
鹿児島県新型コロナウイルス感染防止対策PCR等検査無料化事業　登録実施事業者一覧

令和4年1月25日時点

市町村 名称 所在地
問合せ先
電話番号

受付時間等
ＰＣＲ
等検査

抗原定
性検査

事業開始
予定日

備考

1 鹿児島市 木下グループPCR検査センター鹿児島金生町店 鹿児島市金生町７－９　TMビル 03-4333-1640
9:00～20:00
（受付は19:30まで）

○ ○ 令和3年12月28日

事前に検査日時のご予約・アカウントご登録をお願
いします。
検査センターの窓口で鹿児島県が定めている申込書
の記入・提出と身分証明書の提示をお願い致しま
す。
来店時にも記入は可能ですが、鹿児島県のホーム
ページよりデータが配布されておりますので、感染
予防のため滞在時間短縮の観点から事前に記入・持
参頂くことを推奨しております。
※検査結果通知のために、アカウント登録を行って
いただく必要が御座います。
※混雑状況によって入店迄しばらくお待ちいただく
可能性が御座います。予めご了承ください。

2 鹿児島市 医療法人友心会　福元クリニック 鹿児島市山下町12-8 ing BLD 2階 099-222-2783

月・火・水・金
9:30～11:00　17:30～18:30
木
9:30～11:00　13:00～14:00
土
9:30～10:00　12:00～13:00

○ 令和4年1月4日

3 鹿児島市 医療法人　木村外科内科 鹿児島市石谷町2101-7 099-278-5511

（検査受付）
月曜日～土曜日
午前：9:00～11:30
午後：14:00～16:30
PCR検査受付は土曜日午後は無
し

○ ○ 令和4年1月7日 ・来院前に電話連絡をお願いします。

4 鹿児島市 医療法人孝星会　ますみクリニック 鹿児島市明和1丁目26-7 099-282-1586

月～金
10:00～12:00/15:00～17:00
土
10:00～12:00
日・祝
休み

○ ○ 令和3年12月29日 ・来院前に電話連絡をお願いします。

5 鹿児島市 医療法人一誠会　三宅病院 鹿児島市谷山中央7丁目3番1号 099-268-3512
月～金　14:00～17:00
土　　　10:00～12:00
日・祝　休

○ ○ 令和4年1月11日 ・来院前に電話連絡をお願いします。

6 鹿児島市 一般財団法人児玉報謝会　新成病院 鹿児島市上荒田町16-30 080-8372-7676
月～金　14:00～16:00
土・日祝祭日は休診

○ 令和4年1月11日
・来院前に電話連絡をお願いします。
【予約専用電話】
080-8372-7676（受付時間：月～金 9:00～17:00）

7 鹿児島市 社会医療法人童仁会　池田病院 鹿児島市西田３丁目10-20 099-252-8333 火・水・金　12:00～13:00 ○ ○ 令和4年1月28日

・事前に予約を取るため、来院前に必ず電話連絡を
お願いします。
・お問合せ時間　月〜金　10:00〜17:00
・申込書は必ず事前にダウンロードし、記入を済ま
せて、身分証明書と合わせてご提出をお願いしま
す。
・ドライブスルー方式の為、車で来院される方に限
ります。
・祝日は行っておりません。

8 鹿児島市 医療法人あおい会　内村整形外科内科 鹿児島市照国町３番32号 099-226-1220

月・火・水・金
　9:00～11:00
　14:30～16:30
木
　9:00～11:00
土
　9:00～11:00
　14:30～16:00

○ ○ 令和4年1月25日

9 鹿児島市 吉満・鈴木耳鼻咽喉科 鹿児島市小川町１番４号 099-222-3387

月・火・水・金
　9:00～12:30
　14:30～18:00
木・土
　9:00～12:30

○ ○ 令和4年1月21日

無料検査の種類にはＰＣＲ等検査や抗原定性検査があり，実施事業者によって
検査の種類や方法が異なりますので，検査の種類をご確認ください。
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10 鹿児島市 はつき皮膚科クリニック 鹿児島市中央町6-8-3階 099-806-1300

月・水～金
　10:00～19:00
土
　10:00～18:00
日
　10:00～13:00
火・祝
　休診

○ 令和4年1月27日

11 鹿児島市 スター調剤薬局星ヶ峯店 鹿児島市星ヶ峯1-29-5 099-296-7197 月～金　13：00～16：00 ○ 令和4年1月24日
・来院前に電話連絡をお願いします。
・ドライブスルー方式のため，車で来局される方に
限ります。

