
指定自立支援医療機関【薬剤に関する医療】

整理
番号

指定の希望
 育成・更生

医療機関名 郵便番号 住所 電話番号 医療の種類 主たる医師・薬剤師 指定年月日

1 育成・更生 あさがお薬局 890-0067 真砂本町３番95号 099-812-6201 薬剤に関する医療 村山　眞美子 平成30年10月1日

2 育成・更生 マリンバ調剤薬局　宇宿店 890-0073 宇宿３丁目２１番６号 099-286-6773 薬剤に関する医療 宇都　真由美 平成30年10月1日

3 育成・更生 あすなろ薬局 890-0042 薬師２丁目１６番７号 099-255-4976 薬剤に関する医療 岩下　弘美 平成30年8月1日

4 育成・更生 荒田八幡薬局 890-0056 下荒田２丁目９番１６号 099-213-4557 薬剤に関する医療 恒吉　久美子 平成30年10月1日

5 育成・更生 有限会社　伊敷調剤薬局 890-0008 伊敷２丁目1番１２号 099-229-1227 薬剤に関する医療 大原　洋一 平成30年10月1日

6 育成・更生 石井薬局株式会社 890-0034 田上２丁目１５番１０号 099-252-5068 薬剤に関する医療 石井  龍一 平成30年10月1日

7 育成・更生 今村薬局 890-0002 西伊敷４丁目１６番１号 099-220-2655 薬剤に関する医療 林　秀樹 平成30年8月1日

8 育成・更生 ゆうゆう薬局　宇宿店 890-0073 宇宿３丁目４１番２４号 099-286-6535 薬剤に関する医療 上原　美雪 平成30年10月1日

9 育成・更生 海星薬局 891-0150 坂之上７丁目３３番５７号 099-262-3851 薬剤に関する医療 雨面　陽介 令和2年4月1日

10 育成・更生 海星薬局　平川店 891-0133 平川町１５８０番地１ 099-261-2148 薬剤に関する医療 中西　賢治 令和2年4月1日

11 育成・更生 鹿児島県薬剤師会薬局 890-0075 桜ヶ丘８丁目２０番７号 099-275-1112 薬剤に関する医療 宮元　敬子 平成30年10月1日

12 育成・更生 鹿児島調剤薬局 890-0075 桜ヶ丘８丁目２６番７号 099-260-0380 薬剤に関する医療 宮之原　麻里 平成30年10月1日

13 育成・更生 ゆうゆう薬局　上町店 892-0854 長田町５番３０号 099-226-9221 薬剤に関する医療 諸岡　慎也 平成30年8月1日

14 育成・更生 キク薬局　大学病院前店 890-0075 桜ヶ丘８丁目２０番２８号 099-275-7110 薬剤に関する医療 小村　昌子 平成30年10月1日

15 育成・更生 セレン薬局　鴨池店 890-0064 鴨池新町１１番２３号 099-214-8060 薬剤に関する医療 黄　紗耶 平成30年8月1日

16 育成・更生 ゆうゆう薬局　甲南店 890-0052 上之園町２０番地２７（１階） 099-250-5672 薬剤に関する医療 孝　ありす 平成30年10月1日

17 育成・更生 有限会社　健生堂薬局 890-0082 紫原４丁目２６番１号 099-259-9988 薬剤に関する医療 髙城　まゆみ 平成30年8月1日

18 育成・更生 健美堂薬局　中山店 891-0105 中山町２１４０番地１ 099-263-5152 薬剤に関する医療 小囿　優子 平成30年8月1日

19 育成・更生 コスモス薬局 890-0005 下伊敷１丁目１番１１号 099-224-4810 薬剤に関する医療 松田　崇浩 平成30年8月1日

20 育成・更生 ゆうゆう薬局　紫原店 890-0082 紫原２丁目１３番８号 099-257-0234 薬剤に関する医療 湯田　亮介 令和1年8月1日

21 育成・更生 佐々木薬局　中山店 891-0108 中山１丁目１３番２３号 099-260-8433 薬剤に関する医療 上山  美穂子 平成30年10月1日

22 育成・更生 白男川薬局 892-0818 上本町３番１７号 099-222-1735 薬剤に関する医療 白男川  眞理子 平成30年10月1日

23 育成・更生 新生堂薬局 892-0828 金生町２番６号 099-223-9256 薬剤に関する医療 川添　安規 平成30年8月1日

24 育成・更生 新生堂薬局　天文館支店 892-0827 中町３番２１号 099-224-3745 薬剤に関する医療 川添　信 平成30年10月1日

25 育成・更生 すこやか調剤薬局　中山店 891-0105 中山町５２３６番地１ 099-266-5500 薬剤に関する医療 有村　武志 平成30年10月1日

26 育成・更生 すずらん調剤薬局 892-0852 下竜尾町６番２１号 099-248-0002 薬剤に関する医療 榎本　久代 平成30年10月1日

27 育成・更生 セオ薬局　ハイム店 890-0064 鴨池新町２８番８号１０２ 099-253-6362 薬剤に関する医療 田之上  弘一 平成30年10月1日

28 育成・更生 有限会社　セオ薬局　荒田調剤 890-0056 下荒田２丁目１番１号 099-257-2991 薬剤に関する医療 東　みお 平成30年10月1日

29 育成・更生 第二平和調剤薬局 890-0063 鴨池１丁目１２番３２号 099-214-4301 薬剤に関する医療 北原　啓子 平成30年10月1日

30 育成・更生 平薬局 891-0141 谷山中央２丁目７０２番地１７ 099-267-6789 薬剤に関する医療 平　太士郎 平成30年8月1日

31 育成・更生 ゆうゆう薬局　田上店 890-0034 田上１丁目２３番８号 099-255-3580 薬剤に関する医療 鮫嶋　尚美 令和1年12月1日

32 育成・更生 南日本薬剤センター薬局 891-0141 谷山中央５丁目１５番１号 099-267-4365 薬剤に関する医療 山門　慎一郎 平成30年10月1日

33 育成・更生 谷山薬局　きよみ橋店 891-0114 小松原２丁目３５番８号 099-267-0668 薬剤に関する医療 前村　惠子 平成30年10月1日

34 育成・更生 タバタ薬局 890-0005 下伊敷１丁目４３番５号 099-220-1433 薬剤に関する医療 前薗　裕美 平成30年10月1日

35 育成・更生 タバタ薬局　伊敷支所店 890-0008 伊敷５丁目１８番６号 099-218-4006 薬剤に関する医療 米澤　守光 平成30年10月1日

36 育成・更生 鶴丸調剤薬局　南林寺店 892-0834 南林寺町１番１２号 099-227-0989 薬剤に関する医療 下小野田　了 平成30年8月1日

37 育成・更生 てらわき薬局 892-0837 甲突町１７番２号 099-226-6058 薬剤に関する医療 鐘ヶ江　淳 平成30年8月1日

38 育成・更生 天文館薬局 892-0842 東千石町１３番１６号 099-222-0233 薬剤に関する医療 内村　弘彦 平成30年8月1日

39 育成・更生 とまと薬局 891-0114 小松原２丁目１１番７号 099-269-8450 薬剤に関する医療 巻　利恵 平成30年8月1日

40 育成・更生 とまと薬局　長田店 892-0854 長田町１６番７号 099-219-9841 薬剤に関する医療 西山　雄平 令和1年12月1日
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41 育成・更生 西駅調剤薬局 890-0046 西田１丁目４番７号 099-253-5865 薬剤に関する医療 徳部　麻乃 平成30年8月1日

