
鹿児島市小児慢性特定疾病指定医療機関（令和４年４月１日現在） 病院・診療所

名称 郵便番号 所在地 TEL

医療法人　あらいぐま会　あいこう皮フ科クリニック 〒890-0073 宇宿７丁目１４－２６ 099-265-0012

あおぞら小児科 〒890-0014 草牟田２丁目１３－２１ 099-295-3838

医療法人　慈風会　厚地かもいけクリニック 〒890-0068 東郡元町11番6号 099-252-5525

医療法人　慈風会　厚地記念クリニック 〒892-0841 照国町１２－１ 099-226-8871

医療法人　慈風会　厚地脳神経外科病院 〒892-0842 東千石町４－１３ 099-226-1231

社会医療法人　童仁会　池田病院 〒890-0046 西田３丁目１０－２０ 099-252-8333

泉原リウマチ・内科クリニック 〒890-0067 真砂本町２６－３ 099-206-7126

いぢちこどもクリニック 〒892-0877 吉野１丁目４３－１４ 099-246-3400

公益財団法人　慈愛会　いづろ今村病院 〒892-0824 堀江町１７－１ 099-226-2600

医療法人　幸英会　稲森内科消化器科 〒891-0116 上福元町５７２３－３ 099-268-2550

いまきいれ総合病院 〒890-0051 高麗町43-25 099-252-1090

医療法人　厚貴会　今村泌尿器科 〒890-0045 武１丁目２６－１４ 099-206-6688

医療法人　よつば会　今村小児アレルギー科 〒890-0073 宇宿１－２６－２０ 099-251-8315

公益財団法人　慈愛会　今村総合病院 〒890-0064 鴨池新町１１－２３ 099-251-2221

上の原在宅クリニック 〒892-0863 西坂元町17-7 099-813-7305

医療法人　腎愛会　上山病院 〒890-0073 宇宿３－１７－６ 099-257-2277

医療法人　陽幸会　宇宿うのき眼科 〒890-0073 宇宿８－８－２０ 099-296-7500

うのき眼科 〒890-0026 原良１丁目７－１５ 099-214-5211

医療法人　梅津整形外科医院 〒892-0877 吉野２丁目１４－１５ 099-244-6300

医療法人　三和会　梅林クリニック 〒890-0032 西陵２丁目１－１５ 099-282-5800

医療法人　正隆会　榮樂内科クリニック 〒890-0063 鴨池１丁目４４－８ 099-208-6000

生活支援センターえがお附設えがおクリニック 〒891-0141 谷山中央８－２３－１５ 099-204-0415

大勝病院 〒890-0067 真砂本町３－９５ 099-253-1122

医療法人　仁慈会　太田歯科医院 〒890-0063 鴨池２－２４－１４ 099-251-7007

医療法人　秀緑会　大塚クリニック 〒890-0054 荒田２丁目４３－５ 099-252-9500

医療法人　童心会　大坪こどもクリニック 〒890-0034 田上２丁目１５－１１ 099-286-6121

医療法人　おく小児矯正歯科 〒890-0034 田上5-4-27 099-214-6471

おとなとこどもの整形外科　おけたにクリニック 〒890-0063
鴨池１丁目３１－６　DELPHI鴨池Ⅰ
１Ｆ

099-813-8757

かごしまＩＢＤ消化器内科クリニック 〒892-0843 千日町１－１　センテラス天文館4F 099-813-7548

独立行政法人　国立病院機構鹿児島医療センター 〒892-0853 城山町８－１ 099-223-1151

鹿児島市医師会病院 〒890-0064 鴨池新町７－１ 099-254-1125

鹿児島市立病院 〒890-8760 上荒田町３７－１ 099-230-7000

総合病院　鹿児島生協病院 〒891-0141 谷山中央５丁目２０－１０ 099-267-1455

鹿児島赤十字病院 〒891-0133 平川町２５４５番地 099-261-2111

鹿児島大学病院 〒890-8520 桜ヶ丘８丁目３５－１ 099-275-5111

かごしまたんぽぽ小児科 〒890-0068 東郡元町５－２１－１Ｆ 099-202-0010

かごしま中央眼科クリニック 〒890-0053 中央町１９－４０ Ｌｉ－Ｋａ１９２０ ６階 099-201-3021

医療法人　玲伸会　鹿児島みなみ眼科 〒891-0104 山田町1641番地1 099-230-7878

医療法人　あさひ会　かねこクリニック 〒890-0055 上荒田町８－６ 099-214-2800

医療法人　川畑眼科医院　川畑隼夫眼科医院 〒890-0065 郡元３丁目２－１ 099-822-1110

医療法人　新元会　川原泌尿器科 〒890-0073 宇宿８丁目１７－１ 099-284-7117

上町いまきいれ病院 〒892-8502 下竜尾町４－１６ 099-222-1800

医療法人　参天会　きいれセントラルクリニック 〒891-0203 喜入町6074番地1 099-345-1888

医療法人　きた眼科 〒890-0015 草牟田町３－１２ 099-222-8222

医療法人　きたぞの歯科矯正 〒892-0834 南林寺町２５－１ 099-226-0071
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鹿児島県歯科医師会立　口腔保健センター 〒892-0841 照国町１３－１５ 099-223-0628