12 鹿児島市 医療法人元洋会　あおぞら小児科 鹿児島市草牟田２丁目13番21号 099-295-3838

月・火・水・金
9:00～12:30 14:30～18:00
木
9:00～12:30　午後休診
土
9:00～12:30　14:30～16:00

○ ○ 令和4年1月24日 ・来院前に電話連絡をお願いします。

13 鹿児島市 ゆうゆう薬局　紫原店 鹿児島市紫原2丁目13-8 099-257-0234
木曜日
14:00～16:00

○ 令和4年2月1日 ・来院前に電話連絡をお願いします。

14 鹿児島市 しょこらクリニック 鹿児島市紫原４丁目32番20号 099-800-3954

月曜日～木曜日
9:00～13:00　14:00～18:00
金曜日～土曜日
9:00～13:00
日曜・祝日休診

○ 令和4年1月26日 ・来院前に電話連絡をお願いします。

15 鹿児島市 白男川薬局 鹿児島市上本町3-17 099-222-0818
月曜日～日曜日
10:00～16:00　祝日休診

○ 令和4年2月1日

16 鹿児島市 医療法人英眞会　松本醫院 鹿児島市鷹師２丁目３番15号 099-252-4181

月火水金
9:00～17:30
（12:30～14:00除く）
木土
9:00～12:30
日祝　休み

○ 令和4年2月1日

17 鹿児島市 医療法人　吉福耳鼻咽喉科・皮膚科 鹿児島市山田町646-1 099-800-7766

月火木金
9:00～12:00 14:00～17:00
水土
9:00～12:00
日祝　休日

○ ○ 令和4年1月26日 ・事前に電話で受付をお願いします。

18 鹿児島市
株式会社九州保健ラボラトリー
下伊敷玉里庭園前会場

鹿児島市下伊敷1丁目12 099-218-3636
一般検査事業時は休まず営業
開場9:00～18:00
最終受付17:30まで

○ 令和4年1月26日

・予約不要でのご来場，受付をして頂き,インター
ネットでのお申込みのみとなります。
・受付時にご登録いただいたＷＥＢシステム上で、
受検者様ご自身での結果確認となります。

19 鹿児島市 夜間休日診療所　キタゾノクリニック 鹿児島市平之町９－１ 099-213-9200

月～土　23:00-24:00
祝・日　15:00-23:00
（上記以外の時間でも場合に
よっては対応可）

○ ○ 令和3年12月27日
検査希望者は事前にメールで問い合わせをお願いし
ます。なおメールアドレスは病院ホームページをご
確認ください。

20 鹿児島市 医療法人桃花会　ませだ耳鼻咽喉科 鹿児島市紫原5丁目6-20 099-208-3387

月・火・木・金
8:30～12:30　14:30～18:00
水・土
8:30～12:30
日・祝日
休診

○ ○ 令和4年1月4日 ・来院前に電話連絡をお願いします。

21 鹿児島市 医療法人和心会　武井内科クリニック 鹿児島市上之園町34-20-2F 099-285-0051

月・水　10:00～12:00
火　14:00～16:00
木　13:00～13:20
金　14:00～14:20
土　14:00～16:00
日　休み

○ ○ 令和4年1月4日 ・来院前に電話連絡をお願いします。
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22 鹿児島市 ヘルシーウェル薬局　薬師店 鹿児島市薬師2丁目18番19号 099-258-8045

月曜日～金曜日
11:00～16:00
土曜日
11:00～13:00
日曜日・祝日
休み

○ 令和4年1月7日
・問い合わせは平日9:00～18:00の間にお願いしま
す。

23 鹿児島市 医療法人慈恵会　土橋病院 鹿児島市西田1丁目16-1 099-257-5711
月曜日～金曜日
10:00～17:00
（12:00～14:00は除く）

○ 令和4年1月12日
・来院前に電話連絡をお願いします。
・ドライブスルー方式のため，車で来院される方に
限ります。

24 鹿児島市 医療法人起生会　林内科胃腸科病院 鹿児島市武2丁目33-8 099-257-6969
月～金
9:00～10:00　13:00～14:00
（祝日は除く）

○ 令和4年1月11日

・来院前に電話連絡をお願いします。
・お問い合わせ可能時間
　月～金　9:00～15:00（祝日は除く）にお願い致
　します。

25 鹿児島市 有限会社錦江薬局　本店 鹿児島市光山1丁目1-33 099-261-5591

月～金曜日
9:00～18:00
土曜日
9:00～13:00

○ 令和4年1月7日
・来局前に電話連絡をお願いします。
（お問い合わせ時間）月～金　10:00～17:00

26 鹿児島市 医療法人栄光会　久米田内科循環器内科 鹿児島市草牟田2丁目24-1 099-226-1166 月～金　9:00～12:00 ○ 令和4年1月11日 ・来院前に電話連絡をお願いします。

27 鹿児島市 新牧医院 鹿児島市吉野町3073-147 099-243-0178

月～金
9:00～18:00（※水をのぞく）
水・土
9:00～12:30
日・祝
休診

○ 令和4年1月17日

28 鹿児島市 医療法人友志会　くわはたクリニック 鹿児島市玉里団地2丁目5-1 099-220-9502

月・火・木・金
10:00～12:00 15:00～17:00
水・土
10:00～12:00
日・祝日は休診
事前に電話連絡をお願いしま
す。

○ 令和4年1月17日

29 鹿児島市 竹ファミリー内科クリニック 鹿児島市西千石町3番21号 099-222-2474

月・水・金
10:00～12:30 15:30～18:00
火
10:00～12:30 15:30～17:00
木・土
10:00～12:30
日曜日・祝祭日
休診

