
平成３０年４月１０日現在

法 人 名 医療機関名称 診 療 科 目 〒 住      所 電　　話

医療法人志康会 前田産婦人科クリニック 産・婦・麻 ８９９‐４３３２ 霧島市国分中央一丁目３‐２３ ４６‐６８００

医療法人光愛会 渡辺眼科クリニック 眼 ８９９‐４３３２ 霧島市国分中央一丁目７‐６４ ４５‐６８８８

医療法人 原口耳鼻咽喉科 耳・アレ・気管・麻 ８９９‐４３３２ 霧島市国分中央一丁目２１‐３１ ４６‐３３３３

みはらクリニック 内・外・消内・胃内・肛外・内視鏡内 ８９９-４３３２ 霧島市国分中央一丁目２５-１５ ４６‐８２０２

石塚内科･胃腸内科 内・胃内・消内・内視鏡内 ８９９‐４３３２ 霧島市国分中央一丁目２５‐２９ ４５‐０４１９

医療法人美﨑会 国分中央病院 内・外・脳・リハ・神内・皮・（歯） ８９９‐４３３２ 霧島市国分中央一丁目２５‐７０ ４５‐３０８５

医療法人緑栄会 とくしげ耳鼻咽喉科 耳・アレ・気管 ８９９‐４３３２ 霧島市国分中央一丁目２６‐１９ ４６‐８１３３

医療法人広裕会 原口産婦人科 産・婦 ８９９‐４３３２ 霧島市国分中央三丁目１７‐１３ ４５‐００５２

医療法人春成会 鵜木医院 内・小・循内・放 ８９９‐４３３２ 霧島市国分中央三丁目１９‐１５ ４５‐００１１

国分生協病院
内・外・小・循・消・呼・肛・救・内（人工透析）・腎内・
糖内・リハ

８９９‐４３３２ 霧島市国分中央三丁目３８‐１４ ４５‐４８０６

あんず東洋医学クリニック 内・小 ８９９‐４３３２ 霧島市国分中央四丁目１７‐２５-２ ５５‐５０５８

医療法人朋友会 原口内科消化器科 内・消内・呼内・循内・リハ・放 ８９９‐４３３２ 霧島市国分中央四丁目１５‐３ ４６‐２２３２

医療法人エルベ こうの子どもクリニック 小 ８９９‐４３３２ 霧島市国分中央四丁目１５‐３ ４７‐１２１１

医療法人悠成会 宮内皮ふ科クリニック 皮 ８９９‐４３３２ 霧島市国分中央五丁目１２‐１９ ４６‐８６１２

医療法人吉野会 はやと整形外科分院 整・リハ ８９９-４３３２ 霧島市国分中央六丁目２２-６５ ７３‐５４５４

医療法人TCT みみ・はな・のどとしクリニック 耳・小耳・アレ ８９９‐４３２１ 霧島市国分広瀬一丁目１２‐１８ ４６‐４９８７

医療法人誠井会 井料クリニック 脳・皮 ８９９‐４３２１ 霧島市国分広瀬二丁目２８‐４０ ４６‐９３００

