
医療従事者向け認知症対応力向上研修　修了医療機関等一覧 ※公表同意のみ(市町村順、所属機関名順)

所属機関 郵便番号 所在地 電話番号 地区

あけぼの診療所 889-1703 宮崎市田野町あけぼの2-5-1 (0985)-74-5600 宮崎東諸県1

阿波岐ヶ原病院 880-0835 宮崎市阿波岐ヶ原町前浜4276-706 (0985)-26-5050 宮崎東諸県2

池田台クリニック 889-1605 宮崎市清武町加納甲1335-1 (0985)-84-0124 宮崎東諸県3

いといクリニック 880-0924 宮崎市郡司分甲1069-1 (0985)-65-7775 宮崎東諸県4

井上病院 880-0123 宮崎市芳士80 (0985)-39-5396 宮崎東諸県5

猪島医院 880-0951 宮崎市大塚町馬場崎3526-2 (0985)-51-7700 宮崎東諸県6

上田脳神経外科 880-0925 宮崎市本郷北方2703 (0985)-52-3500 宮崎東諸県7

上原内科 880-0824 宮崎市大島町国草126-3 (0985)-28-8585 宮崎東諸県8

海老原クリニック 880-0813 宮崎市丸島町2-26 (0985)-25-8200 宮崎東諸県9

大江整形外科病院 880-0022 宮崎市大橋1-94-1 (0985)-25-6300 宮崎東諸県10

おおつか杉田眼科 880-0951 宮崎市大塚町大迫南平4394 (0985)-50-3131 宮崎東諸県11

おおつか生協クリニック 880-0951 宮崎市大塚町大迫南平4401-2 (0985)-52-6715 宮崎東諸県12

大西医院 880-0002 宮崎市中央通2-5 (0985)-22-3069 宮崎東諸県13

おの胃腸科クリニック 880-0841 宮崎市吉村町前田甲1204 (0985)-61-1112 宮崎東諸県14

介護老人保健施設　ことぶき苑 880-0925 宮崎市本郷北方池田4043-1 (0985)-56-6622 宮崎東諸県15

介護老人保健施設　ひむか苑 880-2112 宮崎市小松1158 (0985)-47-3434 宮崎東諸県16

介護老人保健施設グリーンケア学園木花 889-2151 宮崎市熊野470-１ (0985)-58-3000 宮崎東諸県17

介護老人保健施設さざんか苑 889-1702 宮崎市田野町乙7691-3 (0985)-86-1136 宮崎東諸県18

河野整形外科 880-0121 宮崎市島之内7309 (0985)-39-3313 宮崎東諸県19

木佐貫産婦人科医院 880-0916 宮崎市恒久4402-1 (0985)-52-3231 宮崎東諸県20
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喜島クリニック 880-0051 宮崎市江平西1-4-19 (0985)-31-8777 宮崎東諸県21

