
入院前に要介護認定を
受けていない場合

入院時の第一報
入院中の退院支
援開始の連絡

1 国分中央病院
〒899-4332
霧島市国分中央1丁目25-70

担当部署：地域連携室
TEL：　０９９５－４５－３０８５
FAX：　０９９５－４５－３０８８
（月～金）　9：00～17：00
　  （土）　　 9：00～12：30

地域連携室 地域連携室 地域連携室

2 国分生協病院
〒899-4332
霧島市国分中央3丁目38-14

担当部署：地域連携室
TEL：　０９９５－４５－３２０６
FAX：　０９９５－４５－４９３８
（月～金）　8：30～17：00
　 （土）　    8：30～12：45

退院支援看護師
地域連携室

退院支援看護師
地域連携室

退院支援看護師

3 協愛病院
〒899-4351
霧島市国分新町1丁目6-52-6

担当部署：外来師長，地域連携室
TEL：　０９９５－４５－６２１１
FAX：　０９９５－４５－３７４５
（月～金）　9：00～17：00
　 （土）　    9：00～12：30

地域連携室ＭＳＷ
外来師長

地域連携室ＭＳＷ
病棟看護師

地域連携室ＭＳＷ
病棟師長

4 霧島記念病院
〒899-4322
霧島市国分福島1丁目5-19

担当部署：地域医療連携室
TEL：　０９９５－４７－３１００
FAX：　０９９５－４７－０７７２
（月～土）　8：30～17：30

地域医療連携
室ＭＳＷ

地域医療連携
室ＭＳＷ

地域医療連携室

5 福山病院
〒899-4501
霧島市福山町福山771

担当部署：地域連携室
TEL：　０９９５－５５－２２２１
FAX：　０９９５－５５－３４４５
（月～金）　8：30～17：30

地域連携室 地域連携室 地域連携室

6 牧之原診療所
〒899-4501
霧島市福山町福山5290-29

担当部署：看護部
TEL：　０９９５－５６－２１５１
FAX：　０９９５－５６－２１５１
（月,火,木,金）　9：00～17：00
　　　（水）　      9：00～12：00

病棟看護師 病棟看護師 病棟看護師

7 松下病院
〒899-5102
霧島市隼人町真孝998

担当部署：地域連携室
TEL：　０９９５－４２－２１２１
FAX：　０９９５－４２－０１４９
（月～金）　9：00～17：00

地域連携室 地域連携室
地域連携室
認知症疾患
医療センター

8 隼人温泉病院
〒899-5111
霧島市隼人町姫城1-264-2

担当部署：地域連携室
TEL：　０９９５－４４－７０８０
FAX：　０９９５－４４－７０９０
（月～金）　8：00～18：00
　 （土）      8：00～17：00

