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    101,1002,8 医療法人真愛会高宮病〒880-0841 0985-24-5678医療法人真愛会高宮病高宮　眞樹 昭41.10. 5精神       231病院
     院 宮崎市吉村町大町甲１９３１番地常　勤:   10院　理事長　高宮　眞 内   精   神  現存
     (医       8)樹 平29.10. 5
     (薬       2)
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1036,6 医療法人慈光会宮崎若〒880-0945 0985-51-1548医療法人慈光会　理事倉山　茂樹 昭41.10.26精神       103病院
     久病院 宮崎市福島町寺山３１４７番地 常　勤:    8長　有髙　謙一 精神        49現存
     (医       5) 平29.10.26精神        40
     (薬       3) 精   
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1054,9 株式会社宮崎山形屋医〒880-0805 0985-31-3315株式会社宮崎山形屋　三好　良英 昭36. 1.15精   診療所
     務室 宮崎市橘通東３丁目４番１２号 常　勤:    1代表取締役　山下　隆 現存
     (医       1)幸 平30. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,1122,4 日本赤十字社宮崎県支〒880-0802 0985-22-4045日本赤十字社宮崎県支黒木　和男 昭44. 4.15内   診療所
     部移動診療所 宮崎市別府町３番１号 常　勤:    1部　支部長　河野　俊 休止
     (医       1)嗣 平29. 4.15
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,1183,6 一般財団法人弘潤会野〒880-0916 0985-51-3111一般財団法人弘潤会　野﨑　正太郎 昭50. 4. 1精神       400病院
     崎病院 宮崎市大字恒久５５６７番地 常　勤:   16理事長　野崎　藤子 療養        60現存
     (医      13) 平29. 4. 1精   内   神  
     (歯       1) 呼   消   循  
     (薬       2) リハ 放   心内
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,1215,6 川島眼科 〒880-0011 0985-22-4386川島　謙一郎 川島　謙一郎 昭52. 9. 1眼   診療所
     宮崎市上野町２番３６号 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701,1230,5 井之上産婦人科小児科〒880-0841 0985-26-4184井之上　睦美 井之上　睦美 昭53.10. 1一般        12診療所
     医院 宮崎市吉村町西中甲１３４５番地常　勤:    2 小   産婦 現存
     ４ (医       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801,1247,9 井ノ口内科医院 〒880-0908 0985-51-4000井ノ口　寛 井ノ口　寛 昭54. 9.25内   診療所
     宮崎市谷川１丁目１番２号 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 9.25
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    901,1256,0 医療法人社団紘和会平〒880-0034 0985-24-2605医療法人社団紘和会　長友　優尚 昭55. 3. 1一般        50病院
     和台病院 宮崎市矢の先町１５０番地１ 常　勤:   10理事長　中村　周治 療養        30現存
     (医       7) 平28. 3. 1内   リウ 放  
     (薬       3) 他   
     非常勤:    4 呼吸器内科・循
     (医       4) 環器内科・消化
     器内科・糖尿病
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001,1268,5 宮崎市郡医師会成人病〒880-0933 0985-52-5111公益社団法人　宮崎市尾上　耕治 昭55. 8. 1一般        19診療所
     検診センター 宮崎市大坪町１丁目２番３号 常　勤:    1郡医師会　会長　川名 内   消胃 放  現存
     (医       1)隆司 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101,1269,3 平部整形外科医院 〒880-0921 0985-56-6066平部　久彬 平部　久彬 昭55. 8.21整外 リハ リウ診療所
     宮崎市大字本郷南方字榎田２４５常　勤:    1 現存
     ６番地１ (医       1) 平28. 8.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201,1286,7 竜内科クリニック 〒880-0923 0985-56-2877龍　誠一郎 龍　誠一郎 昭56.11. 1内   小   放  診療所
     宮崎市希望ケ丘１丁目２１番１６常　勤:    1 現存
     号 (医       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301,1287,5 医療法人財団志清会阿〒880-0835 0985-26-5050医療法人財団志清会　岡本　剛 昭56.11. 1療養       104病院
     波岐ケ原病院 宮崎市阿波岐原町前浜４２７６番常　勤:    3理事長　丸山　英晴 内   他   放  現存
     地７０６ (医       2) 平29.11. 1リハ 
     (薬       1) 呼吸器内科、循
     非常勤:   12 環器内科、消化
     (医      12) 器内科。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401,1291,7 高平医院 〒880-0902 0985-53-0633高平　祥勲 高平　祥勲 昭56.12.22内   呼   消  診療所
     宮崎市大淀２丁目６番３７号 常　勤:    1 循   小   現存
     (医       1) 平29.12.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501,1309,7 宮崎市郡医師会病院 〒880-0834 0985-24-9119公益社団法人　宮崎市柴田　剛徳 昭59. 4. 1一般       248地域支援
     宮崎市新別府町船戸７３８番地１常　勤:   47郡医師会　会長　川名 内   外   心外病院
     (医      47)隆司 平29. 4. 1整外 産婦 麻  現存
     非常勤:   22 放   呼外 小  
     (医      22) リハ 他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［宮崎県］

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成     3 頁

   1601,1311,3 医療法人社団晴緑会宮〒880-0003 0985-26-2800医療法人社団晴緑会　田畑　直人 昭59. 6. 8療養       236病院
     崎医療センター病院 宮崎市高松町２番１６号 常　勤:   20理事長　種子田　吉郎 一般       114現存
     (医      16) 平29. 6. 8内   皮   整外
     (薬       4) リハ 麻   他  
     非常勤:   15 消化器内科、消
     (医      15) 化器外科。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701,1316,2 医療法人清芳会井上病〒880-0123 0985-39-5396医療法人清芳会　理事井上　雅文 昭60. 4. 1精神        46病院
     院 宮崎市大字芳士８０番地 常　勤:    8長　井上　雅文 精神       140現存
     (医       6) 平30. 4. 1精   心内 
     (薬       2)
     非常勤:   20
     (医      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801,1333,7 いちはら医院 〒880-0904 0985-53-2335市原　美宏 市原　美宏 昭62. 4.15内   放   診療所
     宮崎市中村東１丁目７番１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901,1335,2 柴田眼科医院 〒880-0872 0985-24-7272柴田　博 柴田　博 昭62. 6. 1一般         8診療所
     宮崎市永楽町１３１番地 常　勤:    1 眼   現存
     (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       1)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001,1344,4 東皮膚科 〒880-0033 0985-25-2533東　久美子 東　久美子 昭62.12. 1皮   アレ 診療所
     宮崎市神宮西２丁目１９２番地１常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101,1348,5 潤和リハビリテーショ〒880-2112 0985-47-5555一般財団法人潤和リハ岩村　威志 昭63. 3. 1一般       291病院
     ン振興財団　潤和会記宮崎市大字小松１１１９番地 常　勤:   54ビリテーション振興財 療養       155現存
     念病院 (医      53)団　代表理事　大野　 平30. 3. 1内   神内 精  
     (薬       1)和男 外   整外 脳外
     非常勤:    8 眼   耳い リハ
     (医       8) 麻   ひ   他  
     消化器内・外、
     肛門外、腫瘍外
     、乳腺外、内視
     鏡内、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201,1355,0 医療法人廉凛会　中村〒880-0021 0985-26-1100医療法人廉凛会　中村中村　孝正 昭63. 7. 2一般        19診療所
     孝正クリニック 宮崎市清水１丁目８番３５号 常　勤:    1孝正クリニック　理事 整外 形外 美外現存
     (医       1)長　中村　孝正 平24. 7. 2リハ 皮   
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   2301,1356,8 下村医院 〒880-0024 0985-23-5022篠原　義成 篠原　義成 昭63. 8.13一般    診療所
     宮崎市祇園２丁目１番地１ 常　勤:    1 療養    現存
     (医       1) 平24. 8.13内   呼   胃  
     循   小   放  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401,1357,6 作耳鼻咽喉科医院 〒880-0121 0985-39-3387作　和明 作　和明 昭63. 9.16耳い 診療所
     宮崎市大字島之内７３１１番地１常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 9.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501,1364,2 こまき内科 〒880-0841 0985-26-1112小牧　斎 小牧　斎 平元. 5. 1内   消   循  診療所
     宮崎市吉村町江田原甲２６１番地常　勤:    1 現存
     ４ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601,1365,9 医療法人共生会杉田眼〒880-0805 0985-22-3049医療法人共生会　理事杉田　幸雄 平元. 6. 1眼   診療所
     科医院 宮崎市橘通東３丁目２番３０号 常　勤:    2長　杉田　幸雄 現存
     (医       2) 平28. 6. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701,1366,7 ながやま小児科アレル〒880-0052 0985-22-7851医療法人社団松永会　永山　章一郎 平元. 7. 1小   アレ 診療所
     ギークリニック 宮崎市丸山２丁目３２番地１ 常　勤:    1理事長　永山　章一郎 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801,1367,5 医療法人社団竹尾耳鼻〒880-0021 0985-27-9973医療法人社団竹尾耳鼻竹尾　康男 平元. 7. 1耳い 診療所
     咽喉科医院 宮崎市清水３丁目６番１６号 常　勤:    2咽喉科医院　理事長　 現存
     (医       2)竹尾　康男 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901,1368,3 医療法人社団明仁会定〒880-0812 0985-23-6597医療法人社団明仁会　定永　正之 平元. 7.15一般        19診療所
     永耳鼻咽喉科医院 宮崎市高千穂通２丁目２番１号 常　勤:    2理事長　定永　正之 耳い 気食 アレ現存
     (医       2) 平28. 7.15
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001,1369,1 橘クリニック 〒880-0805 0985-25-5588吉村　広 吉村　広 平元. 7.15内   胃   放  診療所
     宮崎市橘通東３丁目１番５号 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3101,1372,5 早稲田クリニック 〒880-0933 0985-53-3030医療法人芳明会　理事早稲田　芳男 平元. 9. 1療養        19診療所
     宮崎市大坪町西六月２１９７番地常　勤:    3長　早稲田　芳男 内   心内 精  現存
     １ (医       3) 平28. 9. 1神内 リハ 
     非常勤:    1
     (医       1)
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   3201,1373,3 医療法人社団友愛会上〒880-0824 0985-28-8585医療法人社団友愛会　上原　大輔 平元. 9. 1一般        14診療所
     原内科 宮崎市大島町国草１２６番地３ 常　勤:    1理事長　上原　太輔 内   他   現存
     (医       1) 平28. 9. 1循環器内科
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3301,1375,8 福永内科小児科クリニ〒880-0903 0985-54-3588福永　隆幸 福永　隆幸 平元.10.16内   小   診療所
     ック 宮崎市太田２丁目１番９号 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.10.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3401,1376,6 医療法人清仁会菊池耳〒880-0816 0985-22-2866医療法人清仁会　理事菊池　清文 平元.11. 1耳い 診療所
     鼻咽喉科医院 宮崎市江平東１丁目４番６号 常　勤:    3長　菊池　清文 現存
     (医       3) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3501,1380,8 医療法人社団敬寿会阿〒880-0021 0985-25-2255医療法人社団敬寿会　阿南　敬親 平元.11. 1一般    診療所
     南内科医院 宮崎市清水３丁目２番５０号 常　勤:    1理事長　阿南　敬親 内   循   現存
     (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601,1381,6 永迫クリニック 〒880-0805 0985-23-9362永迫　伸一 永迫　伸一 平元.12. 1内   産婦 眼  診療所
     宮崎市橘通東３丁目４番３６号村常　勤:    2 現存
     武ビル２Ｆ (医       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701,1384,0 中山医院 〒880-0032 0985-26-3888医療法人社団健松会　中山　健 平 2. 1. 1皮   ひ   アレ診療所
     宮崎市霧島４丁目１９６番地 常　勤:    1理事長　中山　健 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801,1391,5 宮崎医療生活協同組合〒889-2151 0985-58-1222宮崎医療生活協同組合中村　育夫 平 2. 3. 1内   診療所
     このはな生協クリニッ宮崎市大字熊野字東正蓮寺１６１常　勤:    1　理事長　日髙　明義 現存
     ク ３番地 (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3901,1392,3 市民の森病院 〒880-0122 0985-39-7630社会医療法人善仁会　前田　啓一 平 2. 4. 1一般       108病院