医療法人 高倉眼科 眼 ８９９‐４３４１ 霧島市国分野口東１１５５ ４７‐７３００

医療法人術徳会 霧島整形外科 整･リハ ８９９‐４３４１ 霧島市国分野口東８-３１ ７３‐８８４０

医療法人 きたはらこどもクリニック 小 ８９９‐４３４３ 霧島市国分野口西１９‐３１ ６４‐０６７７

プライマリ・ケアむろ内科 内・小 ８９９‐４３４３ 霧島市国分野口西２８‐５２ ４６‐６６１１

医療法人若仁会 国分なかむらクリニック 胃・肛・外・内 ８９９‐４３１２ 霧島市国分山下町１８‐１３ ４５‐３３３３

医療法人清光会 清水整形外科医院 整・リハ・内 ８９９‐４３１２ 霧島市国分山下町１６５４‐５ ４７‐３９３９

はやし内科クリニック 内・神内・糖尿病内 ８９９‐４３１５ 霧島市国分湊３９４－２ ４７‐７６１１

医療法人協愛会 協愛病院 内・消内・リハ・内（ペインクリニック） ８９９‐４３５１ 霧島市国分新町一丁目６‐５２‐６ ４５‐６２１１

医療法人恒和会 いかりこどもクリニック 小 ８９９‐４３５１ 霧島市国分新町二丁目３‐１２ ４８‐５８５８

医療法人 江口整形外科 整・リハ・リウ ８９９‐４３５１ 霧島市国分新町１５４３‐５ ４５‐８６３８

医療法人健康会 霧島記念病院 リハ・脳・内・神内・循・胃・外・整・リウ・呼内 ８９９‐４３２２ 霧島市国分福島一丁目５‐１９ ４７‐３１００

医療法人 帖佐クリニック 内・外・消・循・リハ ８９９‐４３２２ 霧島市国分福島三丁目５-２０ ６４‐０７１１

三輪クリニック 内・外 ８９９-４３２２ 霧島市国分福島三丁目４０-１８ ７３‐３１３８

医療法人昭裕会 うえぞの内科クリニック 内・循・消・呼 ８９９‐４３２２ 霧島市国分福島三丁目５１-１１ ４８‐６５５５

医療法人藤栄会 いぢち眼科 眼 ８９９‐４３４６ 霧島市国分府中町１‐５５ ４７‐３６１８

医療法人サンライフ 国分外科胃腸科 内・消内・外・循内・整・放・リハ ８９９‐４３４６ 霧島市国分府中町１３‐２３ ４７‐２３１１

霧島市　医療機関一覧
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医療法人創世会 中川整形外科 整・リハ・リウ・内 ８９９‐４３４６ 霧島市国分府中町３３-１７ ４８‐５６３３

