
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4月1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。
※抗原定量検査実施中

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
・来院前に電話連絡をお願いします。
・1日の検査数は午前20件，午後20件までとさせてい
ただきます。

3 鹿児島市 医療法人　木村外科内科 鹿児島市石谷町2101-7
090-6944-4408
090-6944-4402

（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。
・毎週土曜日に行うＰＣＲ検査について，午前中の
み検体採取は行いますが結果報告は月曜日になりま
す。ただし，陽性の検査結果が出た場合は別途連絡
を致します。
・検査は原則予約制として，翌日分を前日午後2時か
ら午後5時まで受付します。ただし，規定人数に達し
たらその時点で受付を終了します。

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 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。

7 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

8 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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9 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
　10:00～12:00 16:00～17:30
土
　10:00～12:00 16:00～16:30
日曜日については，お問い合わ
せください。
休診日：火・祝日

○ 令和4年1月27日

10 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
日曜・祝日　休み

○ ○

令和4年1月24日
（ＰＣＲ検査は令
和4年2月17日開始
予定）

・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。

11 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。

12 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。

13 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 090-2858-3954

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。
(電話お問合せ時間)
月～木：9:00～11:30／14:00～16:30
金土：9:00～11:30

14 鹿児島市 白男川薬局 鹿児島市上本町3-17 080-9181-4043

月～土
8：50～16：00
日
8：50～13：00

○ ○ 令和4年2月1日

・事前にお電話で検査日時のご予約をお願いしま
す。(1ヶ月以内の日程で予約をお願いしております)
・鹿児島県が定めている申込書の記入・提出と本人
確認をお願いしております。来局時にも記入は可能
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・持参いただくことを推奨して
おります。
・ドライブスルー方式をご希望の方は到着されたら
車内より電話連絡をお願い致します。
・安心安全なドライブスルー方式を主体としており
ますが、徒歩の方は専用スペースを準備しておりま
すのでご相談ください。
・抗原検査の場合、鼻腔ぬぐい液の採取を自ら行っ
ていただきます。以下の動画を見てから来局いただ
けますとスムーズに検査できます。
https://www.adtec-inc.co.jp/info/202107/469/
・ご予約、結果報告にLINE＠(＠888sdmbq)を推奨し
ております。HPより追加をお願い致します。
※混雑状況によって検査までしばらくお待ちいただ
く可能性が御座いますので予めご了承ください

15 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 ・来院前に電話連絡をお願いします。

16 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～金
12:00～13:00

○ ○ 令和4年1月26日 ・来院前に電話連絡をお願いいたします。

17 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

一般検査事業期間は毎日開場
9:00～12:00
13:00～17:00
（最終受付16:30まで）
（ご来場者数の状況により受付
を終了とさせていただきま
す。）

○ 令和4年1月26日

・事前予約不要。
・直接ご来場の上，ご自身のスマートフォンなどを
使用し，インターネット登録でのお申し込みとなり
ます。
・検査結果は，登録時に入力された情報にて，イン
ターネット上でご自身での結果確認となります。
・詳細は弊社ブログ：https://kyusyu-
hokenlab.hatenablog.com/をご確認下さい。

https://www.adtec-inc.co.jp/info/202107/469/
https://kyusyu-
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18 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

月木金　18:00-23:00
メールでの事前予約が必要（相
談次第で上記以外の時間でも対
応可）

○ ○ 令和3年12月27日
検査希望者は事前にメールで問合せをお願いしま
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。

19 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。

20 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。

21 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。
・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，車での来局をお願い
します。徒歩の方はご相談ください。

22 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。

23 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。

24 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

25 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。

26 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
・要電話予約
・電話受付時間は診療時間内に限る。

27 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

28 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
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29 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。

30 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。

31 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。

32 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）

33 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。

34 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

受付時間等
月・火・水
14:00～16:00
（問合せ可能時間）
月・火・水
14:00～16:00

○ ○ 令和4年1月17日 ・来院前に電話連絡をお願いします。

35 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。

36 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。

37 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

月，水，木，金
10:00～13:00，15:00～18:00
土
10:00～15:00
日
10:00～13:00
火曜日と祝日は休診

○ ○ 令和4年1月19日

38 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・土
10:00～18:00
祝日，日，火　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。

39 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。



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4月1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。