     宮崎市大字塩路江良ノ上２７８３常　勤:   17理事長　濱砂　カヨ 内   呼   消  現存
     番地３７ (医      17) 平29. 4. 1神内 整外 婦  
     非常勤:   26 眼   リハ 放  
     (医      26) リウ 循   皮  
     ひ   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   4001,1393,1 元村胃腸科外科 〒880-0844 0985-31-7110元村　祐三 元村　祐三 平 2. 4. 1一般    診療所
     宮崎市柳丸町１１９番地 常　勤:    1 療養    現存
     (医       1) 平29. 4. 1内   胃   外  
     こう リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4101,1396,4 椎クリニック 〒880-0056 0985-25-3338医療法人順和会　理事椎　教次 平 2. 6. 1一般        13診療所
     宮崎市神宮東２丁目５番４号 常　勤:    1長　椎　教次 療養         6現存
     (医       1) 平29. 6. 1内   ひ   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4201,1403,8 ちさか小児科 〒880-0872 0985-27-4155医療法人千阪小児科医横山　晃子 平 2.10. 1小   診療所
     宮崎市永楽町２０５番１号 常　勤:    3院　理事長　千坂　俊 現存
     (医       3)行 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301,1404,6 大西医院 〒880-0002 0985-22-3069医療法人大西医院　代大西　雄二 平 2.10. 1内   診療所
     宮崎市中央通２番５号 常　勤:    1表者大西　雄二 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401,1409,5 石川外科胃腸科医院 〒880-0034 0985-25-5266医療法人誠会　理事長石川　誠一 平 3. 2. 1内   外   整外診療所
     宮崎市矢の先町２１番地 常　勤:    1　石川　誠一 こう 他   現存
     (医       1) 平30. 2. 1胃腸外科、胃腸
     内科。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501,1414,5 医療法人社団誠和会藤〒880-2112 0985-47-0415医療法人社団誠和会藤藤木　啓 平 3. 4. 1療養        73病院
     木病院 宮崎市大字小松２９８８番地 常　勤:    5木病院　理事長　藤木 内   消   外  現存
     (医       4)　啓 平30. 4. 1リハ 耳い 
     (薬       1)
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601,1418,6 医療法人社団学而会は〒880-0023 0985-28-3511医療法人社団学而会　秦　博子 平 3. 6. 1一般         9診療所
     た産婦人科医院 宮崎市和知川原１丁目１０７番地常　勤:    2理事長　秦　喜八郎 産婦 現存
     (医       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4701,1425,1 医療法人杉澤医院杉澤〒880-0917 0985-51-3348医療法人杉澤医院　理杉澤　淳 平 3.10. 1胃   内   診療所
     胃腸科内科 宮崎市城ケ崎４丁目６番地７ 常　勤:    1事長　杉澤　淳 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4801,1427,7 渡辺内科医院 〒880-0034 0985-32-9393渡辺　幹夫 渡辺　幹夫 平 3.11. 5内   消   循  診療所
     宮崎市矢の先町１２５番地 常　勤:    1 リハ 現存
     (医       1) 平24.11. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   4901,1431,9 医療法人財団シロアム〒880-0035 0985-29-4700医療法人財団シロアム沖田　和久 平 3.12.16一般        19診療所
     会新城眼科医院 宮崎市下北方町目後８９９番地１常　勤:    8会　理事長　風間　成 眼   現存
     (医       6)泰 平27.12.16
     (薬       2)
     非常勤:    7
     (医       6)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001,1434,3 おかどめ　内科・神経〒880-0025 0985-23-1515医療法人社団信和会　岡留　敏秀 平 4. 1. 1内   神内 リハ診療所
     内科 宮崎市中津瀬町１２番地２ 常　勤:    1理事長　岡留　敏秀 他   現存
     (医       1) 平28. 1. 1呼吸器内科、循
     環器内科、消化
     器内科（胃腸内
     科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5101,1435,0 迫田病院 〒880-0917 0985-51-3555医療法人耕和会　理事迫田　耕一朗 平 4. 1. 1一般       104病院
     宮崎市城ケ崎三丁目２番地１ 常　勤:    7長　迫田　耕一朗 外   内   神内現存
     (医       7) 平28. 1. 1リハ 放   他  
     非常勤:   63 大腸・肛門外科
     (医      63) 、消化器外科、
     内視鏡外科、胃
     腸外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5201,1436,8 医療法人社団仁和会　〒880-0032 0985-26-0123医療法人社団仁和会　竹内　茂 平 4. 1. 1一般        36病院
     竹内病院 宮崎市霧島２丁目２６０番地 常　勤:    5理事長　竹内　茂 療養        30現存
     (医       4) 平28. 1. 1結核        17
     (薬       1) 呼外 外   内  
     非常勤:    6 放   リハ 他  
     (医       6) 呼吸器内科・消
     化器外科・肛門
     外科・循環器内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5301,1437,6 医療法人雅会　河野整〒880-0121 0985-39-3313医療法人雅会　理事長河野　雅行 平 4. 1. 1一般        19診療所
     形外科 宮崎市大字島之内７３０９番地 常　勤:    2　河野　雅行 外   整外 リハ現存
     (医       2) 平28. 1. 1リウ 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5401,1440,0 青木皮膚科 〒880-0873 0985-23-2011青木　洋子 青木　洋子 平 4. 2. 1皮   診療所
     宮崎市堀川町１０３番地 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   5501,1441,8 滝口内科医院 〒880-0921 0985-56-5500医療法人健心会　理事瀧口　健郎 平 4. 3. 1一般        19診療所
     宮崎市大字本郷南方２１０２番地常　勤:    1長　瀧口　健郎 内   呼   他  現存
     １ (医       1) 平28. 3. 1循環器内科、消
     化器内科、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5601,1445,9 中野医院 〒880-0805 0985-22-2695医療法人中野会　理事中野　俊二 平 4. 7. 6皮   ひ   診療所
     宮崎市橘通東４丁目６番１８号 常　勤:    2長　中野　俊二 現存
     (医       2) 平28. 7. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5701,1451,7 市来内科・外科医院 〒880-0023 0985-25-1888医療法人社団青和会市市来　能成 平 4.12. 1内   外   神内診療所
     宮崎市和知川原２丁目１４番地２常　勤:    2来医院　理事長　市来 他   現存
     (医       2)　能成 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5801,1460,8 稲倉医院 〒880-0951 0985-53-1411医療法人敬愛会　理事稲倉　琢也 平 5. 4. 1一般         7診療所
     宮崎市大塚町馬場崎３５５４番地常　勤:    2長　稲倉　正孝 組織変更 療養        12現存
     ２ (医       2) 平29. 4. 1内   呼   消  
     放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5901,1462,4 名越内科 〒880-0951 0985-48-1838医療法人名越内科　理名越　敏郎 平 5. 4. 1内   循   診療所
     宮崎市大塚町権現昔７７９番地６常　勤:    3事長　名越　敏秀 組織変更 現存
     (医       3) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6001,1463,2 尾田整形外科 〒880-0035 0985-25-1150医療法人朋実会　理事尾田　朋樹 平 5. 4. 1一般        16診療所
     宮崎市下北方町島口８６３番地５常　勤:    2長　尾田　博 組織変更 整外 リウ リハ現存
     (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6101,1464,0 友絵こどもクリニック〒880-0035 0985-32-6611医療法人社団康友会　松元　友絵 平 5. 4. 1小   診療所
     宮崎市下北方町島口８５２番地６常　勤:    1理事長　松元　康治 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6201,1466,5 医療法人社団楠元内科〒880-0047 0985-23-6623医療法人社団　楠元内楠元　直 平 5. 5. 1内   呼   胃  診療所
     胃腸科医院 宮崎市平和が丘西町１番地１ 常　勤:    1科胃腸科医院　理事長 組織変更 放   現存
     (医       1)　楠元　直 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6301,1467,3 山元眼科 〒880-0921 0985-56-6000山元　章裕 山元　章裕 平 5. 5.12眼   診療所
     宮崎市大字本郷南方２４５２番地常　勤:    2 新規 現存
     １ (医       1) 平29. 5.12
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   6401,1473,1 南医院 〒880-0023 0985-22-4920南　洋介 南　洋介 平 5.10.15内   麻   診療所
     宮崎市和知川原１丁目３３番地２常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平29.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6501,1474,9 丸田医院 〒880-0053 0985-25-1796丸田　真一 丸田　真一 平 5.10.17胃   外   内  診療所
     宮崎市神宮１丁目４６番地 常　勤:    1 移動 整外 リハ こう現存
     (医       1) 平29.10.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6601,1475,6 綾部医院 〒880-0866 0985-22-2023医療法人綾部医院　理綾部　隆夫 平 5.11. 1内   循   診療所
     宮崎市川原町４番３号 常　勤:    1事長　綾部　隆夫 組織変更 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6701,1476,4 松本内科呼吸器科医院〒880-0035 0985-32-0088医療法人松本クリニッ松本　紫朗 平 5.11. 1内   アレ 他  診療所
     宮崎市下北方町横小路５９２８番常　勤:    1ク　理事長　松本　紫 組織変更 現存
     地１６ (医       1)朗 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6801,1482,2 かんべ胃腸科・内科 〒880-0805 0985-25-2567医療法人社団しののめ神戸　光 平 6. 2. 1内   他   診療所
     宮崎市橘通東４丁目３番２１号 常　勤:    1　理事長　神戸　光 組織変更 胃腸内科、肛門現存
     (医       1) 平30. 2. 1内科。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6901,1485,5 野崎東病院 〒880-0837 0985-28-8555一般財団法人弘潤会　久保　紳一郎 平 6. 4. 1一般        96病院
     宮崎市村角町高尊２１０５番地 常　勤:   14理事長　野崎　藤子 移動 内   整外 ひ  現存
     (医      14) 平30. 4. 1リハ 放   リウ
     非常勤:    9 他   
     (医       9) 消化器内科、呼
     吸器内科、循環
     器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7001,1487,1 若草病院 〒880-0804 0985-28-2801医療法人如月会　理事白土　俊明 平 6. 3. 1精神       127病院
     宮崎市宮田町７番３７号 常　勤:   13長　水野　謙太郎 組織変更 精   現存
     (医      10) 平30. 3. 1
     (薬       3)
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7101,1494,7 田崎皮膚科医院 〒880-0003 0985-23-2861医療法人社団オリーブ田崎　高伸 平 6. 6. 1皮   性   診療所
     宮崎市高松町４番４２号 常　勤:    1会　理事長　田崎　高 組織変更 現存
     (医       1)伸 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   7201,1496,2 みのだ泌尿器科医院 〒880-0951 0985-54-7171医療法人十全会　理事蓑田　国廣 平 6. 7. 1ひ   診療所
     宮崎市大塚町樋ノ口１８８５番地常　勤:    2長　蓑田　国廣 組織変更 現存
     (医       2) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7301,1498,8 はまだレディスクリニ〒880-0121 0985-39-0087濱田　政雄 濱田　政雄 平 6. 7.15一般        14診療所
     ック 宮崎市島之内７２８４番地 常　勤:    1 新規 産婦 現存
     (医       1) 平24. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7401,1501,9 医療法人善仁会学園台〒889-2151 0985-58-3939社会医療法人善仁会　冨田　裕二 平 6. 8.17内   外   整外診療所
     クリニック 宮崎市大字熊野７２７５番地１ 常　勤:    1理事長　濱砂　カヨ 新規 リウ リハ 現存
     (医       1) 平24. 8.17
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7501,1502,7 藤元中央病院 〒880-0941 0985-53-8282一般社団法人　藤元メ竹永　誠 平 6. 8.29一般        98病院
     宮崎市北川内町乱橋３５８４番地常　勤:    8ディカルシステム　理 新規 内   ひ   放  現存
     １ (医       8)事長　藤元　勇一郎 平24. 8.29他   
     非常勤:   13 腎臓・透析内科
     (医      13) 、循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7601,1504,3 古賀総合病院 〒880-0041 0985-39-8888社会医療法人　同心会今村　卓郎 平 6.10. 1一般       271病院
     宮崎市池内町数太木１７４９番地常　勤:   68　理事長　古賀　和美 移動 精神        92現存
     １ (医      56) 平24.10. 1内   神内 外  
     (薬      12) 整外 眼   呼外
     非常勤:   35 ひ   産婦 耳い
     (医      35) 放   麻   リハ
     精   皮   心外
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7701,1506,8 おおつか生協クリニッ〒880-0951 0985-52-6715宮崎医療生活協同組合三宅　知里 平 6.10.15内   呼内 他  診療所
