医療圏域

会員名漢字
長嶺 隆徳
長野 芳幸
谷口 良康
萩原 浩
田中 源郎
富村 吉十郎
貴島 稔
新村 龍夫
橋口 兼久
益崎 浩治
桑畑 昭洋
石原 一善
梅津 龍哉
橋口 雅尚
増田 明敏
山内 常人
中村 宏志
鮫島 浩司
村永 実幸
林 協司
鹿児島
兒玉 太郎
中川 俊文
小城 朗
亀澤 克彦
福村 憲司
柳 悦朗
岩尾 象二郎
久木田 信
米盛 公治
中村 真
安松 英夫
片平 光昭
田中 源幸
増田 吉彦
楊 昌樹
益﨑 浩一郎
外園 不二夫
春田 壽英
園田 昭彦
福元 隆史
林田 一夫
吉見 洋士
今林 正明
大迫 浩文
村山 隆
矢崎 雄一郎
福山 勝朗
南薩
今林 正典
土持 亨
鶴留 寿人
坂上 譲二
上原 裕史
菊野 竜一郎
川原 裕一
小櫻 秀一郎
新門 裕三
川薩
徳田 稔
大西 敏之
海江田 康光
鬼丸 髙茂
植村 忠一
平田 健作
出水
馬場口 泰宏
寺田 歩
岩崎 正史
酒匂 崇
肥後 勝
清水 恒光
姶良･伊佐
荒武 郁朗
海江田 光裕
森 輝男
池田 勉
中川 悟
曽於
石塚 隆二
小倉 雅
村上 潔
肝属
東郷 泰久
春島 正美
上園 春仁
野口 義夫
大島
桂 久和
津畑 修

医療機関
医療法人 長嶺整形外科医院
医療法人慈圭会 八反丸リハビリテーション病院
社医）緑泉会整形外科米盛草牟田クリニック
医療法人萩風会 萩原整形外科
医療法人源睦会 田中整形外科クリニック
医療法人 富村整形外科
医療法人健和会 貴島整形外科
医療法人 安松整形外科
医療法人兼垂会 橋口整形外科
医療法人 益﨑整形外科
医療法人甲清会 桑畑整形外科クリニック
医療法人善仁会 石原山下整形外科内科医院
医療法人 梅津整形外科医院
医療法人尚仁会 整形外科橋口クリニック
医療法人春和会 整形外科吉野台クリニック
整形外科山内クリニック
医療法人宏悠会 なかむら整形外科クリニック
医療法人光透葉 整形外科玉里温泉クリニック
医療法人太陽会 村永整形外科クリニック
医療法人三愛会 整形外科三愛病院
医療法人楽山会 児玉整形外科クリニック
医療法人美文会 整形外科中川クリニック
医療法人 中山整形外科
かめざわ整形外科
医療法人福賀会 整形外科福村クリニック
医療法人天朗会 天神南クリニック
医療法人あおぞら会 岩尾病院
医療法人春和会 増田整形外科
社会医療法人緑泉会 米盛病院
医療法人至恩会 中洲整形外科
医療法人 安松整形外科
片平整形外科
医療法人源睦会 田中整形外科クリニック
医療法人優和会 増田整形外科病院
医療法人昌平会 わきだ整形外科
医療法人 益﨑整形外科
尾辻皮膚泌尿器科外園整形外科
医療法人聖愛会 春田内科整形外科
医療法人南洲会 南洲整形外科病院
医療法人金斉会 ふくもと整形外科・内科クリニック
医療法人グリーン会 整形外科はやしだ病院
医療法人敬生会 久木田整形外科病院
医療法人明正会 今林整形外科病院
医療法人明正会 今林整形外科病院
医療法人明正会 今林整形外科病院
医療法人明正会 今林整形外科病院
医療法人明正会 今林整形外科病院
医療法人明正会 今林整形外科病院
医療法人明正会 今林整形外科病院
医療法人鶴留会 鶴留医院
医療法人真愛みどり会 真愛病院
上原整形外科クリニック
特定医療法人菊野会 菊野病院
医療法人松翠会 川原クリニック
整形外科こざくらクリニック
医療法人くすのき会 新門整形外科
医療法人大心会 徳田整形外科クリニック
医療法人啓智会 大海整形外科
医療法人 海江田医院
鬼丸整形外科
医療法人忠成会 植村整形外科
医療法人健仁会 平田整形外科クリニック
医療法人三乃会 整形外科ばばぐちクリニック
医療法人栄和会 寺田病院
医療法人恵明会 整形外科松元病院
医療法人たかし会 整形外科酒匂クリニック
医療法人恵陽会 加治木整形外科病院
医療法人清光会 清水整形外科医院
医療法人郁青会 荒武整形外科クリニック
医療法人吉野会 はやと整形外科
港町クリニック
医療法人大喜 ひなたやま整形外科
医療法人創世会 中川整形外科
医療法人参篤会 高原病院
医療法人恒心会 恒心会おぐら病院
医療法人エレファ 村上整形外科医院
医療法人恒心会 恒心会おぐら病院
はるしま整形外科クリニック
医療法人社団春陽会 春陽会中央病院
医療法人 和光整形外科
医療法人馨和会 整形外科内科いづはら医院
つばたクリニック