42 育成・更生 日本調剤　下竜尾薬局 892-0852 下竜尾町１番１号 099-219-5841 薬剤に関する医療 百﨑　宏美 平成31年2月1日

43 育成・更生 平和市民薬局 890-0852 下竜尾町１番１５号 099-222-5770 薬剤に関する医療 盛岡　晶子 令和2年12月1日

44 育成・更生 平和薬局 890-0054 荒田２丁目７４番２号 099-253-9141 薬剤に関する医療 池田　勝一郎 平成30年10月1日

45 育成・更生 松本調剤薬局 892-0823 住吉町３番１８号 099-224-9813 薬剤に関する医療 南　英樹 平成30年8月1日

46 育成・更生 南九州調剤薬局 892-0816 山下町１６番１号 099-224-6063 薬剤に関する医療 迫田　喜久男 平成31年2月1日

47 育成・更生 ゆうゆう薬局　みなみ店 892-0854 長田町１８番２３号 099-225-9711 薬剤に関する医療 渡辺　進太郎 令和2年12月1日

48 育成・更生 山神薬局 890-0055 上荒田町１３番８号 099-252-0135 薬剤に関する医療 山神  英子 平成30年8月1日

49 育成・更生 あおぞら薬局 890-0056 下荒田三丁目４０番１８号　髙良ビル１階 099-813-1350 薬剤に関する医療 中村　敏子 令和3年8月1日

50 育成・更生 田之上調剤薬局 890-0065 郡元３丁目１４番１２号 099-257-1176 薬剤に関する医療 堀江　陽子 令和3年10月1日

51 育成・更生 天保山調剤薬局 890-0061 天保山町２１－１６ 099-206-6623 薬剤に関する医療 井ノ上　由紀子 令和4年4月1日

52 育成・更生 おとわ調剤薬局 891-0114 小松原１丁目３７番７号 099-297-5080 薬剤に関する医療 山﨑　裕美 令和4年6月1日

53 育成・更生 シルキー薬局 890-0054荒田２丁目４３番８号　MC　DESIGN　BLDG．100号室099-297-4541 薬剤に関する医療 有村　洋一 令和4年8月1日

54 育成・更生 とまと薬局　小川店 892-0817 小川町２２番６号 099-201-6336 薬剤に関する医療 八重倉　勇 令和4年8月1日

55 育成・更生 ドラッグイレブン薬局　伊敷梅ヶ渕店 890-0008 伊敷６丁目１７番１号 099-246-1885 薬剤に関する医療 岩木　裕一郎 令和4年8月1日

56 育成・更生 なぎさ薬局 890-0064 鴨池新町１１番２６号 099-812-6017 薬剤に関する医療 坂上　円香 令和4年10月1日

57 育成・更生 なのはな薬局 890-0063 鴨池２丁目８番３号 099-296-1293 薬剤に関する医療 吉村　浩司 令和5年2月1日

58 育成・更生 高見馬場薬局 892-0844 山之口町１番１５号 099-239-5511 薬剤に関する医療 原﨑　大作 令和5年4月1日

59 育成・更生 しあわせ調剤薬局　緑ヶ丘店 892-0874 緑ヶ丘町７番９号 099-248-8424 薬剤に関する医療 迫田　卓也 令和5年4月1日

60 育成・更生 康心鴨池薬局 890-0067真砂本町５１番１号　ニシムタ スカイマーケット鴨池099-812-7005 薬剤に関する医療 池田　秀優 平成29年6月1日

61 育成・更生 ケンコー堂薬局 890-0073 宇宿４丁目３９番１号 099-265-0868 薬剤に関する医療 宮内　昭衣 平成30年4月1日

62 育成・更生 せせらぎ調剤薬局 892-0833 松原町１４番３１号 099-226-0762 薬剤に関する医療 大西　美紗 平成30年4月1日

63 育成・更生 友愛調剤薬局 892-0811 玉里団地３丁目２６番１１号 099-220-1647 薬剤に関する医療 山ノ内　由貴恵 平成30年4月1日

64 育成・更生 ゆうゆう薬局　荒田店 890-0054 荒田１丁目１２番１号 099-801-4747 薬剤に関する医療 上田　理恵 平成30年12月1日

65 育成・更生 花ことば薬局 890-0055 上荒田町２５番地19-102号　 099-202-0406 薬剤に関する医療 松永　右司 平成30年12月1日

66 育成・更生 西陵薬局 890-0032 　西陵２丁目１番２０号 099-208-8600 薬剤に関する医療 中丸　徹一 平成30年12月1日

67 育成・更生 まさき薬局 890-0056 下荒田１丁目２番２１号 099-213-4755 薬剤に関する医療 柚木　裕代 平成30年12月1日

68 育成・更生 有限会社　福元薬局 890-0082 紫原４丁目３３番１号 099-252-1058 薬剤に関する医療 沼田　真由美 平成30年12月1日

69 育成・更生 れいめい薬局　中央店 890-0053 中央町６番地８号　メディカルプラザ中央１Ｆ 099-208-5111 薬剤に関する医療 田中　康一郎 平成31年4月1日

70 育成・更生 れいめい薬局　慈眼寺店 891-0141 谷山中央６丁目２３番１２号 099-204-0345 薬剤に関する医療 福山　広大 平成31年4月1日

71 育成・更生 プラス薬局 890-0005 下伊敷一丁目31番1号 099-295-4500 薬剤に関する医療 武　恭昭 令和1年6月1日

72 育成・更生 南日本薬剤センター薬局　上荒田店 890-0055 上荒田町２６番１９号　きくぞうビル１Ｆ 099-298-9020 薬剤に関する医療 淵田　健明 令和1年8月1日

73 育成・更生 たまざと調剤薬局 890-0014 草牟田２丁目２８番１０号 099-225-6145 薬剤に関する医療 小島　美穂 令和1年12月1日

74 育成・更生 つむぎ薬局 890-0068 東郡元町５番１５号 099-204-0077 薬剤に関する医療 上荒磯　理子 令和1年12月1日

75 育成・更生 マリンバ調剤薬局　武店 890-0045 武１丁目２７番２号　白川マンション１Ｆ 099-297-5068 薬剤に関する医療 小倉　義広 令和2年2月1日