医療法人 浜田医院 皮・性・内・小 ８９９‐４３０４ 霧島市国分清水一丁目８‐２ ４５‐０５０６

医療法人双昭会 川越医院 内 ８９９‐４３０１ 霧島市国分重久５９０‐１ ４５‐０５６６

医療法人 国分脳神経外科 脳・内・整・リハ・循内 ８９９‐４３５２ 霧島市国分向花１５４‐１ ６４‐００５９

医療法人 国分脳神経外科分院 脳・内・整・循内・リハ ８９９‐４３５２ 霧島市国分向花１３３‐２ ７３‐８１２２

医療法人育栄会 梶原内科 内・小・消・呼・循・消内・呼内・循内・リハ ８９９‐４３５２ 霧島市国分向花１６５ ４７‐３３６３

医療法人術徳会 ひめぎ医院 整 ８９９‐４３５４ 霧島市国分姫城２９０３ ４５‐３８１１

医療法人博萌会 かのう医院 内・外・整・リハ・呼・胃・肛・小・皮・泌・放 ８９９‐４４６２ 霧島市国分敷根１３７３‐１ ４６‐９１１１

医療法人啓友会 田中内科消化器科 内・小・消・呼・循・リハ ８９９‐４４６３ 霧島市国分下井６０１‐１ ４６‐６１２３

青葉クリニック 内・外・リハ ８９９‐４３０５ 霧島市国分郡田７２１‐４ ６４‐０６４６

ふたばクリニック小児科皮膚科 小・皮 ８９９‐４３２４ 霧島市国分松木東７-１２ ５７‐５５５５

医療法人仁心会 福山病院 精・神内・内・心・皮 ８９９‐４５０１ 霧島市福山町福山７７１ ５５‐２２２１

医療法人三幸会 八木クリニック 内・外・リハ・消・循・呼・放 ８９９‐４５０１ 霧島市福山町福山４５１６ ５６‐３０００

医療法人日新会 有馬病院 内・消・循・呼・放・リハ ８９９‐４５０１ 霧島市福山町福山５２９０‐２９ ５６‐２１５１

医療法人白秋会 徳永医院 内・皮・小・呼・アレ ８９９‐６４０４ 霧島市溝辺町麓６０８-１３ ５８‐２３０２

社会福祉法人山陵会 特別養護老人ホーム フラワーホーム診療所 内・心内 ８９９‐６４０４ 霧島市溝辺町麓９４７－３ ５８‐３７１４

医療法人真和会 とくだクリニック 内・胃・外 ８９９‐６４０４ 霧島市溝辺町麓１５０３‐１ ６４‐１７１７

医療法人昭山会 佐藤医院 内・リウ・消・小 ８９９‐６４０１ 霧島市溝辺町有川３２７‐２ ５９‐２６０７

医療法人清和会 壱岐医院 内・小・外 ８９９‐６４０１ 霧島市溝辺町有川８１２ ５９‐２０１９

医療法人健秀会 たまいクリニック 泌・皮・内・泌（人工透析） ８９９‐５１０２ 霧島市隼人町真孝１１１ ４２‐７３００

医療法人緑生会 隼人クリニック 外・内・消 ８９９‐５１０２ 霧島市隼人町真孝８７０‐３ ４３‐５５１１

医療法人仁心会 松下病院 精・神内・心・リハ・内・漢方内科・老年精神 ８９９‐５１０２ 霧島市隼人町真孝９９８ ４２‐２１２１

医療法人吉野会 はやと整形外科 整・リハ・外・内 ８９９‐５１０２ 霧島市隼人町真孝１０１３ ４３‐６１１１

はやと形成外科クリニック 形 ８９９-５１０２ 霧島市隼人町真孝２５４０-３-１ ４２‐８３００

福山外科医院 外・整・内・放 ８９９‐５１１６ 霧島市隼人町内７７２‐１ ４２‐２３６３

医療法人 永山医院 泌・皮・内・小 ８９９‐５１１１ 霧島市隼人町姫城一丁目２ ４２‐０１０９

かわの小児科 小 ８９９‐５１１１ 霧島市隼人町姫城一丁目１１９ ４２‐８８６６

医療法人松城会 隼人温泉病院 内・外・循・神内・リハ ８９９‐５１１１ 霧島市隼人町姫城一丁目２６４‐２ ４２‐２１５１

医療法人秋桜会 日当山温泉クリニック 内・胃・皮・リハ ８９９‐５１１１ 霧島市隼人町姫城三丁目８６ ４３‐３１１１

医療法人大喜 ひなたやま整形外科 整・リウ・リハ ８９９‐５１１１ 霧島市隼人町姫城三丁目１６５ ４４‐８１１８

医療法人霧島会 隼人福島眼科 眼 ８９９‐５１１５ 霧島市隼人町東郷一丁目２７５ ６４‐２９４０

社会医療法人白光会 島田泌尿器科医院 泌（人工透析） ８９９‐５１１５ 霧島市隼人町東郷一丁目２９６ ４２‐７７３３

医療法人生成会 浜崎医院 外・内・整・リハ ８９９‐５１１５ 霧島市隼人町東郷９０ ４２‐０３４９
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医療法人耀士会 耳鼻咽喉科鶴丸医院 耳 ８９９‐５１１５ 霧島市隼人町東郷１１１ ４２‐０４３９