地域連携室 地域連携室 地域連携室

9
霧島市立医師会医療セン

ター
〒899-5112
霧島市隼人町松永3320

担当部署：地域連携課
TEL：　０９９５－４２－１１７１
FAX：　０９９５－４２－２６０３
（月～金）　8：30～17：30

ＭＳＷ ＭＳＷ 　ＭＳＷ

10 ハートフル隼人病院
〒899-5101
霧島市隼人町住吉100

担当部署：地域連携室
TEL：　０９９５－４２－３１２１
FAX：　０９９５－４２－０５６１
（月～土）　9：00～18：00

地域連携室
相談員

地域連携室
相談員

地域連携室

11 隼人尚愛会病院
〒899-5105
霧島市隼人町小田240

担当部署：病棟（看護師長）
TEL：　０９９５－４３－２２２２
FAX：　０９９５－４２－７１４９
（月～金）　9：00～17：00

看護師長 看護師長 看護師長

12 霧島桜ヶ丘病院
〒899-6603
霧島市牧園町高千穂3617-98

担当部署：地域医療福祉相談室
TEL：　０９９５－７８－３１３５
FAX：　０９９５－７８－３１１３
（月～金）　9：00～17：00

地域医療福祉
相談室

地域医療福祉
相談室

地域医療福祉
相談室

13 霧島杉安病院
〒899-4201
霧島市霧島町田口2143

担当部署：地域医療連携室
TEL：　０９９５－５７－１２２１
FAX：　０９９５－５７－２３１７
（月～金）　10：00～17：00

地域医療連携室
病棟師長

地域医療連携室 地域医療連携室

14 大井病院
〒899-5215
姶良市加治木町本町141

担当部署：地域連携室
TEL：　０９９５－６４－３０１４
FAX：　０９９５－６４－３０１４
（月～金）　9：30～17：00

地域連携室 地域連携室 地域連携室

15 加治木整形外科病院
〒899-5221
姶良市加治木町港町131－30

担当部署：地域連携室
TEL：　０９９５－６２－３７１１
FAX：　０９９５－６２－３７１３
（月～金）　9：30～17：00

地域医療連携
室ＭＳＷ

地域医療連携
室ＭＳＷ

地域連携室

姶良地区（霧島市・姶良市・湧水町）　病院・有床診療所の連絡窓口一覧 （令和４年５月時点）

番号 医療機関名 郵便番号・所在地

入院前に要介護認定を受けている場合

③要介護認定申請等に
ついて家族などを

支援する部署

②ケアマネジャーへ連絡をする窓口①ケアマネジャーからの
入院時情報を受ける窓口

（対応可能な時間帯）
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16 加治木記念病院
〒899-5241
姶良市加治木町木田1２２７

担当部署：地域連携室
TEL：　０９９５－６３－２２７５
FAX：　０９９５－６２－２３３１
（月～金）　9：00～17：00

地域連携室 地域連携室 地域連携室

17
独立行政法人国立病院機

構南九州病院
〒899-5241
姶良市加治木町木田1882

担当部署：地域医療連携室
TEL：　０９９５－６３－０８４３
FAX：　０９９５－６３－０８４０
（月～金）　9：00～17：00

地域医療連携室 地域医療連携室 地域医療連携室

18 加治木温泉病院
〒899-5241
姶良市加治木町木田4714

担当部署：地域医療連携ｾﾝﾀｰ
TEL：　０９９５－６２－３０５６
FAX：　０９９５－６２－３０５６
（月～土）　8：30～17：30

ＭＳＷ
退院調整看護師

ＭＳＷ
退院調整看護師

地域医療連携ｾﾝﾀｰ

19 ザ王病院
〒899-5231
姶良市加治木町反土2151-1

担当部署：医療相談室
TEL：　０９９５－６２－４６１１
FAX：　０９９５－６２－４６００
（月～金）9：00～12：00，13:00～17:00
　（土）　   9：00～12：00

ＭＳＷ ＭＳＷ　 医療相談室

20 青雲会病院
〒899-5431
姶良市西餅田3011

担当部署：企画・地域連携室
TEL：　０９９５－６６－３２２２（直通）
FAX：　０９９５－６６－３２２５
（月～金）　8：30～12：00
　　　　　　　14：00～17：00

企画・地域連携室 企画・地域連携室 企画・地域連携室

21
クオラリハビリテーション病

院あいら
〒899-5431
姶良市西餅田2300-1

担当部署：地域医療連携室
TEL：　０９９５－６５－７５７５
FAX：　０９９５－６５－９５３７
（月～金）　8：30～17：30
　 （土）　    8：30～12：30

相談課
地域医療連携室

相談課 地域医療連携室

22 希望ヶ丘病院
〒899-5652
姶良市平松5069

担当部署：地域連携室
TEL：　０９９５－６５－３２０７
FAX：　０９９５－６５－４５９５
（月～金）　8：30～17：30

地域連携室 地域連携室 地域連携室

23 県立姶良病院
〒899-5652
姶良市平松6067

担当部署：地域医療連携室
TEL：　０９９５－６５－３１３８
FAX：　０９９５－６５－８０３８
（月～金）　8：30～17：15

地域医療連携室地域医療連携室 地域医療連携室

24 あいらの森ホスピタル
〒899-6202
湧水町北方1854

担当部署：医療福祉支援センター
TEL：　０９９５－７４－２５０３
FAX：　０９９５－７４－２５０４
（月～金）　9：00～17：00

医療福祉
支援センター

医療福祉
支援センター

医療福祉
支援センター

25 鵜木医院
〒899-4332
霧島市国分中央3-19-15

担当部署：病棟
TEL：　０９９５－４５－００１１
FAX：　０９９５－４５－００５１
（月～土）　9：00～17：00

病棟看護師 病棟看護師 地域連携部

26 霧島整形外科病院
〒899-4341
霧島市国分野口東8-31

担当部署：地域連携室
TEL：　０９９５－７３－８８３９
FAX：　０９９５－７３－８８９９
（月,火,水,金）　9：00～17：00
   （木,土）　      8：30～12：00