     ク 宮崎市大塚町大迫南平４４０１番常　勤:    1　理事長　日髙　明義 新規 循環器内科、消現存
     地２ (医       1) 平24.10.15化器内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7801,1508,4 岡田整形外科医院 〒880-2104 0985-47-1162医療法人岡田整形外科福嶋　秀一郎 平 6.11. 1一般         7診療所
     宮崎市大字浮田３３１３番地１ 常　勤:    1　理事長　福嶋　秀一 組織変更 療養        12現存
     (医       1)郎 平24.11. 1整外 リハ リウ
     非常勤:    2 内   
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   7901,1512,6 小緑内科クリニック 〒889-2151 0985-58-1515医療法人緑耀会　理事小緑　英行 平 6.12. 1内   消   循  診療所
     宮崎市大字熊野４８５番地１ 常　勤:    1長　小緑　英行 組織変更 呼   リハ 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8001,1513,4 南部病院 〒880-0916 0985-54-5353医療法人社団誠友会　山成　英夫 平 6.12. 1一般        73病院
     宮崎市大字恒久８９１番地１４号常　勤:   17理事長　八尋　克三 組織変更 外   内   放  現存
     (医      15) 平27.12. 1皮   麻   他  
     (薬       2) 肛門外科。
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8101,1516,7 丸山胃腸科クリニック〒880-0806 0985-62-2323医療法人回生会　理事丸山　亮 平 7. 4. 1一般    診療所
     宮崎市広島２丁目６番４号 常　勤:    1長　丸山　亮 その他 内   胃   外  現存
     (医       1) 平28. 4. 1こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8201,1518,3 いちき小児科医院 〒880-0023 0985-38-8688市来　緑 市来　緑 平 7. 4.14小   診療所
     宮崎市和知川原２丁目１４番地１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8301,1522,5 医療法人　谷村整形外〒880-0917 0985-53-3300医療法人谷村整形外科谷村　俊次 平 7. 5. 1一般        11診療所
     科医院 宮崎市城ケ崎４丁目１番地８ 常　勤:    1医院　理事長　谷村　 組織変更 療養         8現存
     (医       1)俊次 平28. 5. 1整外 リハ リウ
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8401,1523,3 木佐貫産婦人科医院 〒880-0916 0985-52-3231医療法人木佐貫産婦人木佐貫　健一 平 7. 5. 1一般        15診療所
     宮崎市大字恒久４４０２番地１ 常　勤:    1科医院　理事長　木佐 組織変更 産婦 現存
     (医       1)貫　健一 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8501,1524,1 光川内科医院 〒880-0806 0985-38-8722光川　知宏 光川　知宏 平 7. 5.16内   診療所
     宮崎市広島２丁目８番２７号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8601,1527,4 岡本整形外科医院 〒880-0942 0985-50-6677医療法人社団　健友会岡本　義久 平 7. 6. 1一般        19診療所
     宮崎市生目台東４丁目１８番地４常　勤:    2　理事長　岡本　義久 組織変更 整外 リハ 現存
     (医       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8701,1529,0 下村産婦人科医院 〒880-0842 0985-27-0341医療法人　下村産婦人下村　直也 平 7. 7. 1一般        14診療所
     宮崎市青葉町１５１番地１ 常　勤:    1科医院　理事長　下村 組織変更 産婦 現存
     (医       1)　直也 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8801,1533,2 赤嶺クリニック 〒880-0032 0985-38-5321赤嶺　俊彦 赤嶺　俊彦 平 7.10. 1神内 内   診療所
     宮崎市霧島２丁目６番地２　妹尾常　勤:    1 新規 現存
     ビル (医       1) 平28.10. 1
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   8901,1534,0 医療法人慶明会生目眼〒880-2112 0985-48-1010医療法人慶明会　理事原田　一道 平 7.10.16眼   診療所
     科クリニック 宮崎市大字小松２９８７番１ 常　勤:    1長　大浦　福市 新規 現存
     (医       1) 平28.10.16
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9001,1539,9 江平内科 〒880-0052 0985-32-6000森山　光一 森山　光一 平 8. 2. 1内   神内 循  診療所
     宮崎市丸山２丁目１１６番地６ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9101,1545,6 海老原クリニック 〒880-0813 0985-25-8200医療法人萌誠会　理事海老原　史高 平 8. 6. 1内   診療所
     宮崎市丸島町２番２６号 常　勤:    1長　海老原　史高 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9201,1547,2 ブレストピア宮崎病院〒880-0052 0985-32-7170医療法人ブレストピア中原　浩 平 8. 6. 1一般        36病院
     宮崎市丸山２丁目１１２番地１ 常　勤:   10　理事長　中原　浩 新規 放   婦   他  現存
     (医       5) 平29. 6. 1乳腺外科、
     (薬       5)
     非常勤:   10
     (医       9)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9301,1548,0 医療法人社団栄整形外〒880-0837 0985-26-2600医療法人社団栄整形外栄　四男 平 8. 7. 1一般        19診療所
     科 宮崎市村角町前畑４５５番１ 常　勤:    1科　理事長　栄　四男 新規 整外 リハ リウ現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9401,1550,6 神尊産婦人科 〒880-0916 0985-59-3311医療法人社団天網会　神尊　敏彦 平 8.10. 1一般        19診療所
     宮崎市大字恒久５３０８番地１ 常　勤:    1理事長　神尊　敏彦 組織変更 産婦 産   婦  現存
     (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9501,1551,4 蜂須賀クリニック 〒880-0052 0985-24-5551蜂須賀　裕志 蜂須賀　裕志 平 8.11. 1皮   診療所
     宮崎市丸山２丁目８３番地 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9601,1552,2 浮之城眼科 〒880-0844 0985-20-2088医療法人社団一宇会　鳥井　秀雄 平 8.11. 1一般        12診療所
     宮崎市柳丸町２３７番地１ 常　勤:    1理事長　鳥井　秀雄 組織変更 眼   現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   9701,1555,5 近間クリニック 〒880-0031 0985-24-6662医療法人社団静心会　近間　浩史 平 8.12. 1精   神   診療所
     宮崎市船塚１丁目２番地 常　勤:    1理事長　近間　悟 組織変更 現存
     (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9801,1558,9 多田皮膚科 〒880-0121 0985-39-9088医療法人社団豊洋会　多田　茂 平 9. 1. 1皮   診療所
     宮崎市大字島之内字馬出７０７４常　勤:    1理事長　多田　茂 組織変更 現存
     番地 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9901,1560,5 いしかわ内科 〒880-0033 0985-32-2234医療法人社団三友会　石川　智信 平 9. 1. 1内   消   リハ診療所
     宮崎市神宮西１丁目４９番地１ 常　勤:    3理事長　石川　智信 組織変更 現存
     (医       3) 平30. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10001,1563,9 青島クリニック 〒889-2162 0985-65-2022医療法人社団　康友会松元　隆明 平 9. 4.15一般        11診療所
     宮崎市青島４丁目６番３号 常　勤:    1　理事長　松元　康治 新規 内   リハ 神内休止
     (医       1) 平30. 4.15心内 他   
     非常勤:    1 循環器内科、呼
     (医       1) 吸器内科。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10101,1564,7 大江整形外科病院 〒880-0022 0985-25-6300医療法人幸秀会　大江近藤　梨紗 平 9. 5. 1一般        60病院
     宮崎市大橋１丁目９４番地１ 常　勤:    3整形外科病院　理事長 組織変更 整外 リハ 現存
     (医       3)　近藤　梨紗 平30. 5. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10201,1565,4 金丸脳神経外科病院 〒880-0041 0985-39-8484医療法人社団三晴会　金丸　禮三 平 9. 5. 1一般        52病院
     宮崎市池内町八幡田８０３番地 常　勤:    7理事長　金丸　禮三 組織変更 療養        48現存
     (医       5) 平30. 5. 1脳外 整外 リハ
     (薬       2) 神内 麻   
     非常勤:   27
     (医      27)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10301,1566,2 医療法人唯和会　こお〒880-0121 0985-39-4970医療法人唯和会　こお郡山　和夫 平 9. 5. 1一般        19診療所
     りやま医院 宮崎市大字島之内字永池９２１２常　勤:    1りやま医院　理事長　 組織変更 内   皮   ひ  現存
     番地２６ (医       1)郡山　和夫 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10401,1567,0 小野小児科医院 〒880-0951 0985-51-8211医療法人　小野小児科小野　武己 平 9. 5. 1小   診療所
     宮崎市大塚町天神後２６５８番地常　勤:    1医院　理事長　小野　 組織変更 現存
     ５ (医       1)武己 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  10501,1569,6 稲田胃腸科外科 〒880-0930 0985-52-1200稻田　享介 稻田　享介 平 9. 5.20胃   外   内  診療所
     宮崎市花山手東１丁目２－９ 常　勤:    1 新規 こう 現存
     (医       1) 平30. 5.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10601,1572,0 医療法人清涼会　竹迫〒880-0925 0985-53-1212医療法人清涼会　理事竹迫　堅之助 平 9. 9. 1一般        19診療所
     医院 宮崎市大字本郷北方２１０７番地常　勤:    3長　竹迫　堅之助 組織変更 外   内   脳外現存
     １ (医       3) 平24. 9. 1放   リハ ひ  
     非常勤:    4 他   
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10701,1573,8 医療法人明生会　内田〒880-0006 0985-22-3581医療法人明生会　内田内田　厚生 平 9. 9. 1内   循   診療所
     クリニック 宮崎市千草町３番２１号 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)内田　厚生 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10801,1575,3 原田内科クリニック 〒880-0904 0985-59-1212原田　雄一 原田　雄一 平 9.11. 1内   循   診療所
     宮崎市中村東２丁目７番１０号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10901,1576,1 宮崎県健康づくり協会〒880-0032 0985-38-5512公益財団法人宮崎県健楠元　志都夫 平 9.11. 1内   放   婦  診療所
     診療所 宮崎市霧島１丁目１番地２ 常　勤:   11康づくり協会　理事長 新規 現存
     (医      11)　楠元　志都生 平24.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11001,1578,7 医療法人社団　佐藤小〒880-0021 0985-22-4705医療法人社団　佐藤小佐藤　潤一郎 平 9.12. 1小   診療所
     児科 宮崎市清水３丁目１番１０号 常　勤:    1児科　理事長　佐藤　 現存
     (医       1)潤一郎 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11101,1579,5 こどもいいん柳丸 〒880-0845 0985-27-0860医療法人社団康友会　松元　康治 平 9.12.15小   アレ 診療所
     宮崎市新城町２番１ 常　勤:    1理事長　松元　康治 新規 現存
     (医       1) 平27.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11201,1581,1 医療法人整和会あかえ〒880-0916 0985-51-2679医療法人整和会　あか黒木　隆男 平10. 1. 1一般        19診療所
     整形外科医院 宮崎市大字恒久字草葉９３０番地常　勤:    1え整形外科医院　理事 組織変更 整外 リウ リハ現存
     １ (医       1)長　黒木　隆男 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11301,1582,9 医療法人社団　田中内〒880-0901 0985-53-3720医療法人社団　田中内田中　隆次 平10. 1. 1内   診療所
     科クリニック 宮崎市東大淀２丁目３番４５号 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　田中　隆次 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  11401,1584,5 医療法人青翠会　山本〒880-0007 0985-32-0985医療法人青翠会山本医山本　佳正 平10. 1. 1内   消   診療所
     医院 宮崎市原町１２番１号 常　勤:    1院　理事長　山本　佳 組織変更 現存
     (医       1)正 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11501,1585,2 医療法人細川レディス〒880-0035 0985-22-7313医療法人細川レディス細川　義明 平10. 2. 1一般        10診療所
     クリニック 宮崎市下北方町井手下北４０番地常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 産   婦   現存
     ７ (医       1)細川　義明 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11601,1587,8 医療法人社団誠和会藤〒880-2112 0985-47-0852医療法人社団誠和会　藤木　玲 平10. 3. 1内   外   呼内診療所
     木内科外科クリニック宮崎市大字小松２９８０番地１ 常　勤:    1藤木病院　理事長　藤 新規 リハ 他   現存
     (医       1)木　啓 平28. 3. 1消化器内科、循
     非常勤:    2 環器内科。
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11701,1589,4 医療法人社団愛鍼会山〒889-2161 0985-65-2633医療法人社団愛鍼会　木田　修 平10. 4. 1療養        19診療所