楠元内科胃腸科医院 880-0047 宮崎市平和が丘西町1-1 (0985)-23-6623 宮崎東諸県22

くらもと医院 880-0301 宮崎市佐土原町上田島13-7 (0985)-30-5590 宮崎東諸県23

グループホームにじの樹 880-0023 宮崎市和知川原2-25-1 (0985)-35-6022 宮崎東諸県24

桑畑整形外科 880-0835 宮崎市阿波岐原町堤添1043-1 (0985)-20-7788 宮崎東諸県25

古賀総合病院 880-0041 宮崎市池内町数太木1749-1 (0985)-39-8888 宮崎東諸県26

こころとからだ診療所 880-0904 宮崎市中村東1-7-1 (0985)-53-2335 宮崎東諸県27

小島医院 880-0822 宮崎市権現町79-1 (0985)-31-6001 宮崎東諸県28

こまき内科 880-0841 宮崎市吉村町江田原甲261-4 (0985)-26-1112 宮崎東諸県29

椎クリニック 880-0056 宮崎市神宮東2-5-4 (0985)-25-3338 宮崎東諸県30

慈英病院 880-0853 宮崎市中西町160 (0985)-23-5000 宮崎東諸県31

しおもりクリニック 889-1608 宮崎市清武町池田台北34-40 (0985)-55-0200 宮崎東諸県32

四季クリニック 880-2234 宮崎市大字金崎1455-1 (0985)-41-3011 宮崎東諸県33

獅子目整形外科病院 880-0121 宮崎市島之内6654 (0985)-39-1052 宮崎東諸県34

下村医院 880-0024 宮崎市祇園2-1-1 (0985)-23-5022 宮崎東諸県35

潤和会記念病院 880-2112 宮崎市小松1119 (0985)-47-5555 宮崎東諸県36

神宮医院 880-0053 宮崎市神宮2-2-79 (0985)-25-1993 宮崎東諸県37

真ごころグループホーム 880-0924 宮崎市郡司分乙802 (0985)-77-5768 宮崎東諸県38

新城眼科医院 880-0035 宮崎市下北方町目後899 (0985)-29-4700 宮崎東諸県39

末次内科 小児科 880-0121 宮崎市島之内7068-2 (0985)-39-3331 宮崎東諸県40

高宮病院 880-0841 宮崎市吉村町大町甲1931 (0985)-24-5678 宮崎東諸県41

竹内病院 880-0032 宮崎市霧島2-260 (0985)-26-0123 宮崎東諸県42
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辰元病院 880-2224 宮崎市高岡町飯田2089-1 (0985)-82-3531 宮崎東諸県43

谷村整形外科医院 880-0917 宮崎市城ケ崎4-1-8 (0985)-53-3300 宮崎東諸県44

近間病院 880-0836 宮崎市山崎町965-6 (0985)-24-2418 宮崎東諸県45

天満橋中央クリニック 880-0013 宮崎市松橋2-1-25 (0985)-41-7788 宮崎東諸県46

徳田内科・とくだ小児科 880-0951 宮崎市大塚町大塩道下4747 (0985)-54-3299 宮崎東諸県47

巴外科内科 880-0916 宮崎市恒久5988 (0985)-51-1777 宮崎東諸県48

外山内科神経内科医院 880-0841 宮崎市吉村町境目甲1529-1 (0985)-28-1388 宮崎東諸県49

長嶺内科クリニック 880-0874 宮崎市昭和町197-11 (0985)-26-6765 宮崎東諸県50

中山医院 880-0032 宮崎市霧島4-196 (0985)-26-3888 宮崎東諸県51

南部病院 880-0916 宮崎市恒久891-14 (0985)-54-5353 宮崎東諸県52

のざきクリニック 880-0879 宮崎市宮崎駅東3-9-13 (0985)-61-7751 宮崎東諸県53

野崎東病院 880-0837 宮崎市村角町高尊2105 (0985)-28-8555 宮崎東諸県54

野崎病院 880-0916 宮崎市恒久5567 (0985)-51-3111 宮崎東諸県55

野崎病院　居宅介護支援事業所 880-0916 宮崎市恒久5567 (0985)-59-3232 宮崎東諸県56

原田内科クリニック 880-0904 宮崎市中村東2-7-10 (0985)-59-1212 宮崎東諸県57

ひだか胃腸科医院 880-0212 宮崎市佐土原町下那珂2022-8 (0985)-73-7171 宮崎東諸県58

ひなた在宅クリニック 880-0002 宮崎市中央通3-51-3F (0985)-78-3066 宮崎東諸県59

平部整形外科医院 880-0921 宮崎市本郷南方2456-1 (0985)-56-6066 宮崎東諸県60

福元医院 880-0841 宮崎市吉村町北原甲1446 (0985)-28-5001 宮崎東諸県61

藤木病院 880-2112 宮崎市小松2988 (0985)-47-0415 宮崎東諸県62

平和台病院 880-0034 宮崎市矢の先町150-1 (0985)-24-2605 宮崎東諸県63

星井眼科医院 880-0904 宮崎市中村東3-5-10 (0985)-51-1123 宮崎東諸県64
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まえのクリニック 880-0936 宮崎市天満1-1-7 (0985)-64-2789 宮崎東諸県65