鹿児島厚生連病院 〒890-0062 与次郎１丁目１３番１号 099-252-2228

医療法人　天翔会　五反田内科クリニック 〒890-0042 薬師２丁目７－６２ 099-259-2038

鹿児島県こども総合療育センター 〒891-0175 桜ヶ丘６丁目１２ 099-265-0005

医療法人　陽善会　坂之上病院 〒891-0151 光山２丁目３１－７６ 099-261-6602

坂元眼科 〒890-0056 下荒田１丁目２－２６ 099-213-0556

社会医療法人　博愛会　さがらパース通りクリニック 〒892-0838 新屋敷町２６－１３ 099-239-5255

社会医療法人　博愛会　相良病院 〒892-0833 松原町３－３１ 099-224-1800

医療法人　康和会　鮫島クリニック 〒891-0143 和田１丁目３０－１４ 099-267-6515

医療法人　潤愛会　鮫島病院 〒892-0846 加治屋町９－８ 099-224-2277

医療法人　邦友会　猿渡ひふ科クリニック 〒890-0055 上荒田町２３－８ 099-800-6604

三愛病院 〒890-0065 郡元３丁目１４－７ 099-252-6622

三愛クリニック 〒890-0065 郡元３丁目３－７ 099-812-6433

慈愛会クリニック 〒892-0822 泉町１－１５ 099-239-0588

しぶや甲状腺クリニック 〒892-0816 山下町８－３　メディカルミュゼビル山下町4階099-222-1001

島耳鼻咽喉科 〒891-0150 坂之上７丁目２－７ 099-262-3387

霜出義輝内科クリニック 〒890-0056 下荒田３丁目３９－９ 099-813-0822

社会医療法人　白光会　白石病院 〒890-0042 薬師１丁目１２－２２ 099-255-0101

医療法人　仁愛会　仁愛会病院 〒891-0122 南栄５丁目１０－１９ 099-210-0201

谷山生協クリニック 〒891-0141 谷山中央５丁目２１－２２ 099-210-2211

谷山生協クリニック（歯科） 〒891-0141 谷山中央５丁目２１－２２ 099-267-6480

整形外科　玉里温泉クリニック 〒890-0005 下伊敷１－８－１８ 099-222-5208

社会医療法人　天陽会　中央クリニック 〒892-0822 泉町１６－１ 099-225-8650

社会医療法人　天陽会　中央病院 〒892-0822 泉町６－７ 099-226-8181

ちゅうざん整形外科・内科・胃腸内科 〒891-0105 中山町5237-1 099-266-6366

眼科クリニック 〒891-0143 和田３－２８－１８ 099-268-3000

てれじあ診療所 〒890-0066 真砂町３４－６－２０２ 080-9002-7378

医療法人　松寿会　天保山内科 〒890-0061 天保山町２０－９ 099-251-0543

医療法人　清和会　徳田・馬場クリニック 〒890-0008 伊敷２－１－１０ 099-220-5845

医療法人　優春会　栃木隆男クリニック 〒890-0073 宇宿２－２５－３０ 099-813-8111

医療法人　良生会　豊島小児科 〒891-0104 山田町3408-6 099-265-3511

医療法人　真門会　中江産婦人科 〒890-0053 中央町１３－３ 099-255-9528

医療法人　ナカノ会　ナカノ在宅医療クリニック 〒890-0008 伊敷３丁目１４－８ 099-218-3300

医療法人　妃英会　中野眼科 〒890-0034 田上2-32-7 099-230-0088

医療法人　鹿甲会　なかのクリニック 〒890-0055 上荒田町26-29-101号 099-206-0011