     元リハビリテーション宮崎市大字加江田字曽山寺４５１常　勤:    2理事長　山元　敏勝 新規 内   整外 リハ現存
     クリニック ４番地１ (医       2) 平28. 4. 1麻   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11801,1591,0 医療法人社団せんなり〒880-0824 0985-32-0032医療法人社団せんなり先成　英一 平10. 5. 1小   診療所
     小児科 宮崎市大島町前田３１８番地１ 常　勤:    1小児科　理事長　先成 組織変更 現存
     (医       1)　英一 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11901,1592,8 ヘパトピア西高台内科〒880-0941 0985-52-5757石野田　吉弘 石野田　吉弘 平10. 5.12内   診療所
     宮崎市北川内町字乱橋３６０８番常　勤:    1 新規 現存
     地１１号 (医       1) 平28. 5.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12001,1594,4 たまり内科 〒880-0022 0985-27-7560玉利　裕一 玉利　裕一 平10. 6. 1内   循   胃  診療所
     宮崎市大橋２丁目９３番１ 常　勤:    2 交代 心内 現存
     (医       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12101,1598,5 医療法人陽明会　増田〒880-0045 0985-41-1234医療法人陽明会　増田増田　好治 平10. 8. 1療養        51病院
     病院 宮崎市大字大瀬町２１７６番地１常　勤:    4病院　理事長　増田　 組織変更 外   内   整外現存
     (医       3)好成 平28. 8. 1皮   ひ   放  
     (薬       1) リハ 他   
     非常勤:   27
     (医      27)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12201,1603,3 横田内科 〒880-0036 0985-30-2566横田　直人 横田　直人 平11. 1. 1内   循   他  診療所
     宮崎市花ケ島町小無田６４２番１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  12301,1604,1 三宅小児科医院 〒880-0121 0985-39-3900医療法人社団こどもの三宅　和昭 平11. 1. 1小   診療所
     宮崎市大字島之内字永池９２１７常　勤:    1砦　理事長　三宅　和 組織変更 現存
     番地９ (医       1)昭 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12401,1605,8 小島医院 〒880-0822 0985-31-6001医療法人清明会　理事小島　青志 平11. 1. 6内   外   リハ診療所
     宮崎市権現町７９番地１ 常　勤:    1長　小島　青志 新規 消   現存
     (医       1) 平29. 1. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12501,1606,6 わたなべ小児科 〒880-0921 0985-56-0003医療法人社団紫陽花会渡邊　綱之 平11. 2. 1小   診療所
     宮崎市大字本郷南方２４５５番地常　勤:    1わたなべ小児科　理事 組織変更 現存
     １ (医       1)長　渡邊　綱之 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12601,1610,8 医療法人慶明会おおよ〒880-0904 0985-51-5568医療法人慶明会　理事松本　和久 平11. 3. 1眼   診療所
     ど眼科クリニック 宮崎市中村東２丁目２番２４号 常　勤:    1長　大浦　福市 新規 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12701,1611,6 佐々木眼科医院 〒880-0837 0985-20-0080医療法人佐々木眼科医佐々木　究 平11. 3. 1一般        10診療所
     宮崎市村角町前畑４３８番地３ 常　勤:    1院　理事長　佐々木　 組織変更 眼   現存
     (医       1)究 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12801,1613,2 川崎脳神経外科 〒880-0824 0985-22-2020川崎　建作 川崎　建作 平11. 4. 1一般    診療所
     宮崎市大島町前田３４０番地１ 常　勤:    1 新規 脳外 整外 リハ現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12901,1614,0 みなうち内科・神経内〒880-0121 0985-39-8511医療法人翔和会　理事皆内　康廣 平11. 4. 1神内 内   診療所
     科 宮崎市大字島之内６７１４番地１常　勤:    1長　皆内　康廣 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13001,1616,5 医療法人アイリス朝陽〒880-0841 0985-23-9000医療法人アイリス朝陽済陽　英道 平11. 5. 1一般    診療所
     会済陽胃腸科外科 宮崎市吉村町大町甲１９１９番地常　勤:    1会　理事長　済陽　英 組織変更 療養    現存
     ６ (医       1)道 平29. 5. 1内   胃   外  
     こう 整外 リウ
     リハ アレ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13101,1619,9 井手医院 〒880-0929 0985-63-1808医療法人照葉会　理事井手　勝彦 平11. 7.21胃   外   内  診療所
     宮崎市まなび野２丁目３９番１ 常　勤:    2長　井手　勝彦 新規 こう リハ 現存
     (医       2) 平29. 7.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13201,1620,7 木戸内科胃腸科 〒880-0016 0985-35-6151木戸　義行 木戸　義行 平11. 9. 2内   胃   診療所
     宮崎市西高松町４番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  13301,1621,5 クリニック残照 〒880-0925 0985-58-4156建部　正夫 建部　正夫 平11.11. 1内   診療所
     宮崎市本郷北方字池田４０５７番常　勤:    1 新規 現存
     地７８ (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13401,1623,1 大坪外科医院 〒880-0802 0985-27-4577医療法人むつみ会　理大坪　睦郎 平11.12. 1一般    診療所
     宮崎市別府町４番３０号 常　勤:    1事長　大坪　睦郎 組織変更 療養    現存
     (医       1) 平29.12. 1外   循   胃  
     こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13501,1624,9 医療法人廣千会　福元〒880-0841 0985-28-5001医療法人廣千会　理事福元　廣次 平11.12. 1外   内   胃  診療所
     医院 宮崎市吉村町北原甲１４４６番地常　勤:    1長　福元　廣次 組織変更 循   リハ 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13601,1627,2 医療法人健栄会影山内〒880-0014 0985-22-2235医療法人健栄会影山内影山　均 平12. 1. 1一般    診療所
     科医院 宮崎市鶴島２丁目１７番２２号 常　勤:    2科医院　理事長　影山 組織変更 療養    現存
     (医       1)　均 平30. 1. 1内   小   消  
     (薬       1) 循   リハ 呼  
     非常勤:    1 放   
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13701,1628,0 医療法人将優会クリニ〒880-0916 0985-52-8080医療法人将優会　理事牛谷　義秀 平12. 1. 1一般        19診療所
     ックうしたに 宮崎市恒久５０６５番地 常　勤:    3長　牛谷　義秀 組織変更 外   内   胃  現存
     (医       3) 平30. 1. 1こう 整外 放  
     リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13801,1629,8 たなか内科 〒880-0044 0985-41-2300医療法人社団田中重治黒木　いしえ 平12. 1. 1内   小   神内診療所
     宮崎市瓜生野２２８７番地５９ 常　勤:    2会　理事長　黒木　い 組織変更 皮   麻   他  現存
     (医       2)しえ 平30. 1. 1糖尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13901,1630,6 獅子目整形外科病院 〒880-0121 0985-39-1052医療法人朋詠会　理事獅子目　亨 平12. 2. 1一般        16病院
     宮崎市島之内６６５４番地 常　勤:    2長　獅子目　賢一郎 組織変更 療養        22現存
     (医       2) 平30. 2. 1整外 外   内  
     非常勤:   11 リウ リハ 胃  
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14001,1635,5 押川整形外科医院 〒880-0023 0985-29-1245医療法人社団　紘真会押川　紘一郎 平12. 6. 1一般        19診療所
     宮崎市和知川原１丁目６４番地３常　勤:    2　理事長　押川　紘一 組織変更 整外 リハ 麻  現存
     (医       2)郎 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14101,1639,7 医療法人彰芳会こんど〒880-0917 0985-52-2400医療法人彰芳会　理事近藤　方彰 平12. 7. 1形外 美外 皮  診療所
     う形成外科 宮崎市城ケ崎４丁目８番１７ 常　勤:    1長　近藤　方彰 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
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  14201,1641,3 医療法人社団尚成会　〒880-0836 0985-24-2418医療法人社団尚成会　木許　政善 平12. 7. 1療養        50病院
     近間病院 宮崎市山崎町９６５番地６ 常　勤:    3理事長　近間　良子 移動 内   整外 リハ現存
     (医       2) 平24. 7. 1放   他   
     (薬       1) 消化器内科、消
     非常勤:    7 化器外科
     (医       6)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14301,1650,4 たはら小児科 〒880-0033 0985-61-1585田原　浩一朗 田原　浩一朗 平12.11. 1小   診療所
     宮崎市神宮西２丁目８４番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14401,1652,0 宮園　医院 〒880-2104 0985-62-3880宮園　信彰 宮園　信彰 平12.12. 1内   呼   胃  診療所
     宮崎市大字浮田３２６４番地９ 常　勤:    1 新規 放   現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14501,1653,8 四季クリニック 〒880-2234 0985-41-3011石坂　裕司郎 石坂　裕司郎 平13. 1.12内   循   小  診療所
     宮崎市大字金崎字大迫１４４５番常　勤:    2 新規 リハ 現存
     地１ (医       2) 平25. 1.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14601,1654,6 たにぐちレディースク〒880-0011 0985-22-1103谷口　二郎 谷口　二郎 平13. 1. 1一般        19診療所
     リニック 宮崎市上野町５番１号 常　勤:    1 移動 産   婦   現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14701,1655,3 日高　医院 〒880-0921 0985-56-2283医療法人いなほ会　理日高　四郎 平12.12. 1内   診療所
     宮崎市大字本郷南方４０４６番地常　勤:    1事長　日高　四郎 組織変更 現存
     ５ (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14801,1656,1 ゆげ小児科・弓削整形〒880-0806 0985-25-7115医療法人　結び葉　理弓削　昭彦 平13. 1. 1一般         2診療所
     外科 宮崎市広島１丁目１番１８号 常　勤:    2事長　弓削　昭彦 組織変更 整外 リハ リウ現存
     (医       2) 平25. 1. 1小   アレ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14901,1658,7 たかむら小児クリニッ〒880-0933 0985-52-8181医療法人社団一實会　高村　一志 平13. 3. 1小   診療所
     ク 宮崎市大坪町西六月２２０７番地常　勤:    1理事長　髙村　一志 組織変更 現存
     １ (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15001,1659,5 医療法人社団修養会　〒880-0027 0985-35-2551医療法人社団修養会盛盛田　修一郎 平13. 3. 1内   循   診療所
     盛田内科クリニック 宮崎市西池町１番２２号 常　勤:    2田内科クリニック　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　盛田　修一郎 平25. 3. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15101,1660,3 医療法人　三原内科 〒880-0927 0985-53-6226医療法人三原内科　理三原　敬 平13. 4. 1内   婦   診療所
     宮崎市源藤町源藤８７６番地１ 常　勤:    1事長　三原　謙郎 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
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  15201,1661,1 川名クリニック 〒880-0925 0985-50-3000医療法人恵修会　理事川名　隆司 平13. 4. 1内   外   リハ診療所
     宮崎市大字本郷北方字高山２５２常　勤:    1長　川名　隆司 組織変更 小外 他   現存
     ０番地４３ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15301,1664,5 神宮医院 〒880-0053 0985-25-1993田中　宏幸 田中　宏幸 平13. 3.26内   小   呼  診療所
     宮崎市神宮２丁目２ー７９ 常　勤:    1 新規 循   消   現存
     (医       1) 平25. 3.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15401,1665,2 作　整形外科 〒880-0824 0985-60-0765作　良彦 作　良彦 平13. 5.15整外 リウ リハ診療所
     宮崎市大島町国草１５８番地２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15501,1666,0 新城眼科分院 〒880-0035 0985-22-6285医療法人財団シロアム塩屋　美代子 平13. 6. 1眼   診療所
     宮崎市下北方町目後８８６番地１常　勤:    1会　理事長　風間　成 新規 現存
     (医       1)泰 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15601,1669,4 まえのクリニック 〒880-0936 0985-64-2789前野　正和 前野　正和 平13. 9. 3内   循   診療所
     宮崎市天満１丁目１ー７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 9. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15701,1671,0 長嶺内科クリニック 〒880-0874 0985-26-6765医療法人弘寿会　長嶺長嶺　元久 平13.10. 1内   他   診療所
     宮崎市昭和町１９７番地１１ 常　勤:    3内科クリニック　理事 その他 糖尿病内科、内現存
     (医       2)長　長嶺　元久 平25.10. 1分泌内科。