40 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

一般検査事業期間は毎日開場
10:00～13:00
14:00～18:00
（最終受付17:30まで）
（ご来場者数の状況により受付
を終了とさせていただきま
す。）

○ 令和4年1月19日

・事前予約不要。
・直接ご来場の上，ご自身のスマートフォンなどを
使用し，インターネット登録でのお申し込みとなり
ます。
・検査結果は，登録時に入力された情報にて，イン
ターネット上でご自身での結果確認となります。
・詳細は弊社ブログ：https://kyusyu-
hokenlab.hatenablog.com/をご確認下さい。

41 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。

42 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

43 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。

44 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。

45 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
16:00～17:00
火～土
16:00～17:00

○ ○ 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。

46 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
（抗原定性検査は
令和4年4月1日開
始予定）

・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）

47 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
（抗原定性検査は
令和4年4月1日開
始予定）

・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）

48 鹿児島市 みなみの薬局 鹿児島市長田町15-8 099-225-0003

月・金
13:00～16:00
火～木
10:00～16:00
土日・祝
休日

○ ○ 令和4年2月14日 ・来局前に電話連絡をお願いします。

49 鹿児島市 ゆあさこどもクリニック 鹿児島市宇宿8丁目8-25 099-284-7277

月～土
9:30～10:30
月・火・木・金
15:00～16:00

○ 令和4年1月27日 ・来院前に電話連絡をお願いします。

50 鹿児島市 医療法人一心会　神田医院 鹿児島市坂元町1327 099-247-1288
月・水・金
15:00～16:00

○ ○ 令和4年2月1日 ・来院前に電話連絡をお願いします。

51 鹿児島市 かみぞの薬局　明和店 鹿児島市明和1丁目26-5 099-281-2200
月曜日～金曜日
14:00～17:00

○ 令和4年2月1日

52 鹿児島市 しあわせ調剤薬局 鹿児島市西伊敷3丁目18-6 099-218-2224

月・火・木・金
9:00～18:00
水土日・祝
休日

○ 令和4年2月7日 ・来局前に電話連絡をお願いします。

https://kyusyu-


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4月1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。

53 鹿児島市 きいれ浜田クリニック 鹿児島市喜入町6988-1 099-345-0077

月～金
8:30～11:00
14:00～17:00
土
8:30～11:00
日・祝
休日

○ ○ 令和4年1月28日

・来院前に電話連絡(099-345-0077)をお願いしま
す。直接来院された場合，お断りする場合がござい
ます。
・基本はＰＣＲ検査としております。抗原検査はご
本人が検体を採取できる方のみです。
・検査数に限りがございますので，お断りすること
がございます。

54 鹿児島市 医療法人たけのこ会　みなみクリニック 鹿児島市鴨池2丁目4-1 099-254-0043

月火木金
11:30～12:30 14:30～15:30
水
08:00～09:00 11:30～12:30
土
08:00～09:00 11:30～12:30

○ 令和4年2月2日

55 鹿児島市 さかもと薬局Ａコープ桜ヶ丘店 鹿児島市桜ヶ丘4丁目1番13号Ａコープ桜ヶ丘店内 099-265-0170
月曜日～金曜日
13:00～17:00

○ 令和4年2月4日

56 鹿児島市 RIZAP鹿児島店 鹿児島市中町1-5 MARUZENⅡビル4F 0120-991-725
毎日
10:00～17:00

○ 令和4年2月1日

57 鹿児島市 整形外科玉里温泉クリニック 鹿児島市下伊敷1-8-18 070-2362-3849

月曜日～金曜日
10:00～15:00
（13:00～14:30は除く）
土曜・日曜・祝日は休み

○ ○ 令和4年2月7日

・事前に検査日時のご予約を必ずお願いします。(予
約専用電話：070-2362-3849)
・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。
・来院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
参頂くことをお願いしております。
※混雑状況によって、しばらくお待ちいただく可能
性がございます。予めご了承ください。