○ ○ 令和4年1月17日 ・来院前に電話連絡をお願いします。

30 鹿児島市 医療法人健幸会天辰病院 鹿児島市桜ヶ丘4丁目1番地8号 099-265-3151

月～金
9:00～18:00
土
9:00～13:00
（お問い合わせ時間）
平日 9:00～16:00
土　 9:00～12:00

○ ○ 令和4年1月11日
・来院前に電話連絡をお願いします。
※水，土は抗原定性検査のみ

31 鹿児島市 医療法人健幸会　あまたつクリニック 鹿児島市桜ヶ丘4丁目1番地6号 099-264-5553

月・火・木・金
9:00～18:00
土
9:00～13:00
水・日・祝日
休み
（お問い合わせ時間）
平日 9:00～16:00
土　 9:00～12:00

○ ○ 令和4年1月11日 ・来院前に電話連絡をお願いします。
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32 鹿児島市 かごしまたんぽぽ小児科 鹿児島市東郡元町5-21-1F 099-202-0010

月曜日～金曜日
9:00～12:00 15:00～18:00
土曜日
9:00～12:00
土曜日午後・日祝日
休診

○ ○ 令和4年1月18日 ・来院前に電話連絡をお願いします。

33 鹿児島市 医療法人敬親会　豊島病院 鹿児島市下荒田3丁目27番1号 099-253-0317
月，火　15:00～17:00
木，金　15:00～17:00
水，土，日・祝　休日

○ 令和4年1月17日

・感染防止及び待ち時間短縮の観点から予約をお奨
めします。
・到着されたら車内より電話連絡をお願いします。
係が参ります。
・電話受付時間：月～金9:00～16:00
・ドライブスルー方式のため，車で来院される方に
限ります。

34 鹿児島市 井後眼科 鹿児島市山下町7番10号 099-227-3000

月～土（祝日は除く）
（午前の部）8:40～13:00
（午後の部）14:30～17:30
【問合せ可能時間】
14:30～17:00（※土日祝は除
く）

○ 令和4年2月1日
・来院前に電話連絡をお願いします。
【問合せ可能時間】
14:30～17:00（※土日祝は除く）

35 鹿児島市 医療法人社団　もりやま耳鼻咽喉科 鹿児島市田上2丁目15番11号 099-286-6262

月・火・水・金・土
8:30～12:30 14:00～18:00
木・日・祝日
休診日

○ 令和4年1月14日 ・来院前に電話連絡をお願いします。

36 鹿児島市 医療法人仁愛会　﨑元病院 鹿児島市東千石町4-13 099-224-5650

月・木・金
9:30～11:00
（電話受付時間）
月～土（祝日除く）
9:00～18:00

○ ○ 令和4年1月17日 ・来院前に電話連絡をお願いします。

37 鹿児島市 医療法人仁愛会　仁愛会病院 鹿児島市南栄5-10-19 099-210-0201

月曜日～金曜日
11:00～12:00
15:00～16:00
土曜日
11:00～12:00
（電話受付時間）
月～金（祝日除く）
10:00～16:00

○ ○ 令和4年1月17日 ・来院前に電話連絡をお願いします。

38 鹿児島市 医療法人仁愛会　仁愛会クリニック 鹿児島市新栄町2-1 099-214-7001
月曜日～土曜日
11:45～12:45

○ ○ 令和4年1月17日 ・来院前に電話連絡をお願いします。

39 鹿児島市 医療法人橙悠会　耳鼻咽喉科ミック 鹿児島市中央町6番地8　メディカルプラザ中央5F 099-822-0319
水曜日，木曜日，金曜日
10:00～13:00，15:00～18:00

○ ○ 令和4年1月19日

40 鹿児島市 れいめい薬局　中央店 鹿児島市中央町6-8メディカルプラザ中央1F 070-5484-9790

月・水・木・金
10:00～19:30
土
10:00～18:00
日
10:00～13:00
火・祝日は休み

○ ○ 令和4年1月19日
・来局前に電話連絡をお願いします。
・ドライブスルー方式のため，車で来局をお願いし
ます。

41 鹿児島市 医療法人　上原クリニック 鹿児島市山田町221-1 099-275-0010

月曜日～金曜日
9:00～17:00
（12:00～14:30は除く）
※祝日は除く

○ 令和4年1月17日 ・来院前に電話連絡をお願いします。

42 鹿児島市
株式会社　九州保健ラボラトリー
フェリーとしまターミナル申込会場

鹿児島市本港新町6 099-218-3636
一般検査事業時は休まず営業
開場9:00～18:00
最終受付17:30まで

○ 令和4年1月19日

・予約不要でのご来場，受付をして頂き,インター
ネットでのお申込みのみとなります。
・受付時にご登録いただいたＷＥＢシステム上で、
受検者様ご自身での結果確認となります。

43 鹿児島市
株式会社　九州保健ラボラトリー
鹿児島中央駅東口駅前広場申込会場

鹿児島市中央町ＪＲ鹿児島中央駅前東口広場 099-218-3636
一般検査事業時は休まず営業
開場9:00～18:00
最終受付17:30まで

○ 令和4年1月19日

・予約不要でのご来場，受付をして頂き,インター
ネットでのお申込みのみとなります。
・受付時にご登録いただいたＷＥＢシステム上で、
受検者様ご自身での結果確認となります。

