０７０

医療法人 朝日ヶ丘クリニック 内・小 ８９９‐５４３１ 姶良市西餅田１８８０‐４５ ６６‐１１２２

社会医療法人青雲会 青雲会病院
内・外・脳・眼・循・整・胃・呼・呼外・肛・放・リハ・泌・
泌（人工透析）・形・皮・糖内

８９９‐５４３１ 姶良市西餅田３０１１ ６６‐３０８０

医療法人クオラ クオラリハビリテーション病院あいら整・麻・リハ・リウ・内・循内 ８９９‐５４３１ 姶良市西餅田２３００-１ ６５‐７５７５

こどもとアレルギーのクリニック けいあいら 小・アレ ８９９‐５４３１ 姶良市西餅田３２９４‐１ ５５‐１８８８

医療法人豊愛会 よしだ内科クリニック 内・消・循 ８９９‐５４３１ 姶良市西餅田３５５９‐６ ６５‐１３３３

医療法人緑友会 久永医院 内 ８９９‐５５４３ 姶良市下名１１１７ ６５‐２５０７

医療法人エバーグリーン でぐち耳鼻咽喉科 耳 ８９９‐５６５２ 姶良市平松２８７８‐１５ ６７‐３３４２

医療法人 尾田内科胃腸科 内・胃・呼・循・消・人工透析内 ８９９‐５６５２ 姶良市平松４７３０ ６５‐７５１１

医療法人大進会 希望ヶ丘病院 内・リハ・小（発達外来）・眼 ８９９‐５６５２ 姶良市平松５０６９ ６５‐３２０７

医療法人 中馬クリニック 内・消 ８９９‐５６５２ 姶良市平松５８０１ ６７‐８０００

鹿児島県立姶良病院 精 ８９９‐５６５２ 姶良市平松６０６７ ６５‐３１３８

有村クリニック 内・消 ８９９‐５６５２ 姶良市平松６４４７－２ ６５‐３１３３

錦江クリニック 内・循・外・消・リハ ８９９‐５６５１ 姶良市脇元９６１‐２ ６７‐７７５５

医療法人博仁会 クリニック１にしあいら 内・消内 ８９９‐５６５６ 姶良市西姶良１‐２０‐２ ６６‐１００１

せいあいクリニック 内・消・胃 ８９９‐５６５６ 姶良市西姶良４‐４‐９ ５５‐８９９５