58 鹿児島市 TCB東京中央美容外科　鹿児島院 鹿児島市中央町11 鹿児島中央ターミナル2階

不定休
10:00～19:00
（クリニックの休診日に準ず
る）

○ 令和4年2月16日
・予約不要
・受付日はクリニックの営業日に準じる
・（URL）https://pcr.tokyo-brain.clinic/

59 鹿児島市 医療法人吉幸会　吉耳鼻咽喉科アレルギー科 鹿児島市川上町2571-1 099-295-7123

月～木 午前
8:30～9:30
月火木　午後
15:00～17:00

○ ○ 令和4年2月3日 ・来院前に電話連絡をお願いします。

60 鹿児島市 スター調剤薬局　坂之上店 鹿児島市光山2丁目10-25 099-230-0022
月～土
13:00～16:00
日祝は休み

○ ○ 令和4年2月24日

61 鹿児島市 白男川薬局　かもいけ店 鹿児島市真砂町34-3 099-230-7433
月～金
13:00～15:00
土日祝は休み

○ ○ 令和4年2月24日

62 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

月～土（日・祝日は休み）
9:30～12:00
13:00～17:00
（最終受付16:30まで）
（ご来場者数の状況により受付
を終了とさせていただきま
す。）

○ 令和4年1月19日

・事前予約不要。
・直接ご来場の上，ご自身のスマートフォンなどを
使用し，インターネット登録でのお申し込みとなり
ます。
・検査結果は，登録時に入力された情報にて，イン
ターネット上でご自身での結果確認となります。
・詳細は弊社ブログ：https://kyusyu-
hokenlab.hatenablog.com/をご確認下さい。

63 鹿児島市 株式会社今村薬局 鹿児島市西伊敷4-16-1 099-220-2655

月～金
9:00～18:00
土
9:00～12:30
日・祝
休日

○ 令和4年3月7日

https://pcr.tokyo-brain.clinic/
https://kyusyu-


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4月1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。

64 鹿児島市
ブレインクリニック浜松町
鹿児島中央ターミナルビル2階特設ステージ
（南国交通株式会社）

鹿児島市中央町11番地　鹿児島中央ターミナルビル2階

月～金
09：30-17:00
(最終受付：16:30)
土日祝は運営なし

○ 令和4年3月7日
https://pcr.tokyo-brain.clinic/
※予約不要

65 鹿児島市 鹿児島市医師会臨床検査センター 鹿児島市加治屋町3番10号 099-226-8827
月～金
14:30～16:00

○ 令和4年3月22日

66 鹿児島市 白男川薬局　中央駅店 鹿児島市西田2丁目28-10 080-9180-9624
日・祝　9:00～13:00
月～土は休み

○ ○ 令和4年3月10日

67 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。

68 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。

69 鹿屋市 医療法人採苑会　園田クリニック 鹿屋市旭原町3627-4 0994-43-8181

月曜日～水曜日
10:00～12:00
13:00～16:00
木曜日
10:00～12:00

○ ○ 令和4年2月1日

70 鹿屋市 医療法人徳洲会　吾平クリニック 鹿屋市吾平町麓3322-1 0994-58-5555

月～金
14:00～17:00
土
14:00～16:00
※月の第1土曜日は検査不可

○ ○ 令和4年2月15日

71 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。

72 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

73 枕崎市 社会医療法人慈生会　ウエルフェア九州病院 枕崎市白沢北町191番地 0993-72-0055
月曜日～金曜日
9:00～15:00
※土日祝日はできません。

○ 令和4年2月15日

・来院前に電話連絡をお願いします。
・申込書は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。

74 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

75 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

76 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。

77 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。

https://pcr.tokyo-brain.clinic/
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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。

78 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。

79 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

80 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。

81 指宿市 医療法人　指宿おおしげ内科 指宿市十二町2188-7 0993-23-0788

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

○ 令和4年2月7日 ・来院前に電話連絡をお願いします。

82 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。

83 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

84 垂水市 アルファー薬局 垂水市田神3498-56 080-3951-7587

○電話予約対応時間
月曜日～土曜日（祝日除く）
9:30〜12:00
専用番号：080-3951-7587 

○検査実施時間
月曜日〜金曜日（祝日除く）
14:00-16:00
第2、第4土曜日（祝日除く）
10:00-11:30
(日曜・祝日は非対応)

○ ○ 令和4年1月24日

・検査希望当日の9:30〜12:00に専用番号へ予約の電
話をして下さい。
・通常業務を優先する為、お時間を頂く可能性があ
りますことをご了承下さい。
・PCR等無料化事業に関するお問い合わせは、下記専
用番号で受け付けます。
・専用番号： 080-3951-7587 （月曜日～土曜日 9:30
～12:00 祝日を除く）
・検査は自家用車で来局出来る方に限ります。
・4月9日は都合によりPCR検査等無料化事業を受け付
けることができません。