76 育成・更生 南日本薬剤センター薬局　中山店 891-0104 山田町７３９番地 099-284-7881 薬剤に関する医療 金野　泰 令和2年2月1日

77 育成・更生 タバタ薬局　吉野店 892-0875 吉野１丁目４４番１７号 099-814-5026 薬剤に関する医療 木佐貫　大 令和2年2月1日

78 育成・更生 タバタ薬局　高見馬場店 892-0847 西千石町１２番１０号 099-295-6730 薬剤に関する医療 山口　めぐみ 令和2年11月1日

79 育成・更生 ヘルシーウェル薬局　薬師店 890-0025 薬師２丁目１８番１９号 099-258-8045 薬剤に関する医療 磯脇　圭子 令和2年11月1日
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80 育成・更生 上荒田薬局 890-0055 鴨池１丁目４４番１０号 099-208-6077 薬剤に関する医療 有馬　一範 令和2年12月1日

81 育成・更生 マルノ薬局　南林寺店 892-0834 南林寺町２番１号 099-224-8740 薬剤に関する医療 濵田　知津子 令和2年12月1日

82 育成・更生 サニー薬局 892-0871 吉野町３０７３番地２１　ブロッサム吉野１０１号 099-246-3266 薬剤に関する医療 篠原　大志 令和3年2月1日

83 育成・更生 上之園薬局 890-0052 上之園町１７番地２ 099-210-5602 薬剤に関する医療 内山　裕一 令和3年2月1日

84 育成・更生 もみじ薬局 890-0014 草牟田２丁目１３番１９号 099-222-4408 薬剤に関する医療 永田　拓郎 令和3年2月1日

85 育成・更生 ゆうゆう薬局　中山店 891-0108 中山２丁目３番１３号 099-284-5795 薬剤に関する医療 上原　真奈美 令和3年4月1日

86 育成・更生 ゆうゆう薬局　玉里団地店 892-0811 玉里団地２丁目４番９号 099-229-2122 薬剤に関する医療 丸尾　啓太 令和3年4月1日

87 育成・更生 ゆうゆう薬局　脇田店 890-0073 宇宿３丁目２９番５号 099-255-8772 薬剤に関する医療 山之内　孝 令和3年4月1日

88 育成・更生 七福さくら薬局 890-0064 鴨池新町１４番２号　七福神ビル１階 099-230-0681 薬剤に関する医療 牛垣　沙弥佳 令和3年4月1日

89 育成・更生 セオ薬局　かもいけ調剤 890-0063 鴨池１丁目５５番１０号 099-230-0601 薬剤に関する医療 瀬尾　祥子 令和3年4月1日

90 育成・更生 市立病院前　ミドリ薬局 890-0055 上荒田２９番３２号 099-230-0461 薬剤に関する医療 百﨑　秀典 令和3年7月1日

91 育成・更生 にしぞの薬局 890-0082 紫原７丁目１４番１号 099-255-6441 薬剤に関する医療 芝原　武志 令和3年7月1日

92 育成・更生 　株式会社　大賀薬局　市立病院前店 890-0055 上荒田町２６番１７号 099-256-8366 薬剤に関する医療 村上　瞭太 令和3年8月1日

93 育成・更生 かごしま北マリンバ薬局 892-0842 下伊敷３丁目１番地６号 099-298-9324 薬剤に関する医療 植松  透 令和3年8月1日

94 育成・更生 しらゆり調剤薬局 891-0143 和田一丁目３０番１５号 099-263-3420 薬剤に関する医療 片桐　裕子 令和3年8月1日

95 育成・更生 鶴丸調剤薬局　紫原店 890-0082 紫原４丁目１３番１９号 099-254-0188 薬剤に関する医療 宇都　芳昭 令和3年11月1日

96 育成・更生 鶴丸調剤薬局　伊敷店 890-0002 西伊敷１丁目２番１３号 099-228-6999 薬剤に関する医療 小倉　直樹 令和3年11月1日

97 育成・更生 鶴丸調剤薬局　南鹿児島店 891-0114 小松原二丁目３６番５号 099-266-6850 薬剤に関する医療 木原　義人 令和3年11月1日

98 育成・更生 吉野中央薬局 892-0871 吉野町２２８６番地３ 099-244-0197 薬剤に関する医療 工藤　和大 令和3年11月1日

99 育成・更生 鶴丸調剤薬局　玉竜店 892-0851 上竜尾町５番１８号 099-248-5554 薬剤に関する医療 岡村　春輝 令和3年11月1日

100 育成・更生 郡山中央薬局 891-1105 郡山町６４７８番地１ 099-245-6360 薬剤に関する医療 川畑　敏之 令和3年11月1日

101 育成・更生 かもいけ調剤薬局 890-0063 鴨池２丁目３番６号 099-214-6900 薬剤に関する医療 佐藤　寛子 令和3年11月1日

102 育成・更生 なでしこ薬局 890-0073 宇宿３丁目５４番１２号 099-213-5501 薬剤に関する医療 内村　智加 令和3年11月1日

103 育成・更生 南日本薬剤センター薬局　吉野店 892-0871 吉野町２３８１番地４ 099-210-7650 薬剤に関する医療 紙屋　周一郎 令和3年12月1日

104 育成・更生 三愛調剤薬局　東谷山店 891-0109 清和四丁目１０番４５号 099-210-1370 薬剤に関する医療 濵田　恵子 令和4年4月1日

105 育成・更生 たけまち薬局 890-0045 武３丁目２２番２号 099-299-0057 薬剤に関する医療 向井　俊貴 令和4年8月1日

106 育成・更生 ぽかぽか薬局 899-2707 松陽台町４３番地３ 099-298-9100 薬剤に関する医療 笹原　広大 令和4年10月1日

107 育成・更生 木の葉薬局 890-0034 田上３丁目１２番８号 099-250-8200 薬剤に関する医療 永山　かおり 令和4年10月1日

108 育成・更生 しんやしき薬局 890-0034 新屋敷町２番５号 099-224-6942 薬剤に関する医療 松崎　裕充 令和4年12月1日

109 育成・更生 マハロ薬局 890-0053 中央町４番３４号－５０１号 099-210-5281 薬剤に関する医療 森　裕介 令和5年2月1日

110 育成・更生 朝日通り薬局 892-0816 山下町２番７号 099-224-3729 薬剤に関する医療 岩倉　ひろみ 令和5年4月1日

111 育成・更生 検見崎薬局 890-0014 草牟田２丁目１７番１号 099-226-6328 薬剤に関する医療 安庭　義浩 令和5年4月1日

112 育成・更生 かみぞの薬局　明和店 890-0024 明和１丁目２６番５号 099-281-2200 薬剤に関する医療 上園　礼美 令和5年4月1日

113 育成・更生 たちばな薬局 890-0053 中央町１０番 099-254-1730 薬剤に関する医療 山際　雄一 平成29年6月1日

114 更生 すずな調剤薬局 890-0042 薬師２丁目２７番８号 099-230-0205 薬剤に関する医療 楠元　俊英 平成29年6月1日

115 育成・更生 株式会社　薬師堂薬局 890-0041 城西１丁目１６番３号 099-254-1889 薬剤に関する医療 山下　勲 平成29年6月1日

116 育成・更生 ひまわり薬局城西店 890-0026 原良一丁目７番１４号 099-263-8180 薬剤に関する医療 丸田　兼元 平成29年8月3日

117 育成・更生 株式会社　大賀薬局　宇宿店 890-0073 宇宿八丁目８番２３号 099-275-9140 薬剤に関する医療 太田黒　陽子 平成29年12月5日