医療法人　宏悠会　なかむら整形外科クリニック 〒890-0002 西伊敷１－２－１２ 099-228-7841

公益社団法人　鹿児島共済会　南風病院 〒892-8512 長田町１４－３ 099-226-9111

医療法人　にのみや小児科　ひふ科 〒891-0108 中山１丁目１３－２１ 099-266-6622

医療法人　えがお　ニュータウン小児科 〒890-0007 伊敷台２丁目６－２２ 099-218-0211

野崎クリニック 〒891-0113 東谷山５丁目２７－２ 099-267-2322

八反丸リハビリテーション病院 〒892-0852 下竜尾町３－２８ 099-222-3111

医療法人　まこと会　はっぴー・クリニック 〒891-0150 坂之上４丁目５－３ 099-284-6550

濵﨑クリニック 〒890-0046 西田２丁目２１－４ 099-250-3535

医療法人　瑛寿会　濱島泌尿器科クリニック 〒890-0052 上之園町１７－１５ 099-251-1500

はらら耳鼻咽喉科クリニック 〒890-0026 原良２－１１－３ 099-813-8733

医療法人　清康　ひだまりこどもクリニック 〒892-0872 大明丘２－２２－２６ 099-243-0172
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地域医療・福祉ステーション　ひまわり病院 〒890-0052 上之園町２０－２８ 099-252-5166

医療法人　藤田眼科 〒890-0021 小野２－１ー１ 099-229-8718

医療法人　天百合会　ふるたクリニック 〒890-0073 宇宿９丁目６－５ 099-275-9077

医療法人　英眞会　松本醫院 〒890-0043 鷹師２丁目３－１５ 099-252-4181

鹿児島宮田眼科 〒890-0046 西田１丁目５－１ 099-286-1213

医療法人　成育会　紫原たはら医院 〒890-0082 紫原４丁目２７－１９ 099-252-5233

医療法人　森下ひふ科 〒892-0838 新屋敷町１－１７－２Ｆ 099-227-2033

もりぬし小児歯科医院 〒890-0045 武２－６ー１６ 099-285-2525

八重倉医院 〒891-0113 東谷山１丁目５８－８ 099-806-0567

山形矯正歯科医院 〒890-0053 中央町１６－５　Mackenビル４F 099-206-2633

やまだメンタルクリニック 〒892-0846 加治屋町１３－３－３Ｆ 099-227-7766

やまびこ医療福祉センター 〒891-1206 皆与志町１７７９ 099-238-2755

医療法人　由貴会　ゆあさこどもクリニック 〒890-0073 宇宿８丁目８－２５ 099-284-7277

医療法人　吉幸会　吉耳鼻咽喉科アレルギー科 〒892-0875 川上町２５７１－１ 099-295-7123

医療法人　花水木　よしの脳神経外科・消化器外科 〒892-0877 吉野２丁目１３－１６ 099-298-9751

医療法人吉福耳鼻咽喉科・皮膚科 〒891-0104 山田町646-1 099-800-7766

四本皮膚科アレルギー科クリニック 〒890-0045 武１丁目１９－４５ 099-254-0217

らららこどもクリニック 〒890-0053 中央町３２－３７　２階 099-813-8170

リンデン在宅クリニック 〒890-0045 武2丁目17-1　ソフィア武101 080-1711-3147
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