85 垂水市 医療法人天恵会　東内科小児科クリニック 垂水市田神3485-1 0994-32-5522

月・火・木・金曜日
8:30～12:30 14:00～18:00
水・土曜日
8:30～12:30

○ ○ 令和4年3月20日

86 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 ・来院前に電話連絡をお願いします。

87 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 ・来院前に電話連絡をお願いします。

88 薩摩川内市 薩摩川内市鹿島診療所 薩摩川内市鹿島町藺牟田1530-6 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 ・来院前に電話連絡をお願いします。

89 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 ・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4月1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。

90 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。

91 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。

92 薩摩川内市 あおい薬局 薩摩川内市中郷三丁目62番地 080－8775－7711

検査実施日時
月曜日～金曜日（祝日を除く）
14:00～16:00

電話予約対応日時
月曜日～金曜日（祝日を除く）
9:00～15:30
専用ダイヤル：080-8775-7711

○ 令和4年1月27日

・当日の検査予約は実施件数に限りがありますので
可能な限り事前にお電話にてご予約下さい。
・ＰＣＲ等無料化事業に関するお問い合わせは下記
専用ダイヤルでのみ受け付けとなりますのでご留意
ください。
専用ダイヤル：080-8775-7711
（月～金曜日 14:00～16:00 祝日を除く）
・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。

93 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

94 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
【問い合わせ時間】
月～金（除く祝日）
9:00～12:00
14:00～17:00

○ ○ 令和4年2月1日 ・来院前に電話連絡をお願いします。

95 薩摩川内市 あさがお薬局 薩摩川内市向田本町18番19号 0996-23-8934
月曜日～土曜日
14:00～17:00

○ 令和4年2月7日 ・来局前に電話連絡をお願いします。

96 薩摩川内市 木下グループ新型コロナ検査センター川内駅店 薩摩川内市鳥追町1 03-4333-1640
10:00～12:00
13:00～18:00

○ ○ 令和4年2月8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。

97 薩摩川内市 東郷検査センター 薩摩川内市東郷町斧淵600番3 0996-41-4739
月曜～土曜
9:00～17:00

○ 令和4年2月7日

98 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。



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4月1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。

99 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。

100 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。

101 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。

102 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

103 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

104 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。

105 日置市 医療法人誠心会　前原総合医療病院 日置市伊集院町妙円寺1丁目1番地6 099-273-3939

月曜日～金曜日
14:00～15:00
土曜日
9:30～10:30
日，祝祭日
休診

○ 令和4年1月27日 ・来院前に電話連絡をお願いします。

106 曽於市 テルセラあおい薬局 曽於市末吉町新町1-9-1 070-1066-4236
月～金
14:00～16:00

○ ○ 令和4年1月27日

107 曽於市 あおい薬局（店舗駐車場） 曽於市末吉町二之方2128番地 070-1066-4236
月～金
14:00～16:00

○ ○ 令和4年2月1日

・お問い合わせは12:00～15:00の間でお願いしま
す。
・検査はドライブスルー方式のため車でご来局くだ
さい。

108 曽於市 あおい薬局（従業員駐車場） 曽於市末吉町二之方2111番地 070-1066-4236 8:30～17:00 ○ ○ 令和4年2月1日

・お問い合わせは12:00～15:00の間でお願いしま
す。
・検査はドライブスルー方式のため車でご来局くだ
さい。

109 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。
※抗原定量検査実施中

110 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

111 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。



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4月1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。

112 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。

113 霧島市 医療法人財団浩誠会　霧島杉安病院 霧島市霧島田口2143番地 0995-57-1221

月～金
14:00～16:00まで
土曜日・日曜日・祝日・年末年
始
休み

○ 令和4年1月26日

114 霧島市 とくだクリニック 霧島市溝辺町麓1503-1 0995-64-1717

月～金
10:00～16:00
土
10:00～11:00
日・祝
休日

○ 令和4年2月1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，記入を済ませて身分証
明書と併せて持参をお願いします。

115 霧島市 みつば薬局 霧島市隼人町姫城3丁目174-1 0995-43-0424

月・火・木・金
8:30～18:30
水
8:30～18:00
土
8:30～12:30

○ 令和4年2月10日

116 霧島市 医療法人術徳会　霧島整形外科病院 霧島市国分野口東8番31号 0995-73-8842 火曜日　9:00～11:00 ○ 令和4年3月1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，記入を済ませて身分証
明書と併せて持参をお願いします。