44 鹿児島市 服部内科クリニック 鹿児島市東谷山5丁目26番10号 099-269-6633
月～金
9:00～12:00 14:00～17:00

○ 令和4年1月20日 ・来院前に電話連絡をお願いします。



鹿児島県新型コロナウイルス感染防止対策PCR等検査無料化事業　登録実施事業者一覧

令和4年1月25日時点

市町村 名称 所在地
問合せ先
電話番号

受付時間等
ＰＣＲ
等検査

抗原定
性検査

事業開始
予定日

備考

無料検査の種類にはＰＣＲ等検査や抗原定性検査があり，実施事業者によって
検査の種類や方法が異なりますので，検査の種類をご確認ください。

45 鹿児島市 今村クリニック 鹿児島市易居町1番13号 099-222-5758
月曜日～土曜日
9:00～12:00

○ 令和4年1月24日

46 鹿児島市 べっぷ薬局　アリーナ前 鹿児島市永吉1丁目11番10号 099-202-0057

月～金
9:00～18:00
土
9:00～13:00

○ 令和4年1月20日 ・来局前に電話連絡をお願いします。

47 鹿児島市 医療法人裕智会　東・うえまつクリニック 鹿児島市荒田1-11-1 090-5283-2888

月火水金
11:00～13:00 14:30～18:30
木土
11:00～13:00

○ ○ 令和4年1月24日

・必ず来院前に電話連絡をお願いします。来院時間
をご案内致します。
・PCR無料検査専用電話番号　090-5283-2888
　（受付け時間月火水金9：30-17：30、木土9：30-
12：00まで）
・到着されたら車内より電話連絡をお願いします。
係が参ります。
・ドライブスルー方式のため，車で来院される方に
限ります。

48 鹿児島市 医療法人敬愛会　中江病院 鹿児島市西千石町4番13号 099-224-3121

月
11:00～12:30
16:00～17:30
火～土
16:00～17:30

○ 令和4年1月25日

・来院前に電話連絡をお願いします。
（お問い合わせ可能時間）
月～金 9:00～15:00（祝日は除く）にお願い致しま
す。

49 鹿児島市 社会医療法人三愛会　三愛病院 鹿児島市郡元3丁目14番7号 099-252-6622
月曜日～金曜日
15:00～17:00

○ 令和4年1月24日

・来院前に電話連絡をお願いします。
（電話対応時間）
月～金曜日
9:00～12:00／14:00～17:00
（祝日を除く）

50 鹿児島市 社会医療法人三愛会　リハビリホスピタル三愛 鹿児島市真砂町73番20号 099-257-1010
月曜日～金曜日
15:00～17:00

○ 令和4年1月24日

・来院前に電話連絡をお願いします。
（電話対応時間）
月～金曜日
9:00～12:00／14:00～17:00
（祝日を除く）

51 鹿屋市 木下グループPCR検査センター　リナシティかのや店 鹿屋市大手町1-1 03-5908-0152
9:00～16:00
（受付は15:30まで）

○ ○ 令和4年1月26日

事前に検査日時のご予約・アカウントご登録をお願
いします。
検査センターの窓口で鹿児島県が定めている申込書
の記入・提出と身分証明書の提示をお願い致しま
す。
来店時にも記入は可能ですが、鹿児島県のホーム
ページよりデータが配布されておりますので、感染
予防のため滞在時間短縮の観点から事前に記入・持
参頂くことを推奨しております。
※検査結果通知のために、アカウント登録を行って
いただく必要が御座います。
※混雑状況によって入店迄しばらくお待ちいただく
可能性が御座います。予めご了承ください。

52 鹿屋市 医療法人　ひろた耳鼻咽喉科 鹿屋市札元2-3808-1 0994-42-4133

月，火，水，金曜日
9:00～12:00 14:00～18:00
木，土曜日
9:00～12:00

○ ○ 令和4年1月11日 ・来院前に電話連絡をお願いします。

53 枕崎市 医療法人厚生会　小原病院 枕崎市折口町109番地 0993-72-2226
月曜日～金曜日
9:00～15:30
※祝日はできません。

○ ○ 令和4年1月6日
・来院前に電話連絡をお願いします。
・問合せは平日8:30～17:00までの間にお願いしま
す。

54 枕崎市 有限会社錦江薬局　枕崎店 枕崎市松之尾町6番地 0993-72-3776

月～金曜日
9:00～18:00
土曜日
9:00～13:00

○ 令和4年1月11日
・来局前に電話連絡をお願いします。
（お問い合わせ時間）月～金　10:00～17:00

55 阿久根市 社会医療法人昴和会　内山病院 阿久根市高松町22番地 0996-73-1551
月曜日～金曜日
10:00～11:30
14:00～15:00

○ ○ 令和4年2月1日



鹿児島県新型コロナウイルス感染防止対策PCR等検査無料化事業　登録実施事業者一覧

令和4年1月25日時点

市町村 名称 所在地
問合せ先
電話番号

受付時間等
ＰＣＲ
等検査

抗原定
性検査

事業開始
予定日

備考

無料検査の種類にはＰＣＲ等検査や抗原定性検査があり，実施事業者によって
検査の種類や方法が異なりますので，検査の種類をご確認ください。

56 阿久根市 鶴見医院 阿久根市鶴見町119 0996-73-0553

月曜日～金曜日
9時00分～18時00分
（12時30分～14時00分は除く）
土曜日
9時00分～14時00分

○ ○ 令和4年1月24日 ・一日５名まで

57 出水市 医療法人結心会　友愛クリニック 出水市高尾野町大久保2012-1 0996-64-2101

月～木曜日
8:30～12:30 14:00～18:00
土曜日
9:00～12:30 14:00～18:00

○ 令和4年1月11日 ・来院前に電話連絡をお願いします。

58 出水市 株式会社中村五郎薬局 出水市明神町387 0996-67-1078
月～金
8:30～17:30

○ 令和4年1月21日
・お電話にてご相談ください。ドライブスルー方式
です。

59 指宿市 ハート薬局 指宿市大牟礼3-7-1 0993-23-2377
（月～金曜日）8:30～18:00
（土曜日）8:30～12:30
（日・祝日）休業日