増田病院 880-0045 宮崎市大瀬町2176-1 (0985)-41-1234 宮崎東諸県66

まつばし川野整形外科 880-0013 宮崎市松橋2-2-13 (0985)-32-0771 宮崎東諸県67

まなび野耳鼻咽喉科 880-0929 宮崎市まなび野2-39-4 (0985)-59-3387 宮崎東諸県68

丸田医院 880-0053 宮崎市神宮1-46 (0985)-25-1796 宮崎東諸県69

みなうち内科　神経内科 880-0121 宮崎市島之内6714-1 (0985)-39-8511 宮崎東諸県70

三原内科 880-0927 宮崎市源藤町876-1 (0985)-53-6226 宮崎東諸県71

宮崎医療センター病院 880-0003 宮崎市高松町2-16 (0985)-26-2800 宮崎東諸県72

宮崎県立宮崎病院 880-8510 宮崎市北高松町5-30 (0985)-24-4181 宮崎東諸県73

宮崎江南病院 880-8585 宮崎市大坪西1-2-1 (0985)-51-7575 宮崎東諸県74

宮崎市郡医師会病院 880-2102 宮崎市有田1173 (0985)-77-9101 宮崎東諸県75

宮崎市立田野病院 889-1704 宮崎市田野町南原1丁目6番地2 (0985)-86-1155 宮崎東諸県76

宮崎生協病院 880-0824 宮崎市大島町天神前1171 (0985)-24-6877 宮崎東諸県77

宮崎善仁会病院 880-0834 宮崎市新別府町江口950-1 (0985)-26-1599 宮崎東諸県78

宮崎大学医学部附属病院救命救急センター 889-1601 宮崎市清武町木原5200 (0985)-85-9094 宮崎東諸県79

宮崎若久病院 880-0945 宮崎市福島町寺山3147 (0985)-51-1548 宮崎東諸県80

宮元整形外科医院 880-0211 宮崎市佐土原町下田島12372 (0985)-73-0633 宮崎東諸県81

みよしクリニック 880-0001 宮崎市橘通西1-5-3 (0985)-35-1100 宮崎東諸県82

矢野内科クリニック 880-0007 宮崎市原町8-17 (0985)-31-3535 宮崎東諸県83

やまもと胃腸内科 880-0903 宮崎市太田4-1-5-1 (0985)-82-6370 宮崎東諸県84

有料老人ホームなみしま 880-0826 宮崎市波島1-41-48 (0985)-38-5008 宮崎東諸県85

若草病院 880-0804 宮崎市宮田町7-37 (0985)-28-2801 宮崎東諸県86
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早稲田クリニック 880-0933 宮崎市大坪町西六月2197-1 (0985)-53-3030 宮崎東諸県87

和知川原生協クリニック 880-0023 宮崎市和知川原2-25-1 (0985)-23-0050 宮崎東諸県88

けいめい記念病院 880-1111 東諸県郡国富町岩知野762 (0985)-75-7007 宮崎東諸県89

向陽の里診療所 880-1101 東諸県郡国富町本庄1407 (0985)-75-2200 宮崎東諸県90

田中外科内科医院 880-1101 東諸県郡国富町本庄1946 (0985)-75-8585 宮崎東諸県91

山下医院 880-1101 東諸県郡国富町本庄4033 (0985)-75-2104 宮崎東諸県92

綾立元診療所 880-1303 東諸県郡綾町南俣622-3 (0985)-77-0333 宮崎東諸県93

たまきクリニック 880-1303 東諸県郡綾町南俣657-4 (0985)-77-2512 宮崎東諸県94

新木医院 889-2402 日南市北郷町郷之原乙4956-1 (0987)-55-4101 日南串間95

えとうクリニック 889-2536 日南市吾田西3-7-43 (0987)-23-1125 日南串間96

おび中央病院 889-2535 日南市飫肥6-2-28 (0987)-25-2525 日南串間97

介護老人保健施設みどりの丘 887-0023 日南市隈谷甲1218-1 (0987)-27-2525 日南串間98

かわにし脳神経外科 889-2536 日南市吾田西1-8-20 (0987)-27-3330 日南串間99

河野医院 887-0013 日南市木山1-5-13 (0987)-23-4155 日南串間100

北村胃腸科眼科 887-0012 日南市園田2-4-28 (0987)-23-0086 日南串間101

県立日南病院 887-0013 日南市木山1-9-5 (0987)-23-3111 日南串間102

猿渡医院 889-3207 日南市南郷町東町13-5 (0987)-64-2225 日南串間103

島田内科胃腸科 887-0012 日南市園田1-2-10 (0987)-23-2233 日南串間104

春光会記念病院 889-2533 日南市大字星倉4600-1 (0987)-22-2324 日南串間105

戸倉医院 889-2536 日南市吾田西1-7-1 (0987)-23-1700 日南串間106

日南市立中部病院 889-3141 日南市大堂津5-10-1 (0987)-27-1111 日南串間107

日南市立中部病院リハビリテーションセンター 889-3141 日南市大堂津5-10-1 (0987)-27-1182 日南串間108
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にちなんファミリークリニック 889-2541 日南市吾田東11-10-1 (0987)-55-1121 日南串間109