117 霧島市
株式会社　CIS鹿児島研究所
（霧島市国分保健センター）

霧島市国分中央3丁目2-27 0995-64-0833
月曜日～金曜日
（祝日の場合は休み）
11時～12時

○ 令和4年2月21日

118 霧島市 株式会社メディトランセ 霧島倶楽部　１階大ホール 霧島市霧島田口2460-1 0995-57-1100 9:00～17:00（休日なし） ○ 令和4年3月14日
119 霧島市 株式会社メディトランセ　国分中央店 霧島市国分中央5丁目1-49 0995-57-1100 9:00～17:00（休日なし） ○ 令和4年3月14日

120 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

121 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

122 いちき串木野市 医療法人いとう耳鼻科　いとう耳鼻咽喉科 いちき串木野市曙町95番地 0996-33-3387

月・火・木・金
8:30～12:00
14:30～17:00
水
8:30～12:00
土
8:30～14:00

○ ○ 令和4年2月9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4月1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。

123 いちき串木野市 えんでん内科クリニック いちき串木野市東塩田町35番地 0996-32-7000

月火木金
8:30～17:30
水
8:30～12:30
土
8:30～15:30

○ 令和4年3月9日

124 南さつま市 アイン薬局　加世田店 南さつま市加世田唐仁原1180 0993-78-3340
月～土　8:30～17:30
日・祝　休み

○ 令和4年2月7日
・お電話での予約が必要となります。
・申込書をお持ちください。
・お車で検査をさせていただきます。

125 南さつま市 海浜薬局 南さつま市加世田高橋1952-2 0993-52-2351

月～金
8:30～18:00
土曜
9:00～12:00
日・祝日
休み

○ 令和4年1月31日 ・来局前に電話連絡をお願いします。

126 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
9:00～11:00 14:00～17:00
木
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。

127 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 ・来局前に電話連絡をお願いします。

128 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。

129 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

130 奄美市
(株)パソラボ・大島郡医師会臨床検査センター
奄美大島ＰＣＲ会場　名瀬新港旅客待合所

奄美市名瀬塩浜町2281 0997-57-1800
一般検査事業時は休まず営業
開場10:00～16:00

○ 令和4年1月15日 ・来場前に電話連絡をお願いします。

131 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
土日祝日
休み

○ ○ 令和4年1月17日

132 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
土日祝日
休み

○ ○ 令和4年1月17日

133 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

134 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

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。

135 奄美市 奄美市笠利国民健康保険診療所 奄美市笠利町中金久45番地 0997-63-0011

午前
月～金
9:00～12:00
午後
月・火・木
16:00～18:00

○ ○ 令和4年2月14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4月1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。

136 奄美市 ファミリークリニックネリヤ 奄美市名瀬和光町31番14 0997-57-7177
月～土　9:00～12:00
月・木　17:00～19:00
日・祝　休み

○ ○ 令和4年3月8日 ・来院前に電話連絡をお願いします。

137 南九州市 しんまち薬局 南九州市川辺町田部田3968-1 0993-56-1558

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

138 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。

139 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

140 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～土
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)

141 南九州市 そよかぜ薬局 南九州市頴娃町別府65番地 0993-27-4567
月曜日～金曜日
14:00～16:00（祝日を除く）

○ 令和4年2月14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　9:00～17:00（祝日を除く）

142 南九州市 医療法人　菊野会　菊野病院 南九州市川辺町平山3815番地 0993-56-1135

月～金
①11:00～12:00
②13:00～14:00
土
①11:00～12:00

○ 令和4年3月5日

143 伊佐市 寺師医院 伊佐市大口上町12番地6 070-2808-9101
月・火・木・金曜
9:30～12:00
14:00～15:00

○ 令和4年2月7日

・必ず事前に専用ダイヤルに連絡をください。
・専用ダイヤル 070-2808-9101
・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。