○ ○ 令和4年1月4日 ・来院前に電話連絡をお願いします。

60 指宿市 医療法人慧　幸南クリニック 指宿市西方6733 0993-25-6090

月・火・木・金曜日
9:00～18:00
（12:30～14:00は除く）
水・土曜日
9:00～12:30

○ ○ 令和4年1月11日

61 指宿市 南記念クリニック 指宿市大牟礼3丁目24-15 0993-23-3730

月・火・木・金
午前8時半～12時
午後2時～17時
水
午前8時半～12時

○ ○ 令和4年1月12日 ・来院前に電話連絡をお願いします。

62 西之表市 百合砂診療所 西之表市鴨女町98番 0997-28-3901

月～金
8:00～16:00
火と土
8:00～11:00
土
12:00（午後）からと日・祝日
は休み

○ ○ 令和4年1月19日 ・来院前に電話連絡をお願いします。

63 垂水市 小みかん薬局 垂水市南松原町10番地 0994-32-8118

月～金曜日
9:00～18:10
土曜日
9:00～13:10
日曜日・祝日は休み

○ 令和4年1月13日

64 薩摩川内市 医療法人　大海クリニック 薩摩川内市中郷3丁目65番地 0996-27-6700

月～木　9:00～17:30
金～土　9:00～16:00
日　　　9:00～16:00
※祝日は休診です。
※来院前に電話連絡をお願いい
たします。
※お問い合わせ可能時間
月～金　AM)9:00～12:00
        PM)14:00～17:00
問合せは平日（土・日・祝日は
除く）にお願いいたします。

○ ○ 令和4年1月4日 ・来院前に電話連絡をお願いします。

65 薩摩川内市 医療法人　大海宮崎クリニック 薩摩川内市宮崎町3000番地 0996-20-1300
月～土　8:30～12:30
月～金　14:00～17:30
日祝：休診

○ ○ 令和4年1月4日 ・来院前に電話連絡をお願いします。

66 薩摩川内市 薩摩川内市里診療所 薩摩川内市里町里1922番地 09969-3-2023
月曜日～金曜日
 8:30～17:15
（12:00～13:00は除く）

○ ○ 令和4年1月20日



鹿児島県新型コロナウイルス感染防止対策PCR等検査無料化事業　登録実施事業者一覧

令和4年1月25日時点

市町村 名称 所在地
問合せ先
電話番号

受付時間等
ＰＣＲ
等検査

抗原定
性検査

事業開始
予定日

備考

無料検査の種類にはＰＣＲ等検査や抗原定性検査があり，実施事業者によって
検査の種類や方法が異なりますので，検査の種類をご確認ください。

67 薩摩川内市 あおい薬局 薩摩川内市中郷三丁目62番地 0996-27-7440

月曜日～金曜日
14:00～16:00　（祝日を除く）
専用ダイヤル
080－8775－7711
月曜日～金曜日
14:00～16:00　（祝日を除く）

○ 令和4年1月27日
・来店前に電話連絡をお願いします。
・検査はドライブスルー方式のため受検者は車で来
局できる方に限ります。

68 薩摩川内市 ひかり調剤薬局 薩摩川内市中郷1-11-2 0996-22-7902

月～金
9:00～18:00
（12:30～14:30除く）
土
9:00～12:00
日・祝日
休日

○ 令和4年1月17日

69 薩摩川内市 薩摩川内市上甑診療所 薩摩川内市上甑町中甑490-1 09969-2-0010
月曜日～金曜日
8:30～17:15
（12:00～13:00は除く）

○ ○ 令和4年1月17日

70 薩摩川内市 薩摩川内市鹿島診療所 薩摩川内市鹿島町1536番地1 09969-4-2019
月曜日～金曜日
8:30～17:15
（12:00～13:00は除く）

○ ○ 令和4年1月17日

71 薩摩川内市 下甑手打診療所 薩摩川内市下甑町手打956番地 09969-7-0031
月曜日～金曜日
8:30～17:15
（12:00～13:00は除く）

○ ○ 令和4年1月17日

72 薩摩川内市 医療法人杏政会　高江記念病院 薩摩川内市永利町2504-1 0996-23-2100
月～金（除く祝日）
10:00～12:00
14:00～17:00

