
看護職員認知症対応力向上研修　修了医療機関一覧 ※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

井上病院 880-0123 宮崎市芳士80 (0985)-39-5396 宮崎東諸県1

大江整形外科病院 880-0022 宮崎市大橋1-941 (0985)-25-6300 宮崎東諸県2

金丸脳神経外科病院 880-0041 宮崎市池内町八幡田803 (0985)-39-8484 宮崎東諸県3

県立こども療育センター 889-1601 宮崎市清武町木原4257-8 (0985)-85-6500 宮崎東諸県4

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5

国立病院機構宮崎東病院 880-0911 宮崎市田吉4374-1 (0985)-56-2311 宮崎東諸県6

迫田病院 880-0917 宮崎市城ヶ崎3-2-1 (0985)-51-3555 宮崎東諸県7

慈英病院 880-0853 宮崎市中西町160番地 (0985)-23-5000 宮崎東諸県8

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9

市民の森病院 880-0122 宮崎市塩路2783-37 (0985)-39-7630 宮崎東諸県10

潤和会記念病院 880-2112 宮崎市小松1119 (0985)-47-5555 宮崎東諸県11

髙宮病院 880-0841 宮崎市吉村町大町甲1931 (0985)-24-5678 宮崎東諸県12

竹内病院 880-0032 宮崎市霧島2-260 (0985)-26-0123 宮崎東諸県13

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

野崎東病院 880-0837 宮崎市村角町高尊2105 (0985)-28-8555 宮崎東諸県15

野崎病院 880-0916 宮崎市恒久5567 (0985)-51-3111 宮崎東諸県16

藤木病院 880-2112 宮崎市小松2988 (0985)-47-0415 宮崎東諸県17

藤元中央病院　 880-0941 宮崎市北川内町乱橋3584-1 (0985)-53-8282 宮崎東諸県18

平和台病院 880-0034 宮崎市矢の先町150-1 (0985)-24-2605 宮崎東諸県19

増田病院 880-0045 宮崎市大瀬町2176-1 (0985)-41-1234 宮崎東諸県20
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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21

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22

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23

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24

宮崎市立田野病院 889-1702 宮崎市田野町乙7696 (0985)-86-1155 宮崎東諸県25

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26

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27

宮崎大学医学部附属病院 889-1692 宮崎市清武町木原5200 (0985)-85-1510 宮崎東諸県28

宮崎中央眼科病院 880-0021 宮崎市清水3-6-21 (0985)-24-8661 宮崎東諸県29

宮崎東病院 880-0911 宮崎市田吉4374-1 (0985)-56-2311 宮崎東諸県30

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31

若草病院 880-0804 宮崎市宮田町7-37 (0985)-28-2801 宮崎東諸県32

海老原病院 880-1101 東諸県郡国富町本庄4365 (0985)-75-2115 宮崎東諸県33

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34

愛泉会日南病院 887-0034 日南市風田3649-2 (0987)-23-3131 日南串間35

おび中央病院 889-2535 日南市飫肥6-2-28 (0987)-25-2525 日南串間36

春光会記念病院 889-2533 日南市星倉4600-1 (0987)-22-2324 日南串間37

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38

宮崎県立日南病院 887-0013 日南市木山1-9-5 (0987)-23-3111 日南串間39

百瀬病院 889-3204 日南市南郷町中村乙2101 (0987)-64-0305 日南串間40

串間市民病院 888-0001 串間市西方7917 (0987)-72-1234 日南串間41

県南病院 888-0001 串間市西方3728 (0987)-72-0224 日南串間42
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飯田病院 885-0072 都城市上町9-10 (0986)-22-0563 都城北諸県43

国立病院機構都城医療センター 885-0014 都城市祝吉町5033-1 (0986)-23-4111 都城北諸県44

藤元総合病院 885-0055 都城市早鈴町17-1 (0986)-22-1717 都城北諸県45

都城医療センター 885-0014 都城市祝吉町5033-1 (0986)-23-4111 都城北諸県46

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47

都城新生病院 885-0093 都城市志比田町3782 (0986)-22-0280 都城北諸県48

大悟病院 889-1911 北諸県郡三股町長田1270 (0986)-52-5800 都城北諸県49

池井病院 886-0007 小林市真方87 (0984)-23-4151 西諸50

小林市立病院 886-8503 小林市細野2235-3 (0984)-23-4711 西諸51

整形外科前原病院 886-0004 小林市細野2033 (0984)-23-1711 西諸52

園田病院 886-0003 小林市堤3005-1 (0984)-22-2221 西諸53

野尻中央病院 886-0212 小林市野尻町東麓1176 (0984)-44-1141 西諸54

槇内視鏡内科病院 886-0007 小林市真方242 (0984)-22-2819 西諸55

えびの市立病院 889-4301 えびの市原田3223 (0984)-33-1023 西諸56

国民健康保険高原病院 889-4412 西諸県郡高原町西麓871 (0984)-42-1022 西諸57

西都児湯医療センター 881-0033 西都市妻1550 (0983)-42-1113 西都児湯58

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59

都農町国民健康保険病院 889-1201 児湯郡都農町川北5202 (0983)-25-1031 西都児湯60

協和病院 883-0021 日向市財光寺1194-3 (0982)-54-2806 日向入郷61

鮫島病院 883-0033 日向市塩見字小堤14168 (0982)-54-6801 日向入郷62

千代田病院 883-0064 日向市日知屋古田町88 (0982)-52-7111 日向入郷63

和田病院 883-0051 日向市向江町1-196-1 (0982)-52-0011 日向入郷64
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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65

椎葉村国民健康保険病院 883-1601 東臼杵郡椎葉村下福良1747-5 (0982)-67-2008 日向入郷66

黒木病院 882-0041 延岡市北小路14-1 (0982)-21-6381 延岡西臼杵67

早田病院 882-0042 延岡市高千穂通3748-1 (0982)-33-5577 延岡西臼杵68

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69

延岡市医師会病院 882-0856 延岡市出北6-1621 (0982)-21-1302 延岡西臼杵70

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71

野村病院 882-0856 延岡市出北5-4-26 (0982)-21-2213 延岡西臼杵72

平田東九州病院 889-0503 延岡市伊形町4791 (0982)-37-0050 延岡西臼杵73

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74

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75

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76

日之影町国民健康保険病院 882-0401 西臼杵郡日之影町七折9074-3 (0982)-87-2021 延岡西臼杵77
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