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15801,1673,6 医療法人杏仁会　タヅ〒880-0865 0985-62-2233医療法人杏仁会　理事佐藤　志保 平13.12. 1内   整外 こう診療所
     メクリニック 宮崎市松山２丁目２３番地２ 常　勤:    2長　田爪　靖史 移動 リハ 精   外  現存
     (医       2) 平25.12. 1神   心内 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15901,1674,4 木下内科医院 〒880-0035 0985-25-7887木下　浩 木下　浩 平14. 1. 1内   他   診療所
     宮崎市下北方町常盤元１０１８番常　勤:    1 交代 現存
     １号 (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16001,1676,9 ふくだ泌尿器科 〒880-0841 0985-32-1233医療法人社団福生会　福田　聡一郎 平14. 2. 1一般        13診療所
     宮崎市吉村町井手ノ中甲８１６番常　勤:    1理事長　福田　聡一郎 組織変更 ひ   内   現存
     地 (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16101,1677,7 サザンクリニック 〒880-0912 0985-50-5771倉永　祥充 倉永　祥充 平14. 2. 1内   神内 心内診療所
     宮崎市大字赤江８３０番地１ 常　勤:    1 新規 精   現存
     (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16201,1680,1 こざわ内科 〒880-0824 0985-62-0208小澤　仁雄 小澤　仁雄 平14. 3. 1内   循   呼  診療所
     宮崎市大島町国草１５９番地２ 常　勤:    1 新規 消   現存
     (医       1) 平26. 3. 1
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  16301,1681,9 宮崎生協病院 〒880-0824 0985-24-6877宮崎医療生活協同組合遠藤　豊 平14. 4. 1一般       124病院
     宮崎市大島町天神前１１７１番地常　勤:   21　理事長　日髙　明義 移動 内   外   小  現存
     (医      21) 平26. 4. 1リハ 他   
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16401,1682,7 和知川原生協クリニッ〒880-0023 0985-24-6637宮崎医療生活協同組合日高　明義 平14. 4. 1内   リハ 呼内診療所
     ク 宮崎市和知川原２丁目２５番地１常　勤:    2　理事長　日髙　明義 新規 消化器内科、循現存
     (医       2) 平26. 4. 1環器内科。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16501,1684,3 金田礼子ひふ科医院 〒880-0022 0985-29-3922医療法人金田クリニッ金田　礼子 平14. 3.13皮   診療所
     宮崎市大橋１丁目９７番地２ 常　勤:    1ク　理事長　金田　礼 移動 現存
     (医       1)子 平26. 3.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16601,1688,4 細見クリ二ック 〒880-0001 0985-35-1100医療法人　ハートピア細見　潤 平14. 9. 6精   心内 診療所
     宮崎市橘通西１丁目５番３号 常　勤:    1　理事長　細見　潤 新規 現存
     (医       1) 平26. 9. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16701,1692,6 医療法人　蘇春堂　谷〒880-0052 0985-61-1388医療法人　蘇春堂　谷谷口　博信 平14.12. 1整外 リハ リウ診療所
     口整形外科 宮崎市丸山１丁目２１番地 常　勤:    2口整形外科　理事長　 組織変更 内   現存
     (医       1)谷口　博信 平26.12. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16801,1694,2 古賀駅前クリ二ック 〒880-0812 0985-22-2111社会医療法人　同心会古賀　和美 平15. 1. 5内   放   他  診療所
     宮崎市高千穂通２丁目７番１４号常　勤:    5　理事長　古賀　和美 移動 整外 呼内 現存
     (医       5) 平27. 1. 5（内分泌、消化
     非常勤:   19 器、循環器）内
     (医      19) 科。糖尿病・代
     謝内科。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16901,1695,9 医療法人　憲優会　オ〒880-0824 0985-25-7722医療法人憲優会　オー北村　儀雄 平15. 2. 1内   外   胃  診療所
     ーシャンクリニック 宮崎市大島町前田３１０番地１ 常　勤:    1シャンクリニック　理 組織変更 リハ 現存
     (医       1)事長　北村　儀雄 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17001,1697,5 宮崎善仁会病院 〒880-0834 0985-26-1599社会医療法人善仁会　関屋　亮 平15. 3. 1一般       106病院
     宮崎市新別府町江口９５０番地１常　勤:   19理事長　濱砂　カヨ 新規 内   リウ 外  現存
     (医      18) 平27. 3. 1整外 脳外 呼外
     (薬       1) 婦   リハ 放  
     非常勤:   46 麻   他   
     (医      46)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17101,1698,3 おの胃腸科クリ二ック〒880-0841 0985-61-1112小野　真一 小野　真一 平15. 3. 1内   胃   放  診療所
     宮崎市吉村町前田甲１２０３番地常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 3. 1
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  17201,1699,1 宮崎市総合発達支援セ〒880-0834 0985-21-1616宮崎市長　戸敷　正 大庭　健一 平15. 4. 1小   精   整外診療所
     ンター 宮崎市新別府町久保田６５７番地常　勤:    2 新規 耳い 眼   現存
     ４ (医       2) 平27. 4. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17301,1700,7 福井医院 〒880-2104 0985-47-4131医療法人エフエムシー福井　信介 平15. 5. 1内   脳外 循  診療所
     宮崎市大字浮田３１２７番地 常　勤:    1　理事長　福井　信介 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17401,1702,3 医療法人　木佐貫内科〒880-0006 0985-22-3996医療法人木佐貫内科医木佐貫　靖夫 平15. 5. 1内   診療所
     医院 宮崎市千草町１３番５号 常　勤:    1院　理事長　木佐貫　 組織変更 現存
     (医       1)博人 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17501,1703,1 医療法人　ひらかわ整〒880-0841 0985-28-8220医療法人ひらかわ整形平川　俊一 平15. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     形外科クリ二ック 宮崎市吉村町長田甲２３７６番地常　勤:    1外科クリ二ック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　平川　俊一 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17601,1705,6 たけお眼科 〒880-0824 0985-60-5000永友　武郎 永友　武郎 平15. 6. 6眼   診療所
     宮崎市大島町国草１６０番２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 6. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17701,1706,4 矢野内科クリ二ック 〒880-0007 0985-31-3535医療法人恵伸会　理事矢野　伸樹 平15. 9. 1内   他   診療所
     宮崎市原町８番１７号 常　勤:    1長　矢野　伸樹 組織変更 糖尿病内科。 現存
     (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17801,1707,2 大渕クリニック 〒880-0805 0985-24-3808大渕　敏生 大渕　敏生 平15. 9. 3一般        12診療所
     宮崎市橘通東１丁目５番２０号 常　勤:    2 移動 産   婦   現存
     (医       1) 平27. 9. 3
     (薬       1)
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17901,1712,2 医療法人隆徳会　宮崎〒880-0835 0985-31-3719医療法人隆徳会　理事西川　清 平15.10. 1内   放   診療所
     鶴田記念クリ二ック 宮崎市阿波岐原町宝財２２８１番常　勤:    1長　鶴田　曜三 新規 現存
     地１ (医       1) 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18001,1713,0 ささき内科 〒880-0902 0985-55-1755佐々木　昭 佐々木　昭 平15.12. 1内   呼   循  診療所
     宮崎市大淀４丁目２－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
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  18101,1714,8 さわの内科クリ二ック〒880-2112 0985-62-3800澤野　文俊 澤野　文俊 平15.12. 1内   他   診療所
     宮崎市大字小松２８４２番２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18201,1716,3 つまがり整形外科 〒880-0033 0985-20-5551医療法人社団つまがり津曲　孝康 平16. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     宮崎市神宮西２丁目７７番地 常　勤:    1整形外科　理事長　津 組織変更 現存
     (医       1)曲　孝康 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18301,1718,9 あそう内科 〒880-0841 0985-31-1500医療法人頌和会　理事麻生　和義 平16. 2. 1内   診療所
     宮崎市吉村町天神前甲１４３番地常　勤:    1長　麻生　和義 組織変更 現存
     ２ (医       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18401,1719,7 堀川町山下内科呼吸器〒880-0873 0985-32-2341医療法人社団堀川町山山下　優子 平16. 3. 1内   呼   診療所
     科医院 宮崎市堀川町１０番地 常　勤:    1下内科呼吸器科医院　 組織変更 現存
     (医       1)理事長　山下　優子 平28. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18501,1720,5 安達耳鼻咽喉科医院 〒880-0905 0985-51-3388安達　裕一郎 安達　裕一郎 平16. 4. 1耳い 診療所
     宮崎市中村西１丁目３番９号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18601,1722,1 土居内科循環器科 〒880-0022 0985-25-0380医療法人社団博英会　土居　博 平16. 5. 1内   循   診療所
     宮崎市大橋１丁目６３番１ 常　勤:    2理事長　土居　英生 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18701,1724,7 医療法人　常伸会　亀〒889-2151 0985-58-1511医療法人常伸会　理事亀山　伸博 平16. 5. 1一般         8診療所
     山記念クリニック 宮崎市大字熊野１番地１ 常　勤:    1長　亀山　伸博 組織変更 療養        11現存
     (医       1) 平28. 5. 1内   循   小  
     非常勤:    2 胃   麻   整外
     (医       2) リハ 皮   ひ  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18801,1727,0 橋口医院 〒880-0814 0985-24-3762医療法人　薩典会　理橋口　典久 平16. 7. 1内   呼   放  診療所
     宮崎市江平中町７－１８ 常　勤:    1事長　橋口　典久 組織変更 外   現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18901,1732,0 ながとも内科医院 〒880-0834 0985-61-3181長友　英博 長友　英博 平16.10. 1内   放   診療所
     宮崎市新別府町薗田１６１番１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
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  19001,1733,8 医療法人　河合整形外〒880-0123 0985-62-5211医療法人　河合整形外河合　淳 平16.12. 1整外 皮   内  診療所
     科クリニック 宮崎市芳士１０３８番地１ 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 リハ 現存
     (医       1)　河合　淳 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19101,1734,6 徳田内科とくだ小児科〒880-0951 0985-54-3299医療法人　碧澄会　理徳田　省吾 平17. 1. 1一般        18診療所
     宮崎市大塚町大塩道下４７４７番常　勤:    2事長　徳田　省吾 組織変更 内   神内 呼  現存
     地 (医       2) 平29. 1. 1消   循   小  
     アレ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19201,1735,3 医療法人新花会あいク〒880-0879 0985-25-0085医療法人新花会あいク甲斐　恭子 平17. 2. 1精   心内 診療所
     リニック 宮崎市宮崎駅東１丁目６番地７ 常　勤:    2リニック　理事長　甲 組織変更 現存
     (医       2)斐　恭子 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19301,1737,9 やました内科リウマチ〒880-0837 0985-28-0528山下　良三 山下　良三 平17. 3. 7内   リウ リハ診療所
     科クリニック 宮崎市村角町島ノ前１３３９番１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 3. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19401,1740,3 うえやま貴子クリニッ〒880-0865 0985-60-6676上山　貴子 上山　貴子 平17. 4. 1一般         1診療所
     ク 宮崎市松山２丁目２３－２ー２Ｆ常　勤:    1 新規 婦   産   現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19501,1743,7 花山手内科クリニック〒880-0933 0985-50-0888中間　哲文 中間　哲文 平17. 7. 4内   消   診療所
     宮崎市大坪町大坪４２９０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19601,1746,0 いまむらウイメンズク〒880-0812 0985-31-3908今村　登志子 今村　登志子 平17. 8. 1一般    診療所
     リニック 宮崎市高千穂通２丁目５番５　２常　勤:    1 新規 産婦 現存
     Ｆ (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19701,1749,4 ひろの内科クリニック〒880-0925 0985-52-7311医療法人　ひろの内科弘野　修一 平17. 9. 1内   消   診療所
     宮崎市大字本郷北方字山崎３５８常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     ２番１ (医       1)弘野　修一 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19801,1750,2 ひろしま通りウイミン〒880-0806 0985-60-7807釜付　弘志 釜付　弘志 平17. 9. 2一般         1診療所