118 育成・更生 イルカ調剤薬局　石谷店 899-2701 石谷町２１００番地１８ 099-278-2005 薬剤に関する医療 吉永　典子 平成29年12月5日

119 育成・更生 スター調剤薬局 891-0143 和田二丁目２１番１９号 099-260-9710 薬剤に関する医療 白男川  賢治 平成29年12月5日
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指定自立支援医療機関【薬剤に関する医療】

整理
番号

指定の希望
 育成・更生

医療機関名 郵便番号 住所 電話番号 医療の種類 主たる医師・薬剤師 指定年月日

120 育成・更生 鹿児島中央福元薬局 890-0053 中央町９番９号 099-204-9696 薬剤に関する医療 久保田　麻伊 平成30年4月2日

121 育成・更生 こうえん薬局 892-0877 吉野１丁目９番２１号 099-244-5979 薬剤に関する医療 飯髙　大 平成30年4月2日

122 育成・更生 たいよう薬局　上塩屋 891-0113 東谷山1丁目58番11号 099-806-5155 薬剤に関する医療 塩滿　佐和子 平成30年6月1日

123 育成・更生 みなみの薬局 892-0854 長田町15番8号 099-225-0003 薬剤に関する医療 鎌田　貴志 平成30年6月1日

124 育成・更生 わかば薬局中央町店 890-0053 中央町３２番３４号 099-210-5710 薬剤に関する医療 西村　道子 平成30年8月1日

125 育成・更生 真砂薬局 890-0066 真砂町76番9号 099-202-0603 薬剤に関する医療 福村　真子 平成30年8月1日

126 更生 ミント調剤薬局 892-0842 東千石町1番1号第８川北ビル２Ｆ 099-223-2300 薬剤に関する医療 江口　由起子 平成30年8月1日

127 育成・更生 南日本薬剤センター薬局　坂之上店 891-0150 坂之上2丁目14番12号 099-210-7650 薬剤に関する医療 古川　龍一郎 平成30年8月1日

128 育成・更生 イオン薬局　鹿児島店 891-0115 東開町7番地 099-263-1841 薬剤に関する医療 町田　貴久 平成30年8月1日

129 更生 けだなの薬局 892-0871 吉野２丁目３０番１２号 099-243-4724 薬剤に関する医療 上原　淑香 平成30年12月1日

130 育成・更生 たいよう薬局　中山 891-0104 山田町２２６番１号 099-203-0604 薬剤に関する医療 石塚　奈穂 平成30年12月1日

131 育成・更生 宇宿たいよう薬局 890-0073 宇宿7丁目５番３６号 099-204-9435 薬剤に関する医療 小島　賀津乃 平成30年12月1日

132 育成・更生 たいよう薬局 891-0150 坂之上４丁目５番５号 099-262-2838 薬剤に関する医療 淵田　由美 平成30年12月1日

133 育成・更生 マリンバ調剤薬局 892-0842 東千石町２番１４号ﾌﾟﾚｰﾙ東千石１０１号 099-822-0080 薬剤に関する医療 古藤　純子 平成30年12月1日

134 育成・更生 マリンバ調剤薬局　郡山店 891-1105 郡山町５０８番１号 099-294-9270 薬剤に関する医療 松元　尚浩 平成31年3月1日

135 育成・更生 マリンバ調剤薬局　郡元店 890-0065 郡元3丁目3番１４号　東ビル1階 099-252-2355 薬剤に関する医療 下舞　陽一 平成31年3月1日

136 育成・更生 クローバー薬局 890-0005 下伊敷1丁目２４番６号 099-813-7633 薬剤に関する医療 四元　麻友美 平成31年3月1日

137 育成・更生 薬局　ジャックのおくすりやさん 891-0105 中山町２１７６番地２ 099-296-9230 薬剤に関する医療 幸田　将輝 平成31年3月1日

138 育成・更生 マリンつばめ薬局 890-0062 与次郎1丁目7番１４号 099-813-0102 薬剤に関する医療 永田　綾子 平成31年3月1日

139 育成・更生 ホワイト薬局 890-0042 薬師１丁目１２番８号 099-206-2223 薬剤に関する医療 横山　芳澄 令和1年6月1日

140 育成・更生 南九州調剤薬局　郡元店 890-0065 郡元１丁目13番3-101号 099-297-6018 薬剤に関する医療 古川　実穂 令和1年8月1日

141 育成・更生 スター調剤薬局　小松原店 891-0114 小松原2丁目1番3号 099-296-8096 薬剤に関する医療 馬渡　浩祐 令和1年8月1日

142 育成・更生 フラワー薬局 890-0065 郡元二丁目12番10号 099-813-0777 薬剤に関する医療 宿里　美織 令和1年10月1日

143 育成・更生 ひかり薬局 891-0141 谷山中央1丁目4107番地 099-266-5488 薬剤に関する医療 竹平　尚子 令和1年10月1日

144 育成・更生 任天堂薬局 892-0806 池之上町9番11号 099-248-5858 薬剤に関する医療 新澤　香穂里 令和1年10月1日

145 育成・更生 ドゥ・ラポール薬局 892-0844 山之口町１番７号　南海貿易センタービル　１F 099-216-2201 薬剤に関する医療 肥後　ちとせ 令和2年6月3日

146 育成・更生 ピエール薬局 890-0065 郡元1丁目4番３号－１０２号 099-204-0095 薬剤に関する医療 湯川　修 令和2年8月1日

147 育成・更生 奥公園前薬局 891-0113 東谷山六丁目４３番２２号 099-260-9577 薬剤に関する医療 角田　優子 令和3年4月1日

148 育成・更生 麒麟調剤薬局 891-0114 小松原2丁目36番1号 099-268-3510 薬剤に関する医療 小湊　貴昭 令和3年7月1日

149 育成・更生 ルアナ薬局 890-0064 鴨池新町６番４号　かごしまオハナビル１階 099-202-0321 薬剤に関する医療 内田　磨季 令和3年8月1日