144 伊佐市 医療法人心晴　菱刈中央医院 伊佐市菱刈前目790-1 0995-26-0140
月・火・水・金・土
10:00～16:00
木・日・祝　休日

○ ○ 令和4年3月14日
・来院前に電話連絡をお願いします。
・電話対応時間
　（祝日除く月・火・水・金・土）10時～16時

145 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・祝日は休み

○ 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。

146 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。

147 姶良市 かれん薬局 姶良市西餅田1348-4 080-5203-7066 

○電話予約対応時間
水曜日～土曜日（祝日除く）
10:00～12:00
専用番号：080-5203-7066 

○検査実施時間
水曜日～土曜日（祝日除く）
13:00～16:00
(日曜・祝日は非対応)

○ ○ 令和4年1月24日

・検査希望当日の10:00〜12:00に専用番号へ予約の
電話をして下さい。
・通常業務を優先する為、お時間を頂く可能性があ
りますことをご了承下さい。
・PCR等無料化事業に関するお問い合わせは、下記専
用番号で受け付けます。
・専用番号： 080-5203-7066  （水曜日～土曜日 10:00
～12:00 祝日を除く）
・検査は自家用車で来局出来る方に限ります。
・4月1日〜4月10日は都合によりPCR検査等無料化事
業を受け付けることができません。



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4月1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。

148 姶良市 医療法人春桜会　西園耳鼻咽喉科クリニック 姶良市加治木町本町249-1 0995-62-8787

月火水金
9:00～12:30 14:30～18:00
木土
9:00～12:00

○ 令和4年2月1日

149 姶良市 加治木整形外科病院 姶良市加治木町港町131番地30 0995-62-3711
月～金
11:00～12:00
土日祝は対応できません。

○ 令和4年2月15日

150 十島村 口之島へき地診療所 十島村口之島146 09912-2-2402

8時30分～17時15分
（12時～13時は除く。基本的に
は平日対応。時間外・土日祝日
は要相談）

○ ○ 令和4年2月14日

※十島村は医療資源の限られた地域のため,不要不急
の移動は控えるようお願いします。
※やむを得ず入島する場合には,乗船前(3日前迄有
効)にＰＣＲ検査を受検し,「陰性」である証明を乗
船券売り場窓口へ提示してください。
詳細はhttp://www.tokara.jp/2022/01/21/13293/

151 十島村 中之島へき地診療所 十島村中之島133 09912-2-2103

8時30分～17時15分
（12時～13時は除く。基本的に
は平日対応。時間外・土日祝日
は要相談）

○ ○ 令和4年2月14日

※十島村は医療資源の限られた地域のため,不要不急
の移動は控えるようお願いします。
※やむを得ず入島する場合には,乗船前(3日前迄有
効)にＰＣＲ検査を受検し,「陰性」である証明を乗
船券売り場窓口へ提示してください。
詳細はhttp://www.tokara.jp/2022/01/21/13294/

152 十島村 諏訪之瀬島へき地診療所 十島村諏訪之瀬島265 09912-2-2359

8時30分～17時15分
（12時～13時は除く。基本的に
は平日対応。時間外・土日祝日
は要相談）

○ ○ 令和4年2月14日

※十島村は医療資源の限られた地域のため,不要不急
の移動は控えるようお願いします。
※やむを得ず入島する場合には,乗船前(3日前迄有
効)にＰＣＲ検査を受検し,「陰性」である証明を乗
船券売り場窓口へ提示してください。
詳細はhttp://www.tokara.jp/2022/01/21/13295/

153 十島村 平島へき地診療所 十島村平島97 09912-4-2010

8時30分～17時15分
（12時～13時は除く。基本的に
は平日対応。時間外・土日祝日
は要相談）

○ ○ 令和4年2月14日

※十島村は医療資源の限られた地域のため,不要不急
の移動は控えるようお願いします。
※やむを得ず入島する場合には,乗船前(3日前迄有
効)にＰＣＲ検査を受検し,「陰性」である証明を乗
船券売り場窓口へ提示してください。
詳細はhttp://www.tokara.jp/2022/01/21/13296/

154 十島村 悪石島へき地診療所 十島村悪石島33-1 09912-4-2103

8時30分～17時15分
（12時～13時は除く。基本的に
は平日対応。時間外・土日祝日
は要相談）

○ ○ 令和4年2月14日

※十島村は医療資源の限られた地域のため,不要不急
の移動は控えるようお願いします。
※やむを得ず入島する場合には,乗船前(3日前迄有
効)にＰＣＲ検査を受検し,「陰性」である証明を乗
船券売り場窓口へ提示してください。
詳細はhttp://www.tokara.jp/2022/01/21/13297/