     ズクリニック 宮崎市広島１丁目１６番９号サン常　勤:    1 新規 産   婦   現存
     モール広島オフィスビル２Ｆ (医       1) 平29. 9. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19901,1751,0 奥循環器科・内科 〒880-0951 0985-50-8811奧　禎也 奧　禎也 平17.10.11内   循   診療所
     宮崎市大塚町宮田２９３６番１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10.11
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  20001,1753,6 もりやま眼科 〒880-0951 0985-54-1100森山　重人 森山　重人 平17.10. 1眼   診療所
     宮崎市大塚町宮田２８５４番２ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20101,1757,7 外山内科神経内科医院〒880-0841 0985-28-1388医療法人千春会　理事外山　博一 平17.11. 1内   神内 リハ診療所
     宮崎市吉村町境目甲１５２９番地常　勤:    1長　外山　博一 移動 現存
     １ (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20201,1758,5 桑畑整形外科 〒880-0835 0985-20-7788桑畑　睦郎 桑畑　睦郎 平17.11. 1整外 リハ リウ診療所
     宮崎市阿波岐原町堤添１０４３番常　勤:    1 新規 現存
     地１ (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20301,1759,3 医療法人博愛社佐土原〒880-0301 0985-74-0012医療法人博愛社　理事高山　孝治 昭41.10. 5療養        45病院
     病院 宮崎市佐土原町上田島３８７３番常　勤:    3長　高山　孝治 内   耳い 現存
     地 (医       2) 平29.10. 5
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20401,1761,9 湯田胃腸科内科 〒889-1701 0985-86-0065湯田　鐵哉 湯田　鐵哉 昭56. 6.15内   胃   小  診療所
     宮崎市田野町甲２８１６番地の２常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20501,1762,7 さいとう医院 〒880-0211 0985-73-5555斉藤　康 斉藤　康 昭62.12. 1内   皮   ひ  診療所
     宮崎市佐土原町下田島９８１３番常　勤:    1 現存
     地 (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20601,1763,5 谷山産婦人科医院 〒880-0301 0985-74-0078谷山　圭一 谷山　圭一 昭63. 4.16一般         3診療所
     宮崎市佐土原町上田島３８７５番常　勤:    1 内   外   産婦現存
     地 (医       1) 平30. 4.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20701,1764,3 御殿下医院 〒880-0212 0985-73-5311医療法人匡済会　理事日高　知昭 平 4. 1. 1内   消   診療所
     宮崎市佐土原町下那珂２５９８番常　勤:    1長　日高　知昭 現存
     地の４ (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20801,1765,0 村田内科胃腸科 〒880-0211 0985-73-0113村田　博 村田　博 平 4. 6. 1一般        18診療所
     宮崎市佐土原町下田島９７５７番常　勤:    1 内   胃   アレ現存
     地 (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20901,1766,8 まつもと整形外科医院〒889-1701 0985-86-0566松本　宏一 松本　宏一 平 5.11.15整外 リハ リウ診療所
     宮崎市田野町甲５８１４番６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  21001,1768,4 山脇内科小児科医院 〒880-0211 0985-73-5335医療法人　慈恵会　理山脇　清一 平 9. 2. 1内   小   循  診療所
     宮崎市佐土原町下田島２０５１０常　勤:    2事長　山脇　忍 組織変更 胃   現存
     番地４０ (医       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21101,1770,0 宮元整形外科医院 〒880-0211 0985-73-0633医療法人祐輝会　理事宮元　修一 平10. 1. 1一般        19診療所
     宮崎市佐土原町下田島１２３７２常　勤:    2長　宮元　修一 組織変更 内   整外 リハ現存
     番地 (医       2) 平28. 1. 1リウ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21201,1771,8 医療法人いもがらぼく〒880-0211 0985-73-7300医療法人いもがらぼく竹井　学 平11. 2. 1内   小   アレ診療所
     と会竹井小児科医院 宮崎市佐土原町下田島９１２２番常　勤:    2と会竹井小児科医院　 組織変更 現存
     地１ (医       2)理事長　竹井　学 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21301,1772,6 高山循環器科・内科 〒880-0301 0985-74-3666医療法人和康会　理事高山　和久 平12. 1. 1循   内   診療所
     宮崎市佐土原町上田島８１７６番常　勤:    1長　高山　和久 組織変更 現存
     地 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21401,1773,4 医療法人社団　ふくだ〒880-0303 0985-30-5100医療法人社団ふくだ整福田　健二 平12. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     整形外科 宮崎市佐土原町東上那珂１４９８常　勤:    1形外科　理事長　福田 組織変更 現存
     ３番地１ (医       1)　健二 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21501,1777,5 山村内科 〒880-0211 0985-72-1001医療法人ケーンズ会　山村　善教 平14. 7. 1内   神内 リハ診療所
     宮崎市佐土原町下田島９４２３番常　勤:    1理事長　山村　善教 組織変更 現存
     地１ (医       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21601,1778,3 ピア・メンタルささき〒880-0211 0985-73-1811医療法人　りっか会　佐々木　達郎 平14.10. 1精神        85病院
     病院 宮崎市佐土原町下田島２１２３０常　勤:    3理事長　佐々木　達郎 組織変更 精   内   心内現存
     番地 (医       3) 平26.10. 1皮   
     非常勤:    3
     (医       2)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21701,1779,1 ひだか胃腸科医院 〒880-0212 0985-73-7171日髙　健太郎 日髙　健太郎 平14.11.28内   胃   外  診療所
     宮崎市佐土原町下那珂２０２２－常　勤:    1 交代 こう リハ 現存
     ８ (医       1) 平26.11.28
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21801,1780,9 くらもと医院 〒880-0301 0985-30-5590倉元　光明 倉元　光明 平16.11. 1内   胃   外  診療所
     宮崎市佐土原町上田島字樋之口１常　勤:    1 新規 現存
     ３番７ (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  21901,1781,7 きたやま内科循環器科〒880-0211 0985-72-1000医療法人良仁天　理事北山　浩気 平17. 4. 1内   循   リハ診療所
     宮崎市佐土原町下田島２０２９０常　勤:    1長　北山　浩気 組織変更 現存
     番地８３ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22001,1783,3 医療法人小室医院 〒880-2222 0985-82-0033医療法人　小室医院　小室　康男 平元.11. 1内   呼   消  診療所
     宮崎市高岡町五町３５７番地 常　勤:    1理事長　小室　康男 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22101,1784,1 医療法人児玉胃腸科外〒880-2211 0985-82-0300医療法人児玉胃腸科外児玉　吉明 平 6. 3. 1一般        19診療所
     科 宮崎市高岡町花見９４４番地３ 常　勤:    1科　理事長　児玉　吉 組織変更 胃   外   内  現存
     (医       1)明 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22201,1785,8 辰元病院 〒880-2224 0985-82-3531医療法人社団　高信会辰元　信 平 6. 3. 1療養        95病院
     宮崎市高岡町飯田２０８９番地１常　勤:    3　理事長　辰元　信 組織変更 内   他   神内現存
     (医       3) 平30. 3. 1リハ 放   
     非常勤:   10 循環器内科
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22301,1786,6 麻生整形外科クリニッ〒880-2221 0985-82-0005麻生　邦典 麻生　邦典 平 6.11. 1整外 リハ 内  診療所
     ク 宮崎市高岡町内山３１２７番地 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22401,1787,4 医療法人社団にしぞの〒880-2224 0985-82-5522医療法人社団にしぞの西園　正敏 平 9. 5. 1内   胃   循  診療所
     内科 宮崎市高岡町飯田２５４番地 常　勤:    4内科　理事長　西園　 組織変更 消   リハ 現存
     (医       4)正敏 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22501,1788,2 こむら内科医院 〒880-2212 0985-82-5611医療法人社団孝仁会　小村　和孝 平12.10. 1内   消   小  診療所
     宮崎市高岡町下倉永４００番地 常　勤:    1理事長　小村　和孝 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22601,1791,6 宮崎市立田野病院 〒889-1702 0985-86-1155宮崎市　宮崎市長　戸近藤　千博 平18. 1. 1一般        42病院
     宮崎市田野町乙７６９６番地 常　勤:    7敷　正 交代 内   外   整外現存
     (医       7) 平30. 1. 1リハ 放   耳い
     非常勤:  106
     (医     106)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22701,1793,2 宮永ＥＮＴクリニック〒880-0824 0985-31-1133医療法人社団　Ｍｓ　宮永　敏 平18. 3. 1一般         2診療所
     宮崎市大島町西田２１２８番地２常　勤:    1理事長　宮永　敏 組織変更 耳い アレ 気食現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  22801,1794,0 医療法人社団　裕弘会〒880-0930 0985-55-1717医療法人社団裕弘会　松岡　裕二 平18. 5. 1小   循   診療所
     　まつおか小児科医院宮崎市花山手東１丁目２番地３ 常　勤:    1まつおか小児科医院　 組織変更 現存
     (医       1)理事長　松岡　裕二 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22901,1795,7 おおつか杉田眼科 〒880-0951 0985-50-3131医療法人大裕会　理事杉田　新 平18. 5. 1眼   診療所
     宮崎市大塚町大迫南平４３９４番常　勤:    1長　杉田　新 組織変更 現存
     地 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23001,1796,5 フタバ皮膚科形成外科〒880-0951 0985-53-8877医療法人みのり会　理成田　博実 平18. 5. 1一般 診療所
     医院 宮崎市大塚町馬場崎３５２３番地常　勤:    1事長　成田　博実 組織変更     一般 現存
     １ (医       1) 平30. 5. 1皮   形外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23101,1797,3 こさい胃腸科外科 〒880-0121 0985-30-2255医療法人就和会　理事小佐井　就司 平18. 5. 1胃   外   こう診療所
     宮崎市大字島之内字野入６７２５常　勤:    2長　小佐井　就司 組織変更 麻   内   現存
     番４ (医       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23201,1801,3 杉本外科胃腸科医院 〒880-0908 0985-64-2001杉本　英彦 杉本　英彦 平18. 7. 1外   胃   呼  診療所
     宮崎市谷川１丁目７－６ 常　勤:    1 新規 循   こう 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23301,1803,9 医療法人心和会　河野〒880-0915 0985-51-5011医療法人心和会　理事河野　謙治 平18. 7. 1内   呼   診療所
     内科呼吸器科 宮崎市恒久南三丁目２１４番地１常　勤:    1長　河野　謙治 組織変更 現存
     ０ (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23401,1805,4 さくらクリニック 〒880-0211 0985-30-1003医療法人　恒友会　理渡邊　法明 平18. 8. 1内   循   心内診療所
     宮崎市佐土原町下田島字天神７８常　勤:    1事長　杉本　比奈子 新規 精   現存
     ５１番４ (医       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23501,1806,2 よこうち皮ふ科・形成〒880-0824 0985-35-0007医療法人優花会　理事横内　哲博 平18. 9. 1皮   形外 整外診療所
     外科 宮崎市大島町原ノ前１４４５番地常　勤:    1長　横内　哲博 組織変更 美外 現存
     ６９ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23601,1807,0 宮永内科クリニック 〒880-0123 0985-62-5556医療法人宮永内科クリ宮永　省三 平18. 9. 1内   呼   循  診療所
     宮崎市大字芳士１０７４番地１ 常　勤:    1ニック　理事長　宮永 組織変更 リハ 現存
     (医       1)　省三 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23701,1808,8 医療法人　向陽会　小〒889-1702 0985-86-0011医療法人向陽会小村医小村　幹夫 平18.10. 1一般    診療所
     村医院 宮崎市田野町字学ノ木原乙７２１常　勤:    1院　理事長　小村　幹 組織変更 内   胃   外  現存
     ６番地２ (医       1)夫 平24.10. 1リハ 
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  23801,1809,6 のぞみ医院 〒880-0921 0985-55-2210山元　範運 山元　範運 平18.10.10内   リハ 診療所
     宮崎市大字本郷南方字榎田２５４常　勤:    1 移動 現存
     １－１ (医       1) 平24.10.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23901,1810,4 ゆち内科胃腸科クリニ〒880-0913 0985-63-1123湯池　宏明 湯池　宏明 平18.12. 1内   胃   診療所
     ック 宮崎市恒久５丁目１１番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24001,1811,2 くまはら耳鼻咽喉科ク〒880-0841 0985-35-7250熊原　恵一郎 熊原　恵一郎 平19. 1. 9一般    診療所