医療法人浩和会 きりしま内科リハビリクリニック 内・神内・リハ ８９９‐５１１２ 霧島市隼人町松永一丁目３６ ６４‐２２２２

医療法人たかし会 整形外科酒匂クリニック 整・リハ・リウ ８９９‐５１１２ 霧島市隼人町松永一丁目９４ ４３‐８６６０

医療法人恵迪舎 吉満内科クリニック 内・呼内・放 ８９９‐５１１２ 霧島市隼人町松永３３０６－１ ４２‐８８８０

霧島市立医師会医療センター 内・消・循・呼・リウ・リハ・外・整・小・小外・放・耳・脳 ８９９‐５１１２ 霧島市隼人町松永３３２０ ４２‐１１７１

医療法人尚陽会 原口外科 内・外・消内・胃内・内視鏡内・肛内・肛外 ８９９‐５１０６ 霧島市隼人町内山田一丁目２‐２８ ４２‐０１５５

医療法人 たぐち内科医院 内・呼内・胃内・放・消内 ８９９‐５１０６ 霧島市隼人町内山田二丁目１３‐１７ ４２‐０３２０

森クリニック呼吸器科・内科 内・呼・消・循・アレ・リハ・アレルギー疾患内 ８９９‐５１０６ 霧島市隼人町内山田三丁目７３５ ４２‐８１１１

さくら皮膚科 皮 ８９９‐５１０６ 霧島市隼人町内山田四丁目１-１２ ４２‐０２１９

まさやクリニック 内・心内・眼 ８９９‐５１１７ 霧島市隼人町見次５６０‐３ ６４‐２７５０

隼人の杜クリニック 内・肝内・消内 ８９９-５１１７ 霧島市隼人町見次５８０‐２ ４２‐８８００

医療法人健優会 吉玉リウマチ・内科クリニック リウ・内 ８９９‐５１１７ 霧島市隼人町見次６３７‐１ ４２‐２７５５

医療法人ひとみ会 椎原眼科医院 眼 ８９９‐５１１７ 霧島市隼人町見次１２５２‐１ ４３‐１０５０

医療法人三世会 みつお産婦人科 産婦人 ８９９‐５１１７ 霧島市隼人町見次１２９６‐３ ４４‐９３３９

医療法人敬躍会 ハートフル隼人病院 精・心･内 ８９９‐５１０１ 霧島市隼人町住吉１００ ４２‐３１２１

永田医院 内・消・リハ ８９９‐５１０１ 霧島市隼人町住吉１８９３ ４２‐３４０２

八反田内科 循内・内 ８９９‐５１０１ 霧島市隼人町住吉１３５３-７ ４３‐０６０６

隼人脳神経外科 脳 ８９９-５１０５ 霧島市隼人町小田２３９７-３ ７３‐５３５３

医療法人尚愛会 隼人尚愛会病院 内・消内・外・肛・リハ ８９９‐５１０５ 霧島市隼人町小田２４０ ４３‐２２２２

医療法人新樹会 山下内科クリニック 内・小・循・呼・消・糖尿病内 ８９９‐５１２１ 霧島市隼人町神宮一丁目２０‐１９ ４３‐０４６０

医療法人 伊東内科クリニック 内・呼・放・耳・胃 ８９９‐６３０１ 霧島市横川町上ノ３３９０‐１６ ７２‐９０８８

林内科 内・小 ８９９‐６３０３ 霧島市横川町中ノ２３８‐１ ７２‐１８１８

猪俣医院 ８９９‐６３０３ 霧島市横川町中ノ２６１

猪俣医院 小原出張診療所（ﾜｺﾞﾝ車） ８９９‐６３０２ 霧島市横川町下ノ４００‐１

猪俣医院 茶屋出張診療所（ﾜｺﾞﾝ車） ８９９‐６３０１ 霧島市横川町上ノ２２５２‐２

医療法人大成会 大庭医院 内・小・皮 ８９９‐６５０７ 霧島市牧園町宿窪田９４１‐１ ７６‐１９８４

医療法人 春田医院 内・循内・消内・糖内・外 ８９９‐６５０７ 霧島市牧園町宿窪田２０７２ ７６‐００５３

医療法人桃蹊会 霧島桜ケ丘病院 内・リハ・精・人工透析 ８９９‐６６０３ 霧島市牧園町高千穂３６１７‐９８ ７８‐３１３５

医療法人桃蹊会 霧島温泉クリニック 内・リハ ８９９‐６６０３ 霧島市牧園町高千穂３８７８ ７８‐２３３８

医療法人明風会 竹田医院 内・精 ８９９‐４２０１ 霧島市霧島田口３６ ５７‐００１１
医療法人財団浩誠会 霧島杉安病院 内・外・整・リハ・リウ・循・消・放・脳 ８９９‐４２０１ 霧島市霧島田口２１４３ ５７‐１２２１

内 ７２‐０００３