150 育成・更生 パンジー薬局 891-0113 東谷山６丁目３７番２５号 099-204-9301 薬剤に関する医療 片桐　晋平 令和3年10月1日

151 育成・更生 株式会社　大賀薬局　いまきいれ総合病院前店 890-0051 高麗町４３番２６号 099-257-1033 薬剤に関する医療 中熊　辰徳 令和3年10月1日

152 育成・更生 マルノ薬局　鴨池店 890-0063 鴨池一丁目１０番７号 099-256-9111 薬剤に関する医療 丸野　めぐみ 令和3年12月1日

153 育成・更生 ゆうゆう薬局　南郡元店 890-0069 南郡元町10番12号かまつきビル1Ｆ 099-254-2868 薬剤に関する医療 中原　彩子 令和4年2月1日

154 育成・更生 スター調剤薬局　田上店 890-0034 田上2丁目28番3号 099-204-7014 薬剤に関する医療 上村　眞由美 令和4年2月1日

155 育成・更生 とまと薬局　西千石店 892-0847 西千石町14番12号 099-248-7661 薬剤に関する医療 中野　聡洋 令和4年2月1日

156 育成・更生 わかば薬局　喜入店 891-0203 喜入町6973-1 099-345-3604 薬剤に関する医療 松元　徳二 令和4年2月1日

157 育成・更生 オール薬局 890-0055 上荒田町25番19号 080-3946-8477 薬剤に関する医療 西　庸介 令和4年2月1日

158 育成・更生 とまと薬局　荒田店 890-0054 荒田1丁目16番3号 099-298-9211 薬剤に関する医療 達山　倫知 令和4年2月1日

159 育成・更生 てらわき薬局　城西 890-0046 西田３丁目９番２号 099-253-5865 薬剤に関する医療 寺脇　智美 令和4年4月1日
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指定自立支援医療機関【薬剤に関する医療】

整理
番号

指定の希望
 育成・更生

医療機関名 郵便番号 住所 電話番号 医療の種類 主たる医師・薬剤師 指定年月日

160 育成・更生 はなのゆ薬局 892-0877 吉野１丁目４１－６ 099-295-0400 薬剤に関する医療 中山　茜 令和4年4月1日

161 育成・更生 よつば薬局 890-0062 与次郎１丁目７番１号 099-292-0021 薬剤に関する医療 鮫島　綾子 令和4年4月1日

162 育成・更生 ひいらぎ薬局 890-0051 高麗町２６番２２号　On Your Mark高麗1階 099-296-1201 薬剤に関する医療 成山　保 令和4年6月1日

163 育成・更生 タバタ薬局　厚生市場店 892-0847 西千石町13番11号 099-805-0375 薬剤に関する医療 野口　清喬 令和4年6月1日

164 育成・更生 市役所前マリンバ薬局 892-0816 山下町９番２５号 099-216-6015 薬剤に関する医療 平田　理恵 令和4年8月1日

165 育成・更生 谷山中央薬局 891-0141 谷山中央三丁目4642 099-822-0066 薬剤に関する医療 山信田　智 令和4年10月1日

166 育成・更生 あさがお薬局　真砂店 890-0067 真砂本町3番71号 099-812-6201 薬剤に関する医療 村山　眞美子 令和4年10月1日

167 育成・更生 ゾウさんのはな通り薬局 890-0046 西田二丁目22番5号 099-214-8012 薬剤に関する医療 日髙　雄太 令和4年10月1日

168 育成・更生 そうごう薬局　センテラス天文館店 892-0843 千日町1番1号　センテラス天文館4階 099-204-7071 薬剤に関する医療 田沢　浩平 令和4年10月1日
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指定自立支援医療機関【眼科に関する医療】

整理
番号

指定の希望
 育成・更生

医療機関名 郵便番号 住所 電話番号 医療の種類 主たる医師・薬剤師 指定年月日

1 育成・更生 井後眼科 892-0816 山下町７番１０号 099-227-3000 眼科に関する医療 迫野　能士 平成30年8月1日

2 育成・更生 鹿児島市立病院 890-0055 上荒田町３７番１号 099-230-7000 眼科に関する医療 上村　昭典 平成30年10月1日

3 育成・更生 鹿児島大学病院 890-0075 桜ヶ丘８丁目３５番１号 099-275-5111 眼科に関する医療 坂本  泰二 平成30年10月1日

4 育成・更生 藤田眼科 890-0021 小野２丁目１番１号 099-229-8718 眼科に関する医療 藤田  敦子 平成30年10月1日

5 育成・更生 きた眼科 890-0015 草牟田町３番地１２ 099-222-8222 眼科に関する医療 北　葉月 令和2年4月1日
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指定自立支援医療機関【耳鼻咽喉科に関する医療】

整理
番号

指定の希望
 育成・更生

医療機関名 郵便番号 住所 電話番号 医療の種類 主たる医師・薬剤師 指定年月日

1 育成・更生 鹿児島市立病院 890-0055 上荒田町３７番１号 099-230-7000耳鼻咽喉科に関する医療 林　多聞 平成30年10月1日

2 育成・更生 鹿児島大学病院 890-0075 桜ヶ丘８丁目３５番１号 099-275-5111耳鼻咽喉科に関する医療 山下　勝 平成30年10月1日

3 育成・更生 いまきいれ総合病院 890-0051 高麗町４３番３０号 099-252-1090耳鼻咽喉科に関する医療 花牟禮　豊 令和3年4月1日

7



指定自立支援医療機関【口腔に関する医療】

整理
番号

指定の希望
 育成・更生

医療機関名 郵便番号 住所 電話番号 医療の種類 主たる医師・薬剤師 指定年月日

1 育成・更生 鹿児島大学病院 890-0075 桜ヶ丘８丁目３５番１号 099-275-5111 口腔に関する医療 石畑　清秀 平成30年10月1日

2 育成・更生 鹿児島市立病院 890-0055 上荒田町３７番１号 099-230-7000 口腔に関する医療 平原　成浩 平成30年12月1日

3 育成・更生 いまきいれ総合病院 890-0051 高麗町４３番３０号 099-252-1090 口腔に関する医療 古賀　喬充 令和3年4月1日

8



指定自立支援医療機関【整形外科に関する医療】

整理
番号

指定の希望
 育成・更生

医療機関名 郵便番号 住所 電話番号 医療の種類 主たる医師・薬剤師 指定年月日

1 育成・更生 鹿児島市立病院 890-0055 上荒田町３７番１号 099-230-7000 整形外科に関する医療 中村　雅洋 平成30年10月1日

2 育成・更生 鹿児島赤十字病院 891-0133 平川町２５４５番地 099-261-2111 整形外科に関する医療 砂原　伸彦 平成30年10月1日

3 育成・更生 鹿児島大学病院 890-0075 桜ヶ丘８丁目３５番１号 099-275-5111 整形外科に関する医療 谷口　昇 平成30年10月1日

4 育成・更生 三愛病院 890-0065 郡元３丁目１４番７号 099-252-6622 整形外科に関する医療 林　協司 令和3年4月1日

5 育成・更生 白坂医院 890-0053 中央町１３番地１４ 099-255-3161 整形外科に関する医療 白坂　智子 平成30年10月1日

6 育成・更生ちゅうざん整形外科・内科・胃腸内科891-0105 中山町５２３７番地１ 099-266-6366 整形外科に関する医療 小城  琢朗 平成30年8月1日