     リニック 宮崎市吉村町北原甲１４０５－５常　勤:    1 新規 耳い アレ 現存
     (医       1) 平25. 1. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24101,1815,3 とえだウイメンズクリ〒880-0812 0985-32-0511医療法人　社団　宮崎戸枝　通保 平19. 1. 1婦   診療所
     ニック 宮崎市高千穂通２丁目５番５ 常　勤:    2エー・アール・ティー 組織変更 現存
     (医       2)　理事長　戸枝　通保 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24201,1816,1 康雅メンタルクリニッ〒880-0001 0985-27-2500黒木　康雅 黒木　康雅 平19. 2. 5内   心内 精  診療所
     ク 宮崎市橘通西３－１０－１９エア常　勤:    1 新規 現存
     ラインホテル東館８階 (医       1) 平25. 2. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24301,1817,9 医療法人　日州会　ひ〒880-0951 0985-50-0533医療法人　日州会　理比嘉　昭彦 平19. 2. 1内   胃   診療所
     が内科胃腸科 宮崎市大塚町樋ノ口１９７６番地常　勤:    1事長　比嘉　昭彦 組織変更 現存
     １ (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24401,1819,5 ひらね眼科 〒880-0834 0985-31-6656平根　昌宜 平根　昌宜 平19. 2.25一般    診療所
     宮崎市新別府町江口８６２－１イ常　勤:    1 新規 眼   現存
     オン宮崎ショッピングセンター２(医       1) 平25. 2.25
     Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24501,1820,3 まなび野耳鼻咽喉科 〒880-0929 0985-59-3387医療法人　誠仁会　理堀之内　謙一 平19. 5. 1耳い 診療所
     宮崎市まなび野２丁目３９番地４常　勤:    1事長　堀之内　謙一 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24601,1821,1 どんぐりこども診療所〒880-0835 0985-62-0999医療法人　よしき会　糸数　智美 平19. 5. 1小   アレ 他  診療所
     宮崎市阿波岐原町竹割２０３４番常　勤:    2理事長　糸数　智美 組織変更 小児精神科、神現存
     地１ (医       2) 平25. 5. 1経小児科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24701,1822,9 駒柵脳神経外科 〒880-0913 0985-53-0119医療法人　宗龍会　理駒柵　龍一郎 平19. 5. 1一般        19診療所
     宮崎市恒久５丁目１１番地１ 常　勤:    1事長　駒柵　龍一郎 組織変更 脳外 リハ 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  24801,1823,7 くわばら医院 〒880-0852 0985-38-1100医療法人　敏悠会　理桑原　正知 平19. 5. 1循   内   心外診療所
     宮崎市高洲町２４４番地７７ 常　勤:    1事長　桑原　正知 組織変更 外   リハ 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24901,1824,5 まつばし川野整形外科〒880-0013 0985-32-0771医療法人社団　六参会川野　啓一郎 平19. 5. 1一般        13診療所
     宮崎市松橋２丁目２番１３号 常　勤:    1　理事長　川野　啓一 組織変更 療養         6現存
     (医       1)郎 平25. 5. 1整外 リウ リハ
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25001,1825,2 ささきクリニック 〒880-0951 0985-62-3322佐々木　隆 佐々木　隆 平19. 6. 5内   呼   リウ診療所
     宮崎市大塚町無量寺道下４１番地常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平25. 6. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25101,1826,0 近藤クリニック 〒880-0911 0985-52-0887医療法人　裕仁会　理近藤　裕行 平19. 6. 1内   循   診療所
     宮崎市大字田吉８２０番地１ 常　勤:    1事長　近藤　裕行 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25201,1829,4 川越整形外科医院 〒880-0951 0985-53-4873医療法人社団三修会　川越　正一 平19. 7. 1一般    診療所
     宮崎市大塚町大迫南平４４４６番常　勤:    2理事長　川越　正一 移動 整外 リウ リハ現存
     地 (医       2) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25301,1831,0 北村内科胃腸科医院 〒889-1702 0985-86-2121医療法人　了和会　理北村　亨 平19. 8. 1一般    診療所
     宮崎市田野町乙９３５３番地１ 常　勤:    1事長　北村　亨 組織変更 内   小   他  現存
     (医       1) 平25. 8. 1消化器内科、糖
     尿病代謝内科、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25401,1834,4 医療法人愛育会　なつ〒880-0925 0985-63-0620医療法人愛育会　理事安部　なつみ 平20. 1. 1小   診療所
     み小児科クリニック 宮崎市大字本郷北方字山崎３５８常　勤:    1長　安部　なつみ 組織変更 現存
     ６番地１ (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25501,1837,7 黒川皮膚科クリニック〒880-0057 0985-72-4112黒川　基樹 黒川　基樹 平20. 4.24皮   診療所
     宮崎市桜町４番地１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25601,1838,5 医療法人社団　くろき〒880-0908 0985-64-0233医療法人社団　くろき黒木　龍二 平20. 6. 1整外 リハ 診療所
     整形外科 宮崎市谷川一丁目７番１８号 常　勤:    1整形外科　理事長　黒 組織変更 現存
     (医       1)木　龍二 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25701,1840,1 医療法人　野辺整形外〒880-0211 0985-73-0255医療法人　野辺整形外野辺　達郎 平20. 6. 1一般        19診療所
     科内科 宮崎市佐土原町下田島２０１１３常　勤:    1科内科　理事長　野辺 組織変更 整外 リハ 内  現存
     番地３２ (医       1)　達郎 平26. 6. 1リウ 
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  25801,1841,9 山内ファミリークリニ〒880-0921 0985-55-2288医療法人　皓智会　理山内　励 平20.11. 1外   胃   こう診療所
     ック 宮崎市本郷南方３９８８　 常　勤:    1事長　山内　励 組織変更 内   循   現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25901,1842,7 春田耳鼻咽喉科医院 〒880-0211 0985-73-0020医療法人　松籟会　理春田　厚 平21. 1. 1耳い 診療所
     宮崎市佐土原町下田島　２００６常　勤:    1事長　春田　厚 組織変更 現存
     ３ (医       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26001,1843,5 ちぐさ東洋クリニック〒880-0006 0985-82-8000川越　宏文 川越　宏文 平21. 3. 2内   アレ 心内診療所
     宮崎市千草町３番３号 常　勤:    1 新規 小   婦   皮  現存
     (医       1) 平27. 3. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26101,1844,3 医療法人清涼会いきめ〒880-2104 0985-48-2500医療法人清涼会　理事柴田　直哉 平21. 3.17一般 診療所
     大腸・肛門外科内科 宮崎市大字浮田３０９９－１ 常　勤:    5長　竹迫　堅之助 新規     一般    19現存
     (医       4) 平27. 3.17外   内   心内
     (薬       1) 放   他   
     非常勤:    2 肛門外科、消化
     (医       2) 器内科、内視鏡
     内科。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26201,1845,0 医療法人社団康陽会　〒880-0951 0985-64-0041医療法人社団康陽会　坪井　康浩 平21. 4. 1耳い アレ 診療所
     つぼい耳鼻咽喉科クリ宮崎市大塚町西ノ原１３２２番地常　勤:    2つぼい耳鼻咽喉科クリ 組織変更 現存
     ニック １ (医       2)ニック　理事長　坪井 平27. 4. 1
     非常勤:    1　康浩
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26301,1846,8 わたなべ整形外科 〒889-2151 0985-58-1555医療法人わたなべ整形渡部　正一 平21. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     宮崎市大字熊野字正連寺５０番地常　勤:    2外科　理事長　渡部　 組織変更 現存
     １ (医       2)正一 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26401,1847,6 医療法人財団シロアム〒880-0212 0985-73-2878医療法人財団シロアム新城　歌子 平21. 5. 1眼   診療所
     会　郡司眼科医院 宮崎市佐土原町下那珂３３５５番常　勤:    1会　理事長　風間　成 新規 現存
     地３ (医       1)泰 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26501,1849,2 木花眼科クリニック 〒889-2151 0985-58-1811田中　史郎 田中　史郎 平21. 6.19眼   診療所
     宮崎市大字熊野字正蓮寺６０６－常　勤:    1 新規 現存
     ３ (医       1) 平27. 6.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26601,1850,0 森のクリニック 〒880-0123 0985-39-7773医療法人　光穂会　理窪山　美穂 平21. 7. 1内   他   診療所
     宮崎市芳士２０３３－１ 常　勤:    1事長　窪山　美穂 新規 腎臓内科、糖尿現存
     (医       1) 平27. 7. 1病内科、代謝内
     科
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  26701,1853,4 せき診療所　内科・呼〒880-2105 0985-47-0777医療法人せき診療所内関　良二 平22. 3. 1内   呼内 診療所
     吸器内科 宮崎市大塚台西１丁目１番地４４常　勤:    1科・呼吸器内科　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　関　良二 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26801,1855,9 医療法人典生会加納中〒889-1605 0985-85-6215医療法人典生会加納中中村　典生 昭62. 2. 1一般    診療所
     央医院 宮崎市清武町加納甲１９１１番地常　勤:    1央医院　理事長　中村 療養    現存
     ２ (医       1)　典生 平29. 2. 1内   胃   外  
     こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26901,1856,7 医療法人社団青雲　き〒889-1613 0985-84-0123医療法人社団　青雲　小島　章弘 平 8. 3. 1内   消胃 外  診療所
     よたけクリニック 宮崎市清武町西新町１２番地５ 常　勤:    1理事長　小島　章弘 こう 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27001,1857,5 医療法人社団　城山病〒889-1604 0985-85-0036医療法人社団城山病院城山　暢博 平 8.11. 1一般        28病院
     院 宮崎市清武町船引２３８番地 常　勤:    2　理事長　城山　暢博 内   外   呼内現存
     (医       2) 平29.11. 1他   
     非常勤:   11 循環器内科、消
     (医      11) 化器内科、内視
     鏡内科、糖尿病
     内科。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27101,1858,3 たじり皮膚科医院 〒889-1607 0985-84-1110医療法人社団明陽会　田尻　明彦 平 9. 9. 1皮   診療所
     宮崎市清武町加納２丁目４１番地常　勤:    1理事長　田尻　明彦 現存
     １ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27201,1859,1 かわぐち小児科 〒889-1607 0985-84-3200医療法人社団健美会　川口　健二 平 9. 9. 1小   診療所
     宮崎市清武町加納３丁目２５番地常　勤:    1理事長　川口　健二 現存
     １ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27301,1860,9 福永内科神経科医院 〒889-1607 0985-85-6006医療法人社団凌雲会　福永　洋光 平 9. 9. 1内   心内 精  診療所
     宮崎市清武町加納１丁目２９番地常　勤:    2理事長　福永　洋光 現存
     ２ (医       1) 平24. 9. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27401,1862,5 医療法人典誠会　坂本〒889-1602 0985-85-0065医療法人　典誠会　理坂本　英典 平10. 5. 1内   消   診療所
     医院 宮崎市清武町今泉甲７０２０番地常　勤:    2事長　坂本　英典 現存
     ７ (医       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27501,1863,3 まつうら眼科 〒889-1612 0985-85-6600医療法人社団松の樹会松浦　義史 平10. 5. 1一般         8診療所
     宮崎市清武町岡１丁目１番１２ 常　勤:    1　理事長　松浦　義史 眼   現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  27601,1864,1 医療法人社団青雲　池〒889-1605 0985-84-0124医療法人社団青雲きよ宮本　耕次 平10. 9. 1内   胃   診療所
     田台クリニック 宮崎市清武町加納甲１３３５番１常　勤:    1たけクリニック　理事 現存
     (医       1)長　小島　章弘 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27701,1865,8 前田整形外科医院 〒889-1603 0985-85-1125医療法人前田整形外科前田　和徳 平13.10. 1整外 リハ リウ診療所
     宮崎市清武町正手１丁目９９番地常　勤:    1医院　理事長　前田　 現存
     (医       1)和徳 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27801,1866,6 小池レディスクリニッ〒889-1604 0985-85-7111医療法人イシス会　理小池　弘幸 平16. 9. 1一般 診療所
     ク 宮崎市清武町船引６３３番地５ 常　勤:    1事長　小池　弘幸 その他     一般    12現存
     (医       1) 平28. 9. 1産   婦   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27901,1867,4 清武耳鼻咽喉科 〒889-1612 0985-85-8511牧元　宏 牧元　宏 平16.12. 1耳い アレ 診療所
     宮崎市清武町岡１丁目１２番地１常　勤:    1 その他 現存
     ２ (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28001,1869,0 医療法人社団青雲　た〒889-1613 0985-84-8080医療法人社団青雲　理山崎　俊輔 平18. 4.10小   診療所