地域連携室 地域連携室 地域連携室

27 国分なかむらクリニック
〒899-4312
霧島市国分山下町18-13

担当部署：看護部
TEL：　０９９５－４５－３３３３
FAX：　０９９５－４５－０００８
（月～金）　8：30～17：00
   （土）　    8：30～11：00

病棟看護師 病棟看護師 看護部

28 清水整形外科医院
〒899-4312
霧島市国分山下町1654-5

担当部署：看護課
TEL：　０９９５－４７－３９３９
FAX：　０９９５－４７－３１５９
（月～金）8：30～12：00
　　　　　　14：00～17：30

病棟看護師 病棟看護師 看護課

29 うえぞの内科クリニック
〒899-4322
霧島市国分福島3-51-11

担当部署：医事課
TEL：　０９９５－４８－６５５５
FAX：　０９９５－４８－６５５０
（月,火,水,金）　9：00～18：00
    （木,土）　     9：00～12：30

医事課 看護師長 看護師長

30 国分外科胃腸科
〒899-4346
霧島市国分府中町13-23

担当部署：看護部
TEL：　０９９５－４７－２３１１
FAX：　０９９５－４７－２３９４
（月,火,木,金）　9：00～17：00
     （水,土）　    9：00～12：30

病棟看護師 病棟看護師 看護部
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31 中川整形外科
〒899-4346
霧島市国分府中町33-17

担当部署：医事課，病棟看護師
TEL：　０９９５－４８－５６３３
FAX：　０９９５－４８－５６３２
（月,火,木,金）8：30～11：30，14:30～17:30
　　（水,土）　 8：30～11：30

病棟看護師 病棟看護師 病棟看護師

32 清水内科
〒899-4304
霧島市国分清水1-22-２６

担当部署：主治医
TEL：　０９９５－４７－７１７３
FAX：　０９９５－４７－７１７６
（月,火,水,金）8：30～12：00，14：00～16：
30
     （木,土）  9：00～12：00

病棟看護師 主治医 主治医

33 国分脳神経外科病院
〒899-4352
霧島市国分向花133-2

担当部署：地域連携室
TEL：　０９９５－７３－８１２２
FAX：　０９９５－４６－４０６９
（月～土）　8：30～17：30

地域連携室 地域連携室 地域連携室

34 梶原内科
〒899-4352
霧島市国分向花165

担当部署：医事課
TEL：　０９９５－４７－３３６３
FAX：　０９９５－４６－４６２８
（月,火,木,金）8：30～12：30，13：30～17：
30
　　（水,土）　 8：30～12：30

医事課
病棟看護師

病棟看護師 医事課

35 八木クリニック
〒899-4501
霧島市福山町福山4516

担当部署：外来担当看護師
TEL：　０９９５－５６－３０００
FAX：　０９９５－５６－３１３７
（月～金）　8：30～17：00

外来担当看護師 外来担当看護師 外来担当看護師

36 佐藤医院
〒899-6401
霧島市溝辺町有川327-2

担当部署：病棟看護師
TEL：　０９９５－５９－２６０７
FAX：　０９９５－５９－２６７７
（月,火,水,金）　9：00～17：30
　　（木,土）　　  9：00～12：30

病棟看護師 病棟看護師 病棟看護師

37 たまいクリニック
〒899-5102
霧島市隼人町真孝111

担当部署：受付・事務
TEL：　０９９５－４２－７３００
FAX：　０９９５－４２－８０１４
（月～金）　8：30～17：30
　 （土）　    8：30～12：30

受付・事務
外来（病棟）

看護師
受付・事務

38 はやと整形外科
〒899-5102
霧島市隼人町真孝1013

担当部署：病棟看護師
TEL：　０９９５－４３－６１１１
FAX：　０９９５－４２－３５５６
（月～金）　8：30～17：30
　（土）　     8：30～12：00

看護師長又は
病棟看護師

看護師長又は
病棟看護師

看護師長

39 浜崎医院
〒899-5115
霧島市隼人町東郷90

担当部署：看護部
TEL：　０９９５－４２－０３４９
FAX：　０９９５－４２－０００９
（月～金）　8：30～17：30
　（土）        8：30～12：30