○ ○ 令和4年2月1日

73 日置市 医療法人誠心会　ひおき診療所 日置市日吉町日置1150番地１ 099-292-2146

月～水・金
　AM 10：00～12：00
　PM 14：00～16：00
木・土
　AM 9:00～10：30
　PM 休診
日・祝
　休診

○ ○ 令和4年1月25日 ・必ず来院前に電話連絡をお願いします。

74 日置市 医療法人誠心会　前原やすしクリニック 日置市吹上町小野1481-1 099-296-6788

月～金
　AM 10：00～12：00
　PM 14：00～16：00
土
　AM 9：00～10：30
日・祝
　休診

○ ○ 令和4年1月27日 ・必ず事前に電話連絡をお願いします。

75 日置市 社会福祉法人恵里会　百花クリニック 日置市伊集院町徳重338-1 099-272-0088
月曜日～土曜日
9:00～12:00　14:00～17:00
日曜・祝日　休診

○ 令和4年2月1日 ・来院前に電話連絡をお願いします。

76 日置市 医療法人　大石医院 日置市東市来町湯田2153 099-274-3211
月、火、水、金 8:30～18:00
土　8:30～17:30

○ 令和4年1月4日 ・来院前に電話連絡をお願いします。

77 日置市 みやび薬局 日置市東市来町湯田2992 099-274-6070

月～金
8:30～18:00
土
8:30～13:00
日・祝
休日

○ 令和4年2月1日

78 日置市 医療法人　しいの内科クリニック 日置市吹上町永吉14245-1 099-299-3111

月～土
8:30～12:30
火・水・金
15:00～17:00

○ ○ 令和4年1月20日



鹿児島県新型コロナウイルス感染防止対策PCR等検査無料化事業　登録実施事業者一覧

令和4年1月25日時点

市町村 名称 所在地
問合せ先
電話番号

受付時間等
ＰＣＲ
等検査

抗原定
性検査

事業開始
予定日

備考

無料検査の種類にはＰＣＲ等検査や抗原定性検査があり，実施事業者によって
検査の種類や方法が異なりますので，検査の種類をご確認ください。

79 日置市 湯之元記念クリニック 日置市東市来町湯田3614番地 099-274-2521

月～金
14:00～17:00
土
10:00～12:00
祝日
休診

○ ○ 令和4年1月24日 ・来院前に電話連絡をお願いします。

80 曽於市 かこいクリニック 曽於市末吉町南之郷114 0986-76-6816

月火木金
9:00～17:00
水
9:00～12:30
土
9:00～13:00

○ 令和4年1月7日

82 霧島市 木下グループPCR検査センター鹿児島空港店 霧島市溝辺町麓822　鹿児島空港国内線ターミナルビル１階 03-4333-1640
8:00～20:00
（受付は19:30まで）

○ ○ 令和3年12月28日

事前に検査日時のご予約・アカウントご登録をお願
いします。
検査センターの窓口で鹿児島県が定めている申込書
の記入・提出と身分証明書の提示をお願い致しま
す。
来店時にも記入は可能ですが、鹿児島県のホーム
ページよりデータが配布されておりますので、感染
予防のため滞在時間短縮の観点から事前に記入・持
参頂くことを推奨しております。
※検査結果通知のために、アカウント登録を行って
いただく必要が御座います。
※混雑状況によって入店迄しばらくお待ちいただく
可能性が御座います。予めご了承ください。

83 霧島市 医療法人　伊東内科クリニック 霧島市横川町上ノ3390番地16 0995-72-9088

月曜日～金曜日
8:30～12:30 14:00～17:30
土曜日
8:30～12:30

○ 令和4年1月11日

84 霧島市 医療法人大成会　大庭医院 霧島市牧園町宿窪田941-1 0995-76-1984 水曜日　14:00～16:00 ○ 令和4年1月5日 ・来院前に電話連絡をお願いします。

85 霧島市 医療法人春成会　鵜木医院 霧島市国分中央3丁目19番15号 0995-45-0011

月～水，金
8:30～12:00 15:00～17:00
木・土，祝日
8:30～12:00

○ 令和4年1月22日

・事前の電話予約が必要です。
・申込書はできる限り鹿児島県のホームページより
ダウンロードしていただき来院前の記入をお願いい
たします。

86 霧島市 霧島市民薬局 霧島市国分中央3丁目38番16号 0995-45-4338

平日
14時～18時
土曜日
なし
日祝日・8/14､15・12/30～1/3
9時30分～17時

○ 令和4年1月20日

・キット数に限りがあるので電話してから来てくだ
さい。
・PCR検査は出来ません、抗原検査のみです。調剤の
通常業務での繁忙時間は出来ないことも有りますの
で、電話をしてから来てください。鼻腔拭い液の採
取を自ら行っていただきますのでその際は、以下の
動画を見てからの来局をお願いします。
https://www.adtec-inc.co.jp/info/202107/469/
・1日の検査できる数には限りがあります。

87 いちき串木野市 みやび薬局　市来店 いちき串木野市大里3910-6 0996-21-5030

月・火・水・金・土
　8:15～18:10
木　8:15～16:30
日・祝　休日

○ 令和4年2月1日

88 いちき串木野市 医療法人あさひ会　金子病院 いちき串木野市照島6002番地 0996-33-0011

月曜日～金曜日
9:00～12:30
(受付9:00～12:00)
14:00～18:00
(受付14:00～17:30)
土曜日
9:00～12:30
(受付9:00～12:00)
日曜日・祝日
休診