155 十島村 小宝島へき地診療所 十島村小宝島4 09912-4-2006

8時30分～17時15分
（12時～13時は除く。基本的に
は平日対応。時間外・土日祝日
は要相談）

○ ○ 令和4年2月14日

※十島村は医療資源の限られた地域のため,不要不急
の移動は控えるようお願いします。
※やむを得ず入島する場合には,乗船前(3日前迄有
効)にＰＣＲ検査を受検し,「陰性」である証明を乗
船券売り場窓口へ提示してください。
詳細はhttp://www.tokara.jp/2022/01/21/13298/

156 十島村 宝島へき地診療所 十島村宝島1 09912-4-2101

8時30分～17時15分
（12時～13時は除く。基本的に
は平日対応。時間外・土日祝日
は要相談）

○ ○ 令和4年2月14日

※十島村は医療資源の限られた地域のため,不要不急
の移動は控えるようお願いします。
※やむを得ず入島する場合には,乗船前(3日前迄有
効)にＰＣＲ検査を受検し,「陰性」である証明を乗
船券売り場窓口へ提示してください。
詳細はhttp://www.tokara.jp/2022/01/21/13299/

157 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。

http://www.tokara.jp/2022/01/21/13293/
http://www.tokara.jp/2022/01/21/13294/
http://www.tokara.jp/2022/01/21/13295/
http://www.tokara.jp/2022/01/21/13296/
http://www.tokara.jp/2022/01/21/13297/
http://www.tokara.jp/2022/01/21/13298/
http://www.tokara.jp/2022/01/21/13299/
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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。

158 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

159 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。

160 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

161 湧水町 医療法人　ひらしまクリニック 湧水町米永585-17 0995-74-2800

月・火・水・金
10:00～12:00 14:00～16:00
木
10:00～12:00

○ ○ 令和4年2月1日 ・来院前に電話連絡をお願いします。

162 中種子町
沖縄民間ピーシーアール検査機構株式会社
（種子島こり～な）

中種子町野間6410-1 098-851-4767 月～土　9:00～18:00 ○ 令和4年3月23日

163 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

164 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

165 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

166 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）。
・時間外は要相談

167 屋久島町
沖縄民間ピーシーアール検査機構株式会社
（屋久島町配布方式）

屋久島町内 098-851-4767 月～土　9:00～18:00 ○ 令和4年3月23日

168 大和村 国民健康保険　大和診療所 大和村大棚字大町420番地 0997-57-2053

月～金
10:00～11:30
土日，祝，休日
（必要に応じて開設）
10:00～11:30

○ ○ 令和4年1月31日

169 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

170 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
土日祝日
休み

○ ○ 令和4年1月17日

171 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
日祝日
休み

○ ○ 令和4年1月17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4月1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。

172 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
土日祝日
休み

○ ○ 令和4年1月17日

173 喜界町
沖縄民間ピーシーアール検査機構株式会社
喜界町中央公民館

大島郡喜界町赤連18-2 098-851-4767
火木日
9:00～17:00

○ 令和4年2月15日

174 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

175 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

176 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

177 伊仙町 医療法人徳洲会　伊仙クリニック 伊仙町伊仙2097 0997-86-3030
月～金
9:00～17:00
（土・日・祝日　休診）

○ 令和4年2月7日 ・来院前に電話連絡をお願いします。

178 和泊町 医療法人　朝戸医院 和泊町和泊14番地 0997-92-1131

月～金
9:00～17:30
（12:30～14:00は除く）
土
9:00～12:30
（祝日・12/31～1/3除く）
第4土曜日休み

○ ○ 令和4年1月28日 ・来院前に電話連絡をお願いします。

179 和泊町
沖縄民間ピーシーアール検査機構株式会社
（タラソおきのえらぶ）

和泊町和泊135番地 098-851-4767 月～土　9:00～18:00 ○ 令和4年3月1日

180 知名町
沖縄民間ピーシーアール検査機構株式会社
（おきえらぶ文化ホール　あしびの郷）

知名町瀬利覚2362 098-851-4767 月～土　9:00～18:00 ○ 令和4年3月5日

181 与論町
沖縄民間ピーシーアール検査機構株式会社
（与論町役場旧庁舎）

与論町茶花32-2-1 098-851-4767
日　16:00～18:00
月　 9:00～12:00

○ 令和4年2月20日