松田整形外科 887-0021 日南市中央通2-3-5 (0987)-23-1151 日南串間110

百瀬病院 889-3204 日南市南郷町中村乙2101 (0987)-64-0305 日南串間111

山元病院 887-0021 日南市中央通1-10-15 (0987)-23-4815 日南串間112

串間中央クリニック 888-0001 串間市西方6601-1 (0987)-27-3181 日南串間113

県南病院 888-0001 串間市西方3728 (0987)-72-0224 日南串間114

市木診療所 889-3311 串間市市木2026 (0987)-77-0349 日南串間115

ゆうゆうの森クリニック 888-0004 串間市串間951 (0987)-55-9111 日南串間116

老人保健施設長寿の里 889-3531 串間市奈留5284-3 (0987)-74-1010 日南串間117

あきと内科胃腸科 885-0094 都城市都原町8146-1 (0986)-46-5500 都城北諸県118

有川呼吸器内科医院 885-0012 都城市上川東1-27-6-1 (0986)-24-6677 都城北諸県119

安藤胃腸科外科医院 885-0043 都城市豊満町827-1 (0986)-39-2226 都城北諸県120

飯田整形外科クリニック 885-0072 都城市上町10街区17号 (0986)-46-5115 都城北諸県121

いづみ内科医院 885-0081 都城市鷹尾3-33-3 (0986)-22-7111 都城北諸県122

鵜木循環器内科医院 885-0037 都城市花繰町11-10 (0986)-26-0008 都城北諸県123

海老原内科 889-4602 都城市山田町中霧島3323-8 (0986)-64-1211 都城北諸県124

MKクリニック 885-0055 都城市早鈴町1512 (0986)-51-6777 都城北諸県125

大岐医院 889-1802 都城市山之口町花木2567-3 (0986)-57-2025 都城北諸県126

大橋クリニック 885-0114 都城市庄内町7981 (0986)-37-0539 都城北諸県127

北原医院 885-0024 都城市北原町11-5 (0986)-22-4133 都城北諸県128

グループホーム小松原 885-0022 都城市小松原町1161-3 都城北諸県129

城南病院 885-0026 都城市大王町30-5 (0986)-23-2844 都城北諸県130
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すみクリニック内科・循環器内科・小児科 885-0052 都城市東町14街区9-2 (0986)-36-7701 都城北諸県131