〒
892-0826
892-0852
890-0014
891-0117
890-0082
890-0024
890-0034
890-0046
891-0114
892-0828
890-0008
892-0807
892-0877
890-0042
892-0871
892-0824
890-0002
890-0005
891-0150
890-0065
891-0141
899-2701
891-0105
891-0105
890-0031
890-0034
892-0837
892-0815
890-0062
890-0052
890-0046
890-0063
890-0082
890-0065
891-0113
892-0828
890-0005
896-0003
896-0037
896-0002
899-2501
898-0004
891-0402
891-0402
891-0402
891-0402
891-0402
891-0402
891-0402
891-0702
897-0031
897-0222
897-0215
895-0021
895-0031
895-0072
895-0012
895-0072
895-1803
895-1721
899-1611
899-0212
899-0126
895-2513
895-2511
899-5112
899-5221
899-4312
899-5431
899-5102
899-5221
899-5111
899-4346
899-8602
893-0023
893-0057
893-0023
893-0022
893-1207
894-0007
894-1503
894-0022

医療機関住所１
鹿児島市呉服町５－１２
鹿児島市下竜尾町３－２８
鹿児島市草牟田二丁目２７－１０
鹿児島市西谷山二丁目７－３８
鹿児島市紫原四丁目１９－１０
鹿児島市明和四丁目１３－６
鹿児島市田上三丁目１２－１３
鹿児島市西田三丁目１３－２０
鹿児島市小松原一丁目４１－３
鹿児島市金生町２－１５金生ビル３階
鹿児島市伊敷五丁目８－３２
鹿児島市鼓川町４－１６
鹿児島市吉野二丁目１４－１５
鹿児島市薬師二丁目１８－１８
鹿児島市吉野町１４８６－１
鹿児島市堀江町８－７
鹿児島市西伊敷一丁目２－１２
鹿児島市下伊敷一丁目８－１８
鹿児島市坂之上六丁目１１－１８
鹿児島市郡元三丁目１４－７
鹿児島市谷山中央一丁目５００２
鹿児島市石谷町１９２１－６
鹿児島市中山町５２３７－１
鹿児島市中山町１２２５－１
鹿児島市武岡一丁目１１６－２４
鹿児島市田上二丁目１６－１６
鹿児島市甲突町１７－１８
鹿児島市易居町１－３４リミビル１階
鹿児島市与次郎一丁目７－１
鹿児島市上之園町３４－１３
鹿児島市西田三丁目１３－２０
鹿児島市鴨池一丁目１０－７
鹿児島市紫原四丁目１９－１０
鹿児島市郡元一丁目１－１
鹿児島市東谷山三丁目３３－７
鹿児島市金生町２－１５金生ビル３階
鹿児島市下伊敷一丁目４４－１９
いちき串木野市京町５７－１
いちき串木野市別府３９９４－５
いちき串木野市春日町８
日置市伊集院町下谷口２４２３
枕崎市港町１１３
指宿市十町３５２－２
指宿市十町３５２－２
指宿市十町３５２－２
指宿市十町３５２－２
指宿市十町３５２－２
指宿市十町３５２－２
指宿市十町３５２－２
南九州市頴娃町牧之内１７３３－１
南さつま市加世田東本町７－３
南九州市川辺町永田１５９３
南九州市川辺町平山３８１５
薩摩川内市向田本町１８－１１
薩摩川内市勝目町字柳田４１１０-2
薩摩川内市中郷一丁目８－１６
薩摩川内市平佐町１６８９－７
薩摩川内市中郷一丁目３９－２７
薩摩郡さつま町宮之城屋地1461
薩摩郡さつま町山崎８９－２
阿久根市赤瀬川４３０３－１
出水市上知識町８５６
出水市六月田町７１１
伊佐市大口上町３１－４
伊佐市大口里４９１－２
霧島市隼人町松永一丁目９４
姶良市加治木町港町１４７－２
霧島市国分山下町１６５４－５
姶良市西餅田９６－２
霧島市隼人町真孝１０１３
姶良市加治木町港町１４５－１
霧島市隼人町姫城三丁目１６５
霧島市国分府中町３３－１７
曽於市末吉町栄町二丁目１２－１
鹿屋市笠之原町２７－２２
鹿屋市今坂町１２５７２－７
鹿屋市笠之原町２７－２２
鹿屋市旭原町２５７２－２
肝属郡肝付町新富４８５
奄美市名瀬和光町１８－１９
大島郡瀬戸内町古仁屋大湊７
奄美市名瀬久里町９－２

電話番号
099-224-6350
099-222-3111
099-226-3260
099-268-7700
099-251-1225
099-281-2880
099-250-8100
099-250-0322
099-266-1721
099-223-8511
099-229-8808
099-247-3011
099-244-6300
099-256-6100
099-243-5550
099-216-2177
099-228-7841
099-222-5208
099-262-6166
099-252-6622
099-268-7030
099-278-7400
099-266-6366
099-269-2011
099-282-8830
099-213-1077
099-225-3838
099-239-6622
099-230-0100
099-253-4711
099-250-0322
099-206-8899
099-251-1225
099-257-8100
099-269-2271
099-223-8511
099-220-6281
0996-32-2200
0996-32-0051
0996-32-4145
099-272-2121
0993-72-3155
0993-22-2710
0993-22-2710
0993-22-2710
0993-22-2710
0993-22-2710
0993-22-2710
0993-22-2710
0993-36-1145
0993-53-7112
0993-58-3077
0993-56-1135
0996-23-7255
0996-20-1159
0996-21-1661
0996-23-6500
0996-25-3000
0996-53-0006
0996-56-8811
0996-72-1041
0996-62-8801
0996-64-8260
0995-22-1321
0995-22-1101
0995-43-8660
0995-62-3711
0995-47-3939
0995-64-5111
0995-43-6111
0995-63-9791
0995-44-8118
0995-48-5633
0986-76-1050
0994-44-7171
0994-41-2511
0994-44-7171
0994-41-2211
0994-65-1170
0997-57-7071
0997-72-3307
0997-57-7771