7 育成・更生 南風病院 892-0854 長田町１４番３号 099-226-9111 整形外科に関する医療 吉野　伸司 令和3年4月1日

8 育成・更生 日高病院 892-0847 西千石町８番１３号 099-223-3291 整形外科に関する医療 日高　正八郎　 平成30年10月1日

9 育成・更生 増田整形外科病院 890-0065 郡元１丁目１番１号 099-257-8100 整形外科に関する医療 川村　秀哉 平成30年12月1日

10 育成・更生 米盛病院 890-0062 与次郎１丁目７番１号 099-230-0100 整形外科に関する医療 米盛　公治 令和5年2月1日

11 育成・更生 三愛クリニック 890-0065 郡元３丁目３番７号 099-812-6433 整形外科に関する医療 中川　雅裕 平成29年8月3日

12 育成・更生 やまびこ医療福祉センター 891-1206 皆与志町１７７９番地 099-238-2755 整形外科に関する医療 西　百香里 平成30年4月2日

13 育成・更生 与次郎米盛クリニック 890-0062 与次郎１丁目７番１号 099-230-0100 整形外科に関する医療 横峯　佑爾 令和5年2月1日

9



指定自立支援医療機関【形成外科に関する医療】

整理
番号

指定の希望
 育成・更生

医療機関名 郵便番号 住所 電話番号 医療の種類 主たる医師・薬剤師 指定年月日

1 育成・更生 鹿児島市立病院 890-0055 上荒田町３７番１号 099-230-7000 形成外科に関する医療 森岡  康祐 平成30年10月1日

2 育成・更生 鹿児島徳洲会病院 891-0122 南栄5丁目10番地51 099-250-1110 形成外科に関する医療 崎戸　徹 平成30年10月1日

3 育成・更生 野崎クリニック 891-0113 東谷山５丁目２７番２号 099-267-2322 形成外科に関する医療 野﨑　忍 平成30年8月1日

4 育成・更生 いまきいれ総合病院 890-0051 高麗町４３番３０号 099-252-1090 形成外科に関する医療 外薗　寿典 令和3年4月1日

10



指定自立支援医療機関【中枢神経に関する医療】

整理
番号

指定の希望
 育成・更生

医療機関名 郵便番号 住所 電話番号 医療の種類 主たる医師・薬剤師 指定年月日

1 育成・更生 鹿児島大学病院 890-0075 桜ヶ丘８丁目３５番１号 099-275-5111 中枢神経に関する医療 高嶋　博 平成30年10月1日

11



指定自立支援医療機関【脳神経外科に関する医療】

整理
番号

指定の希望
 育成・更生

医療機関名 郵便番号 住所 電話番号 医療の種類 主たる医師・薬剤師 指定年月日

1 育成・更生 鹿児島市立病院 890-0055 上荒田町３７番１号 099-230-7000 脳神経外科に関する医療 時村　洋 平成30年10月1日

2 育成・更生 鹿児島大学病院 890-0075 桜ヶ丘８丁目３５番１号 099-275-5111 脳神経外科に関する医療 吉本　幸司 平成30年10月1日

12



指定自立支援医療機関【心臓脈管に関する医療】

整理
番号

指定の希望
 育成・更生

医療機関名 郵便番号 住所 電話番号 医療の種類 主たる医師・薬剤師 指定年月日

1 更生 植村病院 890-0008 伊敷２丁目１番２号 099-220-1730 心臓脈管外科に関する医療 長柄　英男 平成30年8月1日

2 育成・更生 鹿児島医療センター 892-0853 城山町８番１号 099-223-1151 心臓脈管外科に関する医療 金城　玉洋 平成30年10月1日

3 育成・更生 鹿児島大学病院 890-0075 桜ヶ丘８丁目３５番１号 099-275-5111 心臓脈管外科に関する医療 曽我　欣治 平成30年10月1日

4 育成・更生 中央病院 892-0822 泉町６番７号 099-226-8181 心臓脈管外科に関する医療 厚地  伸彦 平成30年10月1日

5 育成・更生 鹿児島市立病院 890-0055 上荒田町３７番１号 099-230-7000 心臓脈管外科に関する医療 四元　剛一 令和3年11月1日

6 育成・更生 米盛病院 890-0062 与次郎１丁目７番１号 099-230-0100 心臓脈管外科に関する医療 山本　裕之 令和5年2月1日

13



指定自立支援医療機関【腎臓に関する医療】

整理
番号

指定の希望
 育成・更生

医療機関名 郵便番号 住所 電話番号 医療の種類 主たる医師・薬剤師 指定年月日

1 育成・更生 伊敷台内科 890-0007 伊敷台４丁目７番１７号 099-228-5500 腎臓に関する医療 山田  誠一郎 平成30年8月1日

2 育成・更生 生駒泌尿器科 891-0114 小松原２丁目２番１３号 099-260-7300 腎臓に関する医療 生駒  道明 平成30年10月1日

3 育成・更生 今村泌尿器科 890-0045 武１丁目２６番１４号 099-206-6688 腎臓に関する医療 今村　厚志 平成31年2月1日

4 更生 今村総合病院 890-0064 鴨池新町１１番２３号 099-251-2221 腎臓に関する医療 竹之内　聖三 平成30年10月1日

5 更生 上山病院 890-0073 宇宿３丁目１７番６号 099-257-2277 腎臓に関する医療 上山  達典 平成30年8月1日

6 更生 うるた内科 890-0056 下荒田２丁目１０番１０号 099-285-1700 腎臓に関する医療 潤田　裕二 平成30年8月1日

7 育成・更生 大塚クリニック 890-0054 荒田２丁目４３番５号 099-252-9500 腎臓に関する医療 魚水　憲二 平成30年12月1日

8 育成・更生 鹿児島市立病院 890-0055 上荒田町３７番１号 099-230-7000 腎臓に関する医療 五反田　丈徳 平成30年10月1日

9 育成・更生 総合病院　鹿児島生協病院 891-0141 谷山中央５丁目２０番１０号 099-267-1455 腎臓に関する医療 佐伯　英二 平成30年10月1日

