
別紙

医療機関名 登録医氏名 カナ氏名 TEL FAX

1 医療法人 前田内科 前田  稔廣 ﾏｴﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ 893-0002 鹿屋市本町４番２号 42-2175 42-2176

2 医療法人 慧愛会 大手町クリニック 仮屋  知 ｶﾘﾔ ｻﾄﾙ 893-0008 鹿屋市西大手町５番３号 44-7060 41-0334

3 医療法人 彩苑会 園田クリニック 園田  智子 ｿﾉﾀﾞ ﾄﾓｺ 893-0022 鹿屋市旭原町３６２７番地４ 43-8181 43-8182

4 医療法人 伸和会 かのや東病院 石踊  二矢 ｲｼｵﾄﾞﾘ ﾂｸﾞﾔ 893-0023 鹿屋市笠之原町２９２３番地１ 42-3111 42-3114

5 医療法人 朋愛会 おばま医院 小濱 康彦 ｵﾊﾞﾏ ﾔｽﾋｺ 893-0014 鹿屋市寿２丁目２番１号 42-5235 41-3283

6 医療法人 YFC やのファミリークリニック 矢野 純子 ﾔﾉ ｼﾞｭﾝｺ 893-0014 鹿屋市寿４－１１－２２ 43-6248 43-3971

7 医療法人 千一会 児玉上前共立クリニック 児玉  千早 ｺﾀﾞﾏ ﾁﾊﾔ 893-0014 鹿屋市寿５丁目２番３９号 43-2510 43-2511

8 有留 大海 ｱﾘﾄﾞﾒ ﾋﾛﾐ

9 池田 悠人 ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾄ

10 重田 泰基 ｼｹﾞﾀ ﾀｲｷ

11 才田  博幸 ｻｲﾀ ﾋﾛﾕｷ

12 田中  一郎 ﾀﾅｶ ｲﾁﾛｳ

13 恒吉　研吾 ﾂﾈﾖｼ ｹﾝｺﾞ

14 医療法人 青仁会 池田病院 池田  大輔 ｲｹﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 893-0024 鹿屋市下祓川町１８３０番地 43-3434 40-1117

15 的場クリニック 的場  公男 ﾏﾄﾊﾞ ｷﾐｵ 893-0064 鹿屋市西原４丁目１０番３８号 45-7282 45-7284

40-1111 40-4579

鹿屋市CKD予防ネットワーク登録医(かかりつけ医)名簿

所在地

令和３年５月現在

医療法人 徳洲会 大隅鹿屋病院 893-0015 鹿屋市新川町６０８１番地１

医療法人 英幸会 鹿屋ひ尿器科 893-0015 鹿屋市新川町１３２番地４ 41-3600 41-3020
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16 医療法人 芳春会 みやぞのクリニック 宮園  芳孝 ﾐﾔｿﾞﾉ ﾖｼﾀｶ 893-0037 鹿屋市田崎町２１８４番地９ 40-4600 40-3477

17 公益社団法人 いちょうの樹 メンタルホスピタル鹿屋 佐藤  壮司 ｻﾄｳ ｿｳｼﾞ 893-0037 鹿屋市田崎町１０４３番地１ 42-3155 42-3156

18 医療法人 天信会 中原クリニック 中原  晋一 ﾅｶﾊﾗ ｼﾝｲﾁ 893-0046 鹿屋市横山町１５８７番地２ 48-2011 48-2005

19 福留クリニック 福留  重明 ﾌｸﾄﾞﾒ ｼｹﾞｱｷ 893-1605 鹿屋市串良町上小原３０４６番地 63-1200 63-1222

20 医療法人 常慈会 小浜クリニック 小濵  常昭 ｵﾊﾞﾏ ﾂﾈｱｷ 893-1101 鹿屋市吾平町上名１０番地 58-6025 58-5306

21 社会福祉法人 州鵬会 グリーンバードクリニック 吉元 和浩 ﾖｼﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 899-8511 鹿屋市輝北町市成２１１９番地２ 099-485-1911 099-485-1909

22 社会福祉法人 内之浦会 吉重クリニック 吉重  幸一 ﾖｼｼｹﾞ ｺｳｲﾁ 893-1401 肝属郡肝付町北方５８１番地１ 67-2266 67-2277

23 医療法人社団春陽会 春陽会中央病院 余 波 ﾖ ﾊ 893-1207 肝属郡肝付町新富４８５番地 65-1170 65-1160

24 じょうさいクリニック 笠毛 博 ｶｻﾓ ﾋﾛｼ 893-2501 肝属郡南大隅町根占川南３７７２ 24-2977 24-3117

25 医療法人 浩愛会 池田温泉クリニック 池田 誠 ｲｹﾀﾞ ﾏｺﾄ 891-2104 垂水市田神３５３６－１ 32-6161 32-6163

26 医療法人 天恵会 東内科小児科クリニック 馬場 香子 ﾊﾞﾊﾞ ｷｮｳｺ 891-2104 垂水市田神３４８５－１ 32-5522 32-0865

27 よしとみクリニック 吉冨 孝之 ﾖｼﾄﾐ ﾀｶﾕｷ 891-2126 垂水市南松原町10番 45-4215 45-4217

28 垂水市立医療センター 垂水中央病院 竹中 俊宏 ﾀｹﾅｶ ﾄｼﾋﾛ 891-2124 垂水市錦江町１番地１４０ 32-5211 32-5722