隅病院 889-4505 都城市高崎町大牟田1204 (0986)-62-1100 都城北諸県132

瀬ノ口醫院 885-0073 都城市姫城町12-4 (0986)-25-5155 都城北諸県133

たかお浜田医院 885-0081 都城市鷹尾4-4-2 (0986)-22-8818 都城北諸県134

武田産婦人科医院 885-0051 都城市蔵原町10-26 (0986)-22-0336 都城北諸県135

橘病院 885-0071 都城市中町15-24 (0986)-23-7236 都城北諸県136

都北鮫島クリニック 885-0004 都城市都北町5734-1 (0986)-38-6060 都城北諸県137

野口脳神経外科 885-0002 都城市太郎坊町1991-5 (0986)-47-1800 都城北諸県138

はまだクリニック 885-0019 都城市祝吉2-4-9 (0986)-45-2266 都城北諸県139

原田医院 885-0013 都城市郡元町3245 (0986)-26-3330 都城北諸県140

ふくしまクリニック 885-0011 都城市下川東2-2-12 (0986)-46-5001 都城北諸県141

藤元上町病院 885-0072 都城市上町10-24 (0986)-23-4000 都城北諸県142

藤元総合病院 885-0055 都城市早鈴町17-1 (0986)-22-1717 都城北諸県143

ベテスダ・クリニック 885-0017 都城市年見町23-12 (0986)-22-1700 都城北諸県144

政所医院 885-1202 都城市高城町穂満坊3213-1 (0986)-58-2171 都城北諸県145

マドコロ外科医院 885-0022 都城市小松原町1161-3 (0986)-22-0138 都城北諸県146

三州病院 885-0037 都城市花繰町3-14 (0986)-22-0230 都城北諸県147

都城市郡医師会病院 885-0002 都城市太郎坊町1364-1 (0986)-36-8300 都城北諸県148

都城フォレストクリニック脳神経外科 885-0011 都城市下川東2-12-1 (0986)-80-4313 都城北諸県149

都城明生病院 885-0001 都城市金田町2263 (0986)-38-1120 都城北諸県150

都城明生病院デイサービスねお 885-0001 都城市金田町2263 (0986)-38-5656 都城北諸県151

宮永病院 885-0077 都城市松元町15-10 (0986)-22-2015 都城北諸県152
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メディカルシティ東部病院 885-0035 都城市立野町3633-1 (0986)-22-2240 都城北諸県153

柳田クリニック 885-0052 都城市東町11-30-2 (0986)-22-4862 都城北諸県154

柳田病院 885-0052 都城市東町10-17 (0986)-22-4850 都城北諸県155

山路医院 889-4601 都城市山田町山田4309 (0986)-64-3133 都城北諸県156

吉見クリニック 885-1202 都城市高城町穂満坊459-1 (0986)-58-5633 都城北諸県157

大悟病院 889-1911 北諸県郡三股町長田1270 (0986)-52-5800 都城北諸県158

田中隆内科 889-1912 北諸県郡三股町宮村2872-1 (0986)-52-0301 都城北諸県159

とまり内科外科胃腸科医院 889-1903 北諸県郡三股町稗田47-5 (0986)-52-1135 都城北諸県160

池井病院 886-0007 小林市真方87 (0984)-23-4151 西諸161

内村病院 886-0002 小林市水流迫852-1 (0984)-23-2575 西諸162

桑原記念病院 886-0004 小林市細野167 (0984)-22-4138 西諸163

小林市立病院 886-8503 小林市大字細野2235-3 (0984)-23-4711 西諸164

小林保養院 886-0003 小林市堤2939 (0984)-22-2836 西諸165

すわクリニック 886-0005 小林市南西方8198-1 (0984)-22-6489 西諸166

野尻中央病院 886-0212 小林市野尻町東麓1176 (0984)-44-1141 西諸167

ひろた内科クリニック 886-0003 小林市堤2792-24 (0984)-25-0550 西諸168

槇内視鏡内科医院 886-0007 小林市真方242 (0984)-22-2819 西諸169

和田クリニック 886-0003 小林市堤3727-1 (0984)-23-5653 西諸170

えびのセントロクリニック 889-4304 えびの市上江1007-4 (0984)-33-5777 西諸171

京町温泉クリニック 889-4155 えびの市亀沢391-1 (0984)-37-2233 西諸172

京町共立病院 889-4151 えびの市向江508 (0984)-37-1011 西諸173

渡辺医院 889-4151 えびの市向江929 (0984)-37-1109 西諸174
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川井田医院 889-4412 西諸県郡高原町西麗173-3 (0984)-42-2000 西諸175