10 育成・更生 鹿児島大学病院 890-0075 桜ヶ丘８丁目３５番１号 099-275-5111 腎臓に関する医療 榎田　英樹 平成30年10月1日

11 育成・更生 鹿児島徳洲会病院 890-0056 南栄5丁目10番地51 099-250-1110 腎臓に関する医療 田口　周平 平成31年2月1日

12 更生 済生会鹿児島病院 892-0834 南林寺町１番１１号 099-223-0101 腎臓に関する医療 徳田　雄一 平成30年10月1日

13 更生 内科　甲南クリニック 890-0052 上之園町２９番地１４ 099-258-7111 腎臓に関する医療 宮澤  修三 平成30年10月1日

14 更生 白石記念クリニック 890-0043 鷹師２丁目５番１９号 099-255-0190 腎臓に関する医療 松浦　朝代 平成30年10月1日

15 更生 白石病院 890-0042 薬師１丁目１２番２２号 099-255-0101 腎臓に関する医療 尊田　和徳 平成30年10月1日

16 育成・更生 新村病院 890-0046 西田２丁目２６番２０号 099-256-6200 腎臓に関する医療 池原　在 平成30年10月1日

17 育成・更生 キラメキテラスヘルスケアホスピタル 890-0051 高麗町４３番３０号 099-226-4325 腎臓に関する医療 萩原　隆二 平成30年10月1日

18 育成・更生 たけクリニック 892-0875 川上町２５７３番地１１ 099-295-8666 腎臓に関する医療 竹　三郎 平成30年8月1日

19 更生 谷山生協クリニック 891-0141 谷山中央５丁目２１番２２号 099-210-2211 腎臓に関する医療 上村　寛和 令和2年9月29日

20 育成・更生 中央病院 892-0822 泉町６番７号 099-226-8181 腎臓に関する医療 厚地  良彦 平成30年10月1日

21 育成・更生 外山内科クリニック 890-0008 伊敷５丁目１９番２５号 099-229-2519 腎臓に関する医療 外山  幹樹 平成30年8月1日

22 育成・更生 南風病院 892-0854 長田町１４番３号 099-226-9111 腎臓に関する医療 曾我部　篤史 平成30年8月1日

23 育成・更生 前田内科クリニック 892-0817 小川町３番４号 099-225-5600 腎臓に関する医療 前田　忠 平成30年8月1日

24 育成・更生 八木クリニック 891-0105 中山町２１２８番地１ 099-263-5558 腎臓に関する医療 八木　静男 平成30年8月1日

25 育成・更生 四枝内科 892-0871 吉野町２４４８番地１ 099-243-5511 腎臓に関する医療 四枝  晧二 平成30年8月1日

26 育成・更生 ＳＫメディカルクリニック 890-0065 郡元１丁目４番３号 099-298-5800 腎臓に関する医療 竹之内　賢一 平成29年6月1日

27 育成・更生 谷山腎クリニック 891-0141 谷山中央一丁目4121番地7 099-252-2228 腎臓に関する医療 白石　幸三 令和2年2月1日

28 更生 ひなたクリニック 891-0141 谷山中央２丁目４１１９番４８ 099-813-8780 腎臓に関する医療 中井　秀典 令和3年4月1日

29 育成・更生 しょこらクリニック 890-0082 紫原４丁目３２番２０号 099-800-3954 腎臓に関する医療 西本　紀一郎 令和4年6月1日

14



指定自立支援医療機関【腎移植に関する医療】

整理
番号

指定の希望
 育成・更生

医療機関名 郵便番号 住所 電話番号 医療の種類 主たる医師・薬剤師 指定年月日

1 育成・更生 鹿児島大学病院 890-0075 桜ヶ丘８丁目３５番１号 099-275-5111 腎移植に関する医療 榎田　英樹 平成30年10月1日

15



指定自立支援医療機関【小腸に関する医療】

整理
番号

指定の希望
 育成・更生

医療機関名 郵便番号 住所 電話番号 医療の種類 主たる医師・薬剤師 指定年月日

1 育成・更生 鹿児島市立病院 890-0055 上荒田町３７番１号 099-230-7000 小腸に関する医療 鳥飼　源史 平成30年10月1日

2 育成・更生 鹿児島大学病院 890-0075 桜ヶ丘８丁目３５番１号 099-275-5111 小腸に関する医療 家入　里志 平成30年10月1日

16



指定自立支援医療機関【歯科矯正に関する医療】

整理
番号

指定の希望
 育成・更生

医療機関名 郵便番号 住所 電話番号 医療の種類 主たる医師・薬剤師 指定年月日

1 育成・更生 アクア矯正歯科 892-0828 金生町６番９号金生ビル２F 099-219-3277 歯科矯正に関する医療 木佐貫　聡 平成30年8月1日

2 育成・更生 市来歯科 892-0844 山之口町５番６号 099-226-6254 歯科矯正に関する医療 市来　誠 平成30年10月1日

3 育成・更生 鹿児島大学病院 890-0075 桜ヶ丘８丁目３５番１号 099-275-5111 歯科矯正に関する医療 宮脇　正一 平成30年10月1日

4 育成・更生 CALLA矯正歯科クリニック 892-0842 東千石町１８番８号　BIGIビル４Ｆ 099-227-2658 歯科矯正に関する医療 田尻　貴子 平成30年10月1日

5 育成・更生 きたぞの歯科矯正 892-0834 南林寺町２５番１号 099-226-0071 歯科矯正に関する医療 北園　俊司 平成30年10月1日

6 育成・更生 矯正歯科　くろえクリニック 892-0853 城山町６番３４号 099-821-0088 歯科矯正に関する医療 黒江　和斗 平成30年10月1日

7 育成・更生 クリア矯正歯科 890-0026 原良１丁目１４番２７号 099-259-4234 歯科矯正に関する医療 濵坂　卓郎 平成30年8月1日

8 育成・更生 田中矯正歯科 890-0053 中央町２１番地１４ 099-257-9052 歯科矯正に関する医療 田中　巽 平成30年10月1日

9 育成・更生 山内歯科矯正 892-0825 大黒町１番９号 099-222-5666 歯科矯正に関する医療 山内  和久 平成30年8月1日

10 育成・更生 山形矯正歯科医院 890-0053 中央町16番地5号 099-206-2633 歯科矯正に関する医療 山形  圭一郎 平成30年10月1日

11 育成・更生 イーノ矯正歯科クリニック 890-0072 新栄町１番1号 099-255-8148 歯科矯正に関する医療 飯野　祥一朗 令和3年8月1日

12 育成・更生 のうみ矯正歯科医院 890-0065 郡元二丁目１７番６号 099-250-6300 歯科矯正に関する医療 藤井　三保子 令和3年8月1日

13 育成・更生 さこぐち歯科・小児・矯正歯科 891-0114 小松原１丁目１２－１ 099-813-8970 歯科矯正に関する医療 迫口　陽子 平成29年8月3日