○ 令和4年1月17日

https://www.adtec-inc.co.jp/info/202107/469/


鹿児島県新型コロナウイルス感染防止対策PCR等検査無料化事業　登録実施事業者一覧

令和4年1月25日時点

市町村 名称 所在地
問合せ先
電話番号

受付時間等
ＰＣＲ
等検査

抗原定
性検査

事業開始
予定日

備考

無料検査の種類にはＰＣＲ等検査や抗原定性検査があり，実施事業者によって
検査の種類や方法が異なりますので，検査の種類をご確認ください。

89 南さつま市 加藤小児科内科 南さつま市加世田武田18265番地 0993-52-2239

月曜日～金曜日
9:00～18:00
（12:00～14:00は除く）
土曜日
9:00～13:00

○ ○ 令和4年1月24日 ・来院前に電話連絡をお願いします。

90 志布志市 医療法人長命会　山口内科 志布志市志布志町志布志3224-9 099-473-1188

月～金
9:40～11:00 14:30～18:30
土
9:40～11:30
日・祝
休日

○ ○ 令和4年1月7日

91 志布志市 医療法人松風会　松下医院 志布志市志布志町安楽52-3 099-472-1124

月火水金
8:30～11:00 14:00～17:00
水土
8:30～11:00

○ 令和4年1月12日 ・来院前に電話連絡をお願いします。

92 志布志市 有限会社　めろん調剤薬局 志布志市有明町野神3603-7 099-471-5020

月火木金
8:30～18:30
水
9:00～17:00
土
8:30～17:00
日祝休日

○ 令和4年1月20日

93 奄美市 奄美市住用国民健康保険診療所 奄美市住用町西仲間111 0997-69-2620
月曜日～金曜日
9:00～11:00

○ ○ 令和4年1月12日 ・来院前に電話連絡をお願いします。

94 奄美市 医療法人奎英会　むかいクリニック 奄美市名瀬小浜町24番10号 0997-55-1777

月曜日～金曜日
8:30～18:00
土曜日
8:30～12:00

○ ○ 令和4年1月12日

95 奄美市 株式会社パソラボ　奄美申込会場 奄美市名瀬長浜町517（奄美文化センター） 0997-53-3552

月～土
8:30～16:00
日・祝
休み（一般検査事業となった場
合は8:30～16:00）
※1/17(月)は施設メンテナンス
のため休み

○ 令和4年1月15日

96 奄美市 すみよう薬局 奄美市住用町西仲間109番地 0997-57-6012

月～金
9:00～18:00
土
9:00～12:00
日祝日
休み

○ ○ 令和4年1月17日

97 奄美市 すえひろ薬局　朝日店 奄美市名瀬朝日町11番4 0997-57-6012

月～金
9:00～18:00
土
9:00～12:30
日祝日
休み

○ ○ 令和4年1月17日

98 奄美市 有限会社　平井薬局 奄美市名瀬鳩浜町322番地 0997-52-0761
月曜日～金曜日
14:00～17:00

○ ○ 令和4年1月24日

99 奄美市 いい・かねゆきクリニック 奄美市名瀬長浜町4番11号 0997-55-0303

月～金
13:00～16:30
土
10:30～11:30
日祝
休診

○ 令和4年1月17日 ・来院前に電話連絡をお願いします。

100 奄美市 木下グループPCR検査センター奄美空港店 奄美市笠利町大字和野374-4 03-4333-1640
8:00～19:00予定
最終受付18:30

○ ○ 令和4年1月21日

101 南九州市 しんまち薬局 南九州市川辺町田部田3098-1

月曜日～金曜日
　9:00～18:00
土曜　9:00～16:00
日曜・祝日　9:00～13:00

○ 令和4年1月24日



鹿児島県新型コロナウイルス感染防止対策PCR等検査無料化事業　登録実施事業者一覧

令和4年1月25日時点

市町村 名称 所在地
問合せ先
電話番号

受付時間等
ＰＣＲ
等検査

抗原定
性検査

事業開始
予定日

備考

無料検査の種類にはＰＣＲ等検査や抗原定性検査があり，実施事業者によって
検査の種類や方法が異なりますので，検査の種類をご確認ください。

102 南九州市 医療法人雅集会　かわなべ共立内科 南九州市川辺町田部田3971番地 0993-56-1100

月・火・木・金
　10:00～12:00
　14:00～16:00
水・土
　10:00～12:00
日・祝
　休診

○ 令和4年1月24日

・来院前に電話連絡をお願いします。
・ドライブスルー方式のため、車で来院される方に
限ります。
・申込書はできる限り、鹿児島県のホームページよ
りダウンロードしていただき、事前の記入・持参を
お願いします。

103 南九州市 かりや内科クリニック 南九州市川辺町平山6806 0993-56-6133

月・火・木・金
9:00～12:00 14:00～17:00
水・土
9:00～12:00
日・祝
休み

○ ○ 令和4年1月20日

104 南九州市 南さつま調剤薬局 南九州市川辺町永田4164-14 0993-78-4411
月～日
9:00～0:00

○ 令和4年2月1日
・検査を受けられる方は，事前に薬局に連絡をお願
いします。(電話：0993-78-4411)