国民健康保険高原病院 889-4412 西諸県郡高原町大字西麓871 (0984)-42-1022 西諸176

医療法人隆徳会　菜花園 881-0026 西都市穂北字東原5253-4 (0983)-42-1122 西都児湯177

上野医院 881-0104 西都市鹿野田5579-1 (0983)-44-5100 西都児湯178

上山医院 881-0034 西都市妻町2-33 (0983)-43-1129 西都児湯179

上山整形外科クリニック 881-0035 西都市中央町2-61 (0983)-41-0808 西都児湯180

大塚病院 881-0016 西都市御舟町2-45 (0983)-43-0016 西都児湯181

黒木胃腸科医院 881-0015 西都市聖陵町2-11 (0983)-43-1304 西都児湯182

西都児湯医療センター 881-0033 西都市妻1550 (0983)-42-1113 西都児湯183

西都市南地区地域包括支援センター 881-0004 西都市清水1035-1 (0983)-41-0511 西都児湯184

西都病院 881-0023 西都市調殿1010 (0983)-43-0143 西都児湯185

三財病院 881-0113 西都市下三財3378 (0983)-44-5221 西都児湯186

富田医院 881-0012 西都市小野崎2-35 (0983)-43-0178 西都児湯187

並木の里 881-0113 西都市下三財8124−8 (0983)-44-6066 西都児湯188

東米良診療所 881-1123 西都市中尾小崎171-9 (0983)-46-2335 西都児湯189

訪問看護ステーション並木 881-0113 西都市下三財8124-8 (0983)-44-6168 西都児湯190

水田内科医院 881-0012 西都市小野崎1-26 (0983)-43-1115 西都児湯191

黒木内科医院 884-0002 児湯郡高鍋町北高鍋2603 (0983)-23-2882 西都児湯192

坂田病院 884-0006 児湯郡高鍋町上江8108 (0983)-22-3426 西都児湯193

たかなべ耳鼻咽喉科クリニック 884-0006 児湯郡高鍋町上江8127 (0983)-32-8733 西都児湯194

小村医院 889-1406 児湯郡新富町新田481-1 (0983)-33-0120 西都児湯195

国民健康保険西米良診療所 881-1411 児湯郡西米良村大字村所66-1 (0983)-36-1031 西都児湯196
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木城クリニック 884-0101 児湯郡木城町高城3848 (0983)-32-3322 西都児湯197