14 育成・更生 かわなべ矯正歯科クリニック 892-8531 中町１番２号　ニュー中町ビル１階 099-295-0689 歯科矯正に関する医療 川邉　紀章 令和4年4月1日

15 育成・更生 ソフィア矯正歯科クリニック 890-0046 西田二丁目2番4号　尾堂ビル1F 099-206-2018 歯科矯正に関する医療 西川　嘉明 令和4年10月1日

17



指定自立支援医療機関【免疫に関する医療】

整理
番号

指定の希望
 育成・更生

医療機関名 郵便番号 住所 電話番号 医療の種類 主たる医師・薬剤師 指定年月日

1 育成・更生 上町いまきいれ病院 892-0854 長田町５番２４号 099-226-2211 免疫に関する医療 丸山　芳一 平成30年8月1日

2 育成・更生 鹿児島医療センター 892-0853 城山町８番１号 099-223-1151 免疫に関する医療 大塚　眞紀 平成30年10月1日

3 育成・更生 鹿児島大学病院 890-0075 桜ヶ丘８丁目３５番１号 099-275-5111 免疫に関する医療 橋口　照人 平成30年10月1日
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指定自立支援医療機関【肝臓に関する医療】

整理
番号

指定の希望
 育成・更生

医療機関名 郵便番号 住所 電話番号 医療の種類 主たる医師・薬剤師 指定年月日

1 育成・更生 鹿児島大学病院 890-0075 桜ヶ丘８丁目３５番１号 099-275-5111肝臓に関する医療
（肝移植後の抗免疫療法に限る）井戸　章雄 令和4年4月1日

2 更生 鹿児島厚生連病院 890-0061 与次郎1丁目13番1号 099-252-2228肝臓に関する医療
（肝移植後の抗免疫療法に限る）平峯　靖也 令和4年8月1日
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指定自立支援医療機関【訪問看護に関する医療】

整理
番号

指定の希望
 育成・更生

医療機関名 郵便番号 住所 電話番号 医療の種類 指定年月日

1 育成・更生 鹿児島県看護協会訪問看護ステーションかごしま 890-0064 鴨池新町２１番５号 099-259-7019 訪問看護 平成30年10月1日

2 育成・更生 鹿児島中央訪問看護ステーション 890-0042 薬師１丁目１６番５号 099-252-4878 訪問看護 平成30年10月1日

3 育成・更生 生協訪問看護ステーション・かもいけ 890-0064 紫原四丁目20番8号 099-285-6006 訪問看護 平成30年8月1日

4 育成・更生 生協訪問看護ステーション・たにやま 891-0141 谷山中央３丁目４５８２番地 099-284-9103 訪問看護 平成30年8月1日

5 育成・更生 なでしこ訪問看護ステーション 890-0022 小野町２４２７番地２ 099-281-9292 訪問看護 平成30年10月1日

6 育成・更生 マロニエ訪問看護ステーション「護国」 890-0014 草牟田２丁目２９番３２号 099-226-0391 訪問看護 平成30年10月1日

7 育成・更生 笹貫訪問看護ステーション　愛の街 891-0111 小原町９－１ 099-210-0150 訪問看護 令和4年12月1日

8 育成・更生 訪問看護ステーション　シエル 890-0082 紫原２丁目18番9号 099-229-0031 訪問看護 令和5年2月1日

9 育成・更生 訪問看護ステーション　優美 890-0073 宇宿９丁目６番５号 099-275-0881 訪問看護 令和5年2月1日

10 育成・更生 訪問看護ステーション　ファースト 890-0014 玉里団地3丁目21番7号1F 099-295-3451 訪問看護 平成30年2月1日

11 育成・更生 訪問看護ステーション　きずな 891-0204 喜入一倉町５２４３番地 099-343-3451 訪問看護 平成31年2月1日

12 更生 訪問看護ステーション　オルタナ 890-0014 草牟田２丁目１７番１７号 099-227-0021 訪問看護 令和2年4月1日

13 育成・更生 鹿児島徳洲会訪問看護ステーション　みずほ 890-0056 南栄5丁目10番地51 099-255-4317 訪問看護 令和2年12月1日

14 育成・更生 ケアネット徳洲会鹿児島訪問看護ステーション 890-0056 下荒田３丁目４４番１８号　のせビル２０２号 099-254-0311 訪問看護 令和2年12月1日

15 育成・更生 訪問看護ステーションわきだ 890-0073 宇宿３丁目１６番１７号　サンパール３Ｆ 099-812-7727 訪問看護 令和3年7月1日

16 育成・更生 きゅあステーション　旭生会 891-0133 谷山中央５丁目３９番１号 099-262-2843 訪問看護 令和4年2月1日

17 育成・更生 訪問看護ステーション　ゆあ 890-0055 上荒田町10番地9　2Ｆ 099-204-9161 訪問看護 令和4年2月1日

18 育成・更生 訪問看護ステーションラポル 890-0023 永吉2丁目35番29号
仮屋ハイツ201号室 099-296-2543 訪問看護 令和1年8月1日

19 育成・更生 さつま訪問看護ステーション谷山 891-0109 中山町１４７０－１ 099-296-9577 訪問看護 令和1年8月1日

20 育成・更生 訪問看護デイズ 891-0113東谷山５丁目９－１
エーデルハイム前村２－Ａ号室099-298-9888 訪問看護 令和1年10月1日

21 育成・更生 訪問看護ステーション　アンバー 891-0104 山田町155番1号　4号棟 099-204-0753 訪問看護 令和1年10月1日

22 育成・更生 よしの訪問看護ステーション 892-0877 吉野2丁目17番15号 099-244-5525 訪問看護 令和1年12月1日

23 育成・更生 訪問看護ステーションけい 890-0014 草牟田２丁目３７番７７号 099-248-8835 訪問看護 令和2年6月3日

24 育成・更生 訪問看護ステーション・アイリス 891-0113 東谷山６丁目１８－８　サンローゼ２０２号 099-268-9708 訪問看護 令和2年8月1日

25 育成・更生 アドナース鹿児島　訪問看護 890-0041 城西１丁目１６番１７号　コーポ薬師堂１０１ 099-248-7920 訪問看護 令和2年12月1日

26 育成・更生 医療法人　平和会　平和会訪問看護ステーション紫原 890-0082 紫原７丁目１８番２８号 099-298-1238 訪問看護 令和3年12月1日

27 育成・更生 スマイルらいふ訪問看護ステーション鹿児島 891-0113 東谷山3丁目35番地24号　203号室 099-263-5356 訪問看護 令和4年8月1日

28 育成・更生 セントケア訪問看護ステーション鹿児島 890-0073 宇宿8丁目2番21号 099-265-3200 訪問看護 令和4年12月1日

29 育成・更生 訪問看護ステーション　まごころ谷山 891-0144 下福元町7536番地 099-230-0100 訪問看護 令和5年4月1日
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