105 姶良市 医療法人王寿会　さんのう内科 姶良市加治木町諏訪町188番地 0995-63-3000

月曜日～金曜日
　9：00～12：00
　14：30～17：30
土曜日　9：00～12：00
日曜日・祝日　休日

○ 令和4年1月20日

・来院前に電話予約をお願いします。
・可能な方は申込書を、鹿児島県のホームページよ
りダウンロードしていただき、事前の記入・持参を
お願い致します。
・ドライブスルー方式のため、車で来院される方に
限ります。

106 姶良市 医療法人健育会　たけうちクリニック 姶良市西餅田140番地 0995-64-5550

月～金
9:00～12:30　14:30～18:00
土
9:00～12:30

○ 令和4年1月4日

107 姶良市 内倉医院 姶良市東餅田2362 0995-65-2548

月・火・水・金・土
9:00～13:00 15:00～18:00
木
9:00～13:00
日・祝
休日

○ ○ 令和4年1月12日 ・まずは当院のホームページをご確認ください。

108 姶良市 青雲会病院　特設検査センター 姶良市西餅田3011 0995-66-3080
月曜日～金曜日
11:00～12:00

○ ○ 令和4年1月11日 ・人数制限　１日50人まで

109 さつま町 医療法人恒仁会　さつまクリニック さつま町求名12552-2 0996-57-0020

月～金
9時～17時半
（受付は16時まで）
土
9時～12時半（第2土曜休み）
（受付は11時まで）
日・祝日休み

○ ○ 令和3年12月28日 ・来院前に電話連絡をお願いします。

110 さつま町 青空薬局 さつま町柏原2820番地 0996-52-0101

月～金　8:30～17:30
土　8:30～12:30
検査対応時間
月～金
8:30～9:30 14:00～17:00
土
8:30～9:30

○ ○ 令和4年1月11日

111 長島町 長島町国民健康保険鷹巣診療所 長島町鷹巣1841-6 0996-86-1153

月曜日～金曜日
10:00～15:00
（12:00～13:00は除く）
祭日は休み

○ ○ 令和4年1月27日 ・来院前に電話連絡をお願いします。

112 湧水町 田代医院 湧水町木場161番地 080-2137-6637
月～木
9:00～12:00
14:00～15:00

○ ○ 令和4年1月17日

※必ず事前に電話をしてください。
専用電話080-2137-6637
（電話受付時間）
平日：9～12時・14時～17時
土曜：9～12時

113 南種子町 ことぶき薬局 南種子町中之上3026-1 0997-26-6661
月～木　13:00～15:00
金　9:00～11:00
土日祝　休み

○ 令和4年1月17日

114 南種子町 元気薬局 南種子町中之上1700-157 0997-24-1389
月～金　12:30～15:00
土日祝　休み

○ 令和4年1月17日
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令和4年1月25日時点

市町村 名称 所在地
問合せ先
電話番号

受付時間等
ＰＣＲ
等検査

抗原定
性検査

事業開始
予定日

備考

無料検査の種類にはＰＣＲ等検査や抗原定性検査があり，実施事業者によって
検査の種類や方法が異なりますので，検査の種類をご確認ください。

115 南種子町 ともファミリークリニック 南種子町中之上3038-2 0997-24-1129

月～木
12:00～15:00
金
8:30～10:30
土日・祝
休日

○ ○ 令和4年1月17日

116 屋久島町 風林堂薬局 屋久島町栗生1751番地5 0997-49-8919

月～金
8:30～17:00
検査は午後のみ（木曜除く）
土日祝祭日は休業

○ 令和4年1月28日
・来店前に電話連絡をお願いします。
・検査は午後のみとなります（木曜日除く）。

117 宇検村 国民健康保険宇検診療所 宇検村湯湾37 0997-67-2030

月～金
10:00～11:00
（休日）
土日祝祭日

○ ○ 令和4年1月17日

118 瀬戸内町 古仁屋調剤薬局 瀬戸内町古仁屋大湊6番地 0997-57-6012

月～金
8:30～18:30
土
8:30～13:00
日祝日
休み

○ ○ 令和4年1月17日

119 瀬戸内町 南部調剤薬局 瀬戸内町阿木名1975 0997-57-6012

月・木・金
8:30～19:00
火
8:30～18:00
水
8:30～17:00
土
8:30～12:30
日祝日
休み

○ ○ 令和4年1月17日

120 瀬戸内町 マリン薬局 瀬戸内町古仁屋瀬久井西17-7 0997-57-6012

月～金
8:30～18:00
土
8:30～12:30
日祝日
休み

○ ○ 令和4年1月17日

121 徳之島町 マリン薬局徳之島店 大島郡徳之島町亀津5222-1 0997-82-2880

月・火・木・金
　8:30～17:30
水
　8:30～15:00
土
　8:30～12:00

○ ○ 令和4年1月26日

122 徳之島町 いなだ整形・内科クリニック 徳之島町亀津5222-1 0997-83-3800

月・火・木・金
8:00～12:00 14:00～18:00
水・土
8:00～12:00
日・祝日
休診

○ ○ 令和4年1月18日

123 天城町 へとの調剤薬局 天城町天城字石皿又1531-17 0997-85-5385
月曜日～土曜日
9:00～18:00
日曜・祝日　休日

○ 令和4年1月20日