糸井医院 889-1302 児湯郡川南町平田1888 (0983)-27-0032 西都児湯198

尾鈴クリニック 889-1301 児湯郡川南町川南13681-1 (0983)-27-2799 西都児湯199

国立病院機構宮崎病院 889-1301 児湯郡川南町川南19403-4 (0983)-27-1036 西都児湯200

林クリニック 889-1302 児湯郡川南町平田1402-74 (0983)-27-1678 西都児湯201

青柳内科循環器科 883-0106 日向市東郷町山陰辛241-1 (0982)-68-3611 日向入郷202

今給黎医院 883-0021 日向市財光寺2864-3 (0982)-54-2459 日向入郷203

介護老人保健施設ラポール向洋 883-0021 日向市財光寺1131-24 (0982)-54-5016 日向入郷204

協和病院 883-0021 日向市財光寺1194-3 (0982)-54-2806 日向入郷205

古賀内科胃腸科 883-0041 日向市北町1-86-3 (0982)-52-8118 日向入郷206

鮫島病院 883-0033 日向市塩見小堤14168 (0982)-54-6801 日向入郷207

瀧井病院 883-0033 日向市塩見11652 (0982)-52-2409 日向入郷208

千代田病院 883-0064 日向市日知屋古田町88 (0982)-52-7111 日向入郷209

なかむら内科循環器内科 883-0068 日向市亀崎西2-141 (0982)-52-5488 日向入郷210

沼田皮膚科 883-0014 日向市原町1-2-9 (0982)-52-3785 日向入郷211

日向市立東郷診療所 883-0102 日向市東郷町山陰丙1412-1 (0982)-69-2013 日向入郷212

三股病院 889-1111 日向市美々津町３８７０ (0982)-58-0034 日向入郷213

吉森医院 883-0014 日向市原町4-1-8 (0982)-52-4046 日向入郷214

渡辺病院 883-0022 日向市平岩528-2 (0982)-57-1536 日向入郷215

和田病院 883-0051 日向市向江町1-196-1 (0982)-52-0011 日向入郷216

宮崎県済生会日向病院 889-0692 東臼杵郡門川町南町4-128 (0982)-63-1321 日向入郷217

訪問看護ステーションなでしこ日向 889-0692 東臼杵郡門川町南町4-128 (0982)-63-8002 日向入郷218

10/12 ページ



所属機関 郵便番号 所在地 電話番号 地区

国民健康保険諸塚診療所 883-1301 東臼杵郡諸塚村家代3063 (0982)-65-0141 日向入郷219

椎葉村国民健康保険病院 883-1601 椎葉村大字下福良1747-5 (0982)-67-2008 日向入郷220

美郷町国民健康保険北郷診療所 889-0901 東臼杵郡美郷町北郷宇納間440 (0982)-62-5008 日向入郷221

美郷町国民健康保険西郷病院 883-1101 東臼杵郡美郷町西郷田代29 (0982)-66-3141 日向入郷222

美郷町国民健康保険南郷診療所 883-0306 東臼杵郡美郷町南郷神門1078 (0982)-59-0017 日向入郷223

赤須医院 882-0044 延岡市博労町5-5 (0982)-21-3179 延岡西臼杵224

あたご整形外科 882-0872 延岡市愛宕町3-161 (0982)-22-7575 延岡西臼杵225

あたご整形外科あたごデイケアセンター 882-0872 延岡市愛宕町3-161 (0982)-22-7585 延岡西臼杵226

石内医院 882-0017 延岡市川島町1644-1 (0982)-30-1885 延岡西臼杵227

石内医院（GH東海の里） 882-0015 延岡市水尻町225-1 (0982)-30-1833 延岡西臼杵228

大崎整形外科 882-0027 延岡市大門町215-1 (0982)-32-3331 延岡西臼杵229

大重産婦人科医院 882-0844 延岡市春日町3-4-1 (0982)-21-2306 延岡西臼杵230

岡村病院 882-0866 延岡市平原町1-1389-1 (0982)-21-5353 延岡西臼杵231

押領司内科医院 882-0845 延岡市安賀多町5-3-2 (0982)-21-5670 延岡西臼杵232

介護老人保健施設　トトロみのる園 889-0516 延岡市鯛名町422-9 (0982)-37-3336 延岡西臼杵233

黒木病院 882-0041 延岡市北小路14-1 (0982)-21-6381 延岡西臼杵234

黒瀬病院 882-0867 延岡市構口町2-125-1 (0982)-21-2558 延岡西臼杵235

佐井整形外科 882-0843 延岡市永池町2-5-4 (0982)-21-6275 延岡西臼杵236

堺胃腸内科クリニック 882-0837 延岡市古城町4-131 (0982)-22-0875 延岡西臼杵237

杉本病院 882-0842 延岡市三ﾂ瀬町1-11-5 (0982)-33-2626 延岡西臼杵238

早田病院 882-0042 延岡市高千穂通3748-1 (0982)-33-5577 延岡西臼杵239

高橋医院・ディサービス 889-0301 延岡市北浦町古江2349 (0982)-45-2320 延岡西臼杵240
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谷村病院 882-0041 延岡市北小路10-2 (0982)-33-3024 延岡西臼杵241

田原病院 882-0874 延岡市伊達町2-62 (0982)-32-4987 延岡西臼杵242

東海園 882-0017 延岡市川島町1080-5 (0982)-30-1661 延岡西臼杵243

野田医院 882-0845 延岡市安賀多町2-6-6 (0982)-32-4069 延岡西臼杵244

野田クリニック 882-0052 延岡市萩町52 (0982)-35-7789 延岡西臼杵245

延岡共立病院 882-0037 延岡市山月町5-5679-1 (0982)-33-3268 延岡西臼杵246

延岡保養園 882-0863 延岡市緑ヶ丘5-14-30 (0982)-33-6396 延岡西臼杵247

延岡リハビリテーション病院 882-0854 延岡市長浜町1-1777 (0982)-21-6211 延岡西臼杵248

野村病院 882-0856 延岡市出北5-4-26 (0982)-21-2213 延岡西臼杵249

林田眼科医院 882-0866 延岡市平原町1-1010 (0982)-22-3500 延岡西臼杵250

平田東九州病院 889-0503 延岡市伊形町4791 (0982)-37-0050 延岡西臼杵251

みずほ薬局 882-0017 延岡市川島町1645-1 (0982)-28-6117 延岡西臼杵252

みぞぐち医院 889-0503 延岡市伊形町5216-8 (0982)-37-8388 延岡西臼杵253

宮崎県立延岡病院 882-0835 延岡市新小路2-1-10 (0982)-32-6181 延岡西臼杵254

吉田病院 889-0511 延岡市松原町4-8850 (0982)-37-0126 延岡西臼杵255

国見ヶ丘病院 882-1102 西臼杵郡高千穂町押方1130 (0982)-72-3151 延岡西臼杵256

佐藤医院 882-1621 西臼杵郡高千穂町岩戸72-1 (0982)-73-2010 延岡西臼杵257

高千穂町国民健康保険病院 882-1101 西臼杵郡高千穂町三田井435-1 (0982)-73-1700 延岡西臼杵258
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