病棟看護師 病棟看護師 病棟看護師

40 原口外科
〒899-5106
霧島市隼人町内山田1-2-28

担当部署：外来
TEL：　０９９５－４２－０１５５
FAX：　０９９５－４３－１６２７
（水～土）　10：00～12：30

外来看護師 外来看護師 外来看護師

41 永田医院
〒899-5101
霧島市隼人町住吉1893

担当部署：看護部
TEL：　０９９５－４２－３４０２
FAX：　０９９５－４２－７７６２
（月～土）9：00～12：00
　　　　　　14:00～16:00

病棟看護師 病棟看護師 看護部

42 吉留クリニック
〒899-5302
姶良市蒲生町上久徳2561

担当部署：地域医療連携室
TEL：　０９９５－５２－１１１１
FAX：　０９９５－５２－０１６８
（月～土）　9：00～17：00

病棟看護師 病棟看護師 地域医療連携室

43 山下わたる内科
〒899-5421
姶良市東餅田424-1

担当部署：看護主任
TEL：　０９９５－６７－０１０１
FAX：　０９９５－６７－０１１０
（月,火,水,金）　9：00～17：00
     （木,土）　    9：00～12：30

病棟看護師 病棟看護師 看護主任

44 内倉医院
〒899-5421
姶良市東餅田2362

担当部署：事務
TEL：　０９９５－６５－２５４８
FAX：　０９９５－６５－３１７１
（月,火,水,金,土）　9：00～18：00
　　　  （木）　         9：00～13：00

看護師 看護師 事務 ・ 看護師

45 川原泌尿器科クリニック
〒899-5431
姶良市西餅田73-3

担当部署：病棟看護師
TEL：　０９９５－６４－５１８１
FAX：　０９９５－６６－３０３０
（月～金）　9：00～17：00
　 （土）　     9：00～12：00

病棟看護師 病棟看護師 病棟看護師



入院前に要介護認定を
受けていない場合

入院時の第一報
入院中の退院支
援開始の連絡

姶良地区（霧島市・姶良市・湧水町）　病院・有床診療所の連絡窓口一覧 （令和４年５月時点）

番号 医療機関名 郵便番号・所在地

入院前に要介護認定を受けている場合

③要介護認定申請等に
ついて家族などを

支援する部署

②ケアマネジャーへ連絡をする窓口①ケアマネジャーからの
入院時情報を受ける窓口

（対応可能な時間帯）

46 たけうちクリニック
〒899-5431
姶良市西餅田140

担当部署：医事課
TEL：　０９９５－６４－５５５０
FAX：　０９９５－６６－０２８１
（月～金）9：00～12：00、14：00～17：00
　 （土）　 9：00～12：30

病棟看護師 病棟看護師 病棟看護師

47 やなせ整形外科
〒899-5652
姶良市平松2955-3

担当部署：医事課
TEL：　０９９５－６７－７１００
FAX：　０９９５－６５－７２７７
（月,火,水,金）　8：30～18：00
　 （木，土）　    8：30～13：00

医事課
病棟看護師

医事課
病棟看護師

医事課

48 尾田内科胃腸科
〒899-5652
姶良市平松4730

担当部署：病棟
TEL：　０９９５－６５－７５１１
FAX：　０９９５－６５－７８３４
（月～金）　9：00～17：00
　 （土）　    9：00～12：00

病棟主任 病棟主任 病棟主任

49 錦江クリニック
〒899-5651
姶良市脇元961-2

担当部署：医事課
TEL：　０９９５－６７－７７５５
FAX：　０９９５－６６－２３６３
（月,火,木,金）　9：00～17：30
     （水,土）　    9：00～12：00

病棟看護師 病棟看護師 看護部

50 林内科医院
〒899-6102
姶良郡湧水町中津川498

担当部署：看護部
TEL：　０９９５－７５－２０４７
FAX：　０９９５－７５－３４７８
（月～金）　9：00～17：00
　 （土）　    9：00～13：00

病棟看護師 病棟看護師 外来看護師

51 ひらしまクリニック
〒899-6207
姶良郡湧水町米永585-17

担当部署：受付
TEL：　０９９５－７４－２８００
FAX：　０９９５－７４－４７９２
（月,火,水,金）　9：00～17：00
　　（木,土）　    9：00～12：30

受付 受付 受付

※■は令和４年度窓口等の変更があった医療機関