     んぽぽ小児科 宮崎市清武町西新町１２番地７ 常　勤:    1事長　小島　章弘 その他 現存
     (医       1) 平30. 4.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28101,1870,8 坂本整形外科 〒889-1612 0985-85-7720医療法人　坂本整形外坂本　康典 平19. 5. 1整外 リハ 診療所
     宮崎市清武町岡一丁目１４番地１常　勤:    1科　理事長　坂本　康 その他 現存
     ０ (医       1)典 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28201,1871,6 清水中央クリニック 〒880-0021 0985-35-6535医療法人鳳会　理事長篠原　立大 平22. 4. 1一般        14診療所
     宮崎市清水１丁目３番２６号 常　勤:    2　篠原　立大 組織変更 内   外   他  現存
     (医       2) 平28. 4. 1肛門外科、消化
     非常勤:    2 器外科、乳腺外
     (医       2) 科、内分泌外科
     、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28301,1872,4 医療法人慶明会　富吉〒880-2114 0985-48-2211医療法人慶明会　理事獅子目　輯 平22. 4. 1療養 病院
     共立病院 宮崎市富吉２１３９番地 常　勤:    2長　大浦　福市 その他     療養    31現存
     (医       2) 平28. 4. 1整外 外   内  
     非常勤:   37 リウ リハ 
     (医      37)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28401,1873,2 落合内科 〒880-0902 0985-86-8000落合　英幸 落合　英幸 平22. 5. 1内   他   診療所
     宮崎市大淀３丁目１番３５号 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  28501,1875,7 上田脳神経外科 〒880-0925 0985-52-3500医療法人社団　孝尋会上田　孝 平22. 5. 1一般 診療所
     宮崎市大字本郷北方２７０３ 常　勤:    2　理事長　上田　孝 組織変更     一般    19現存
     (医       2) 平28. 5. 1脳外 神内 内  
     非常勤:   14 放   外   麻  
     (医      14) リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28601,1877,3 たかぎ耳鼻咽喉科 〒880-0056 0985-62-0789医療法人誠晶会　理事髙木　誠治 平22.10. 1耳い アレ 内  診療所
     宮崎市神宮東２丁目１３番２９号常　勤:    2長　髙木　誠治 組織変更 現存
     (医       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28701,1879,9 おおつかの杜クリニッ〒880-0951 0985-72-3330医療法人岡田整形外科福嶋　麻里 平22.10.16整外 診療所
     ク 宮崎市大塚町池ノ内１１９９番地常　勤:    1　理事長　福嶋　秀一 新規 現存
     (医       1)郎 平28.10.16
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28801,1880,7 かみぞの整形外科 〒880-0939 0985-63-1200医療法人　かみぞの整神薗　豊 平23. 3. 1整外 リウ リハ診療所
     宮崎市花山手西１丁目６番地６ 常　勤:    1形外科　理事長　神薗 組織変更 現存
     (医       1)　豊 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28901,1881,5 すずき内科クリニック〒880-0844 0985-26-1513医療法人　すずき内科鈴木　良彦 平23. 3. 1内   循   診療所
     宮崎市柳丸町３２番地 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)鈴木　良彦 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29001,1882,3 まつ婦人科クリニック〒880-2103 0985-62-3555医療法人　まつ婦人科松　敬文 平23. 3. 1婦   診療所
     宮崎市大字生目２１５番地１ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)松　敬文 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29101,1883,1 高木内科医院 〒880-0035 0985-22-5580医療法人和三会　理事高木　重雄 平23. 4. 1内   胃   循  診療所
     宮崎市下北方町常磐元９９６番地常　勤:    2長　高木　重雄 組織変更 放   現存
     １３ (医       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29201,1884,9 月見が丘クリニック 〒880-0926 0985-63-1500三嶋　修 三嶋　修 平23. 4. 1形外 外   内  診療所
     宮崎市月見ケ丘２丁目５番１号 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29301,1887,2 医療法人慶明会　すみ〒880-0121 0985-86-8555医療法人慶明会　理事原田　勇一郎 平23. 8.20眼   診療所
     よし中央眼科 宮崎市大字島之内字井手下７４０常　勤:    1長　大浦　福市 新規 現存
     ３番３ (医       1) 平29. 8.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  29401,1889,8 野村循環器内科クリニ〒880-0916 0985-52-7171野村　勝政 野村　勝政 平23. 9. 5内   循   診療所
     ック 宮崎市恒久５９４２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29501,1894,8 中村内科放射線科 〒880-0872 0985-22-3007中村　邦子 中村　邦子 平23.10. 1一般    診療所
     宮崎市永楽町２１５番地２ 常　勤:    1 交代 内   放   現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29601,1895,5 きくち皮膚科泌尿器科〒880-0904 0985-51-1953医療法人社団　杏英会菊池　英維 平23.11. 1皮   ひ   診療所
     クリニック 宮崎市中村東二丁目１番２９号 常　勤:    2　理事長　菊池　英維 組織変更 現存
     (医       2) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29701,1898,9 北野メンタルクリニッ〒880-0824 0985-22-7588北野　知孝 北野　知孝 平23.12. 1精   心内 診療所
     ク 宮崎市大島町南窪８１４－４　マ常　勤:    1 移動 現存
     ルコービル１０５号室 (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29801,1899,7 ごとう整形外科 〒880-0835 0985-61-6161医療法人ごとう整形外後藤　啓輔 平24. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     宮崎市阿波岐原町坂元２０１１番常　勤:    1科　理事長　後藤　啓 組織変更 現存
     ３ (医       1)輔 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29901,1910,2 こぶしクリニック 〒880-0941 0985-64-1010医療法人社団こぶしク松田　一典 平24. 1. 1心内 精   診療所
     宮崎市北川内町乱橋３６２８番地常　勤:    1リニック　理事長　松 組織変更 現存
     ３ (医       1)田　一典 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30001,1911,0 末次内科　小児科 〒880-0121 0985-39-3331医療法人末次医院　理末次　信政 平24. 5.14内   小   診療所
     宮崎市島之内７０６９番２ 常　勤:    1事長　末次　信政 移動 現存
     (医       1) 平30. 5.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30101,1912,8 医療法人社団多久美会〒880-0806 0985-33-9678医療法人社団　多久美多久嶋　美紀 平24. 6. 1形外 皮   他  診療所
     　みきクリニック宮崎宮崎市広島一丁目１７番地３３号常　勤:    3会　理事長　多久嶋　 組織変更 現存
     　みきクリニックビル２・３Ｆ (医       3)美紀 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30201,1915,1 かわの内科クリニック〒880-0936 0985-64-1525川野　貴久 川野　貴久 平24.10. 1内   他   診療所
     宮崎市天満３丁目１番地８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30301,1916,9 医療法人聖心会　中村〒880-0806 0985-32-7830医療法人聖心会　中村中村　究 平24.11. 1心内 内   精  診療所
     クリニック 宮崎市広島１丁目１７－２１　ポ常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 アレ 皮   現存
     レスターアーバンシティ広島１Ｆ(医       1)中村　究 平24.11. 1
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  30401,1917,7 そらの内科・肛門外科〒880-0835 0985-26-2706大賀　純一 大賀　純一 平24.11. 1内   麻   他  診療所
     クリニック 宮崎市阿波岐原町前浜４２７６番常　勤:    1 新規 現存
     １２６１ (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30501,1918,5 泌尿器科・内科　みの〒880-2112 0985-48-2606医療法人みの田クリニ蓑田　優 平24.11. 1ひ   内   診療所
     田クリニック 宮崎市大字小松４８５番地１ 常　勤:    1ック　理事長　蓑田　 組織変更 現存
     (医       1)優 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30601,1919,3 ふくもと整形外科 〒880-0921 0985-56-8000福元　洋一 福元　洋一 平25. 1.21整外 リウ リハ診療所
     宮崎市大字本郷南方字榎田２５４常　勤:    1 新規 現存
     ６－１ (医       1) 平25. 1.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30701,1920,1 医療法人慶明会　宮崎〒880-0021 0985-24-8661医療法人慶明会　理事中崎　秀二 平25. 2. 1一般 病院
     中央眼科病院 宮崎市清水３丁目６番２１号 常　勤:    6長　大浦　福市 その他     一般    24現存
     (医       6) 平25. 2. 1眼   
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30801,1921,9 のなかクリニック 〒880-0051 0985-31-8777医療法人社団　のなか野中　昭次 平25. 4. 1脳外 整外 放  診療所
     宮崎市江平西一丁目４番１９号 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 リハ 現存
     (医       1)野中　昭次 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30901,1922,7 藤本医院 〒880-0057 0985-32-7000藤本　正樹 藤本　正樹 平25. 5.13他   診療所
     宮崎市桜町４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31001,1924,3 松浦みみ・はな・のど〒880-0921 0985-56-8717医療法人社団　松浦み松浦　宏司 平25. 6. 1耳い アレ 診療所
     クリニック 宮崎市大字本郷南方２４７５番地常　勤:    1み・はな・のどクリニ 組織変更 現存
     １ (医       1)ック　理事長　松浦　 平25. 6. 1
     宏司
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31101,1928,4 こごうメンタルクリニ〒880-0905 0985-55-1777医療法人　こごう　理古郷　博 平25. 9. 1内   精   心内診療所
     ック 宮崎市中村西３丁目２番３３号 常　勤:    1事長　古郷　博 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31201,1929,2 Ｍスポーツ整形外科ク〒880-0903 0985-64-2011樋口　潤一 樋口　潤一 平25.11. 1整外 リハ 診療所
     リニック 宮崎市太田４丁目２番１６号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31301,1930,0 ほんぶ整形外科 〒880-2112 0985-30-4884医療法人ほんぶ整形外本部　浩一 平25.11. 1整外 リハ 診療所
     宮崎市大字小松字町屋敷６６７番常　勤:    1科　理事長　本部　浩 組織変更 現存
     地１ (医       1)一 平25.11. 1
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  31401,1931,8 巴外科内科 〒880-0916 0985-51-1777医療法人常聖会　理事巴　寛 平26. 2. 1一般 診療所
     宮崎市大字恒久寺ノ前５９８８番常　勤:    2長　巴　寛 組織変更     一般    19現存
     地 (医       2) 平26. 2. 1内   外   整外
     リハ 他   
     胃腸外科、胃腸
     内科、肛門外科
     、肛門内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31501,1932,6 細川内科クリニック 〒880-0303 0985-74-0058医療法人細川内科クリ細川　和義 平26. 2. 1内   他   診療所
     宮崎市佐土原町東上那珂１４９０常　勤:    1ニック　理事長　細川 組織変更 胃腸内科 現存
     １番地４ (医       1)　和義 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31601,1934,2 宮崎市夜間急病センタ〒880-0017 0985-29-0119宮崎市　宮崎市長　戸髙村　一志 平26. 4. 1小   診療所
     ー小児科 宮崎市北高松町５番３０号 常　勤:    1敷　正 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:   97
     (医      50)
     (薬      47)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31701,1935,9 おおさこ耳鼻咽喉科 〒880-0015 0985-28-4133医療法人社団　八廣会大迫　廣人 平26. 4. 1耳い 診療所
     宮崎市大工二丁目１０５番地１ 常　勤:    1　理事長　大迫　廣人 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31801,1938,3 野間内科クリニック 〒880-0823 0985-77-5775野間　健之 野間　健之 平26.10. 1内   他   診療所
     宮崎市北権現町２２０－１ 常　勤:    1 新規 糖尿病内科。 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31901,1939,1 あけぼの診療所 〒889-1703 0985-74-5600國枝　良行 國枝　良行 平26.10. 1内   外   精  診療所
     宮崎市田野町あけぼの二丁目５番常　勤:    1 新規 現存
     地１ (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32001,1940,9 たかぎ小児科・心臓小〒880-0805 0985-24-9032髙木　純一 髙木　純一 平26.11. 1小   他   診療所
     児科 宮崎市橘通東１丁目１２番１３号常　勤:    1 新規 心臓小児科 現存
     (医       1) 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32101,1941,7 のぞみメンタルクリニ〒880-0805 0985-23-5775峯　周二 峯　周二 平27. 1. 5心内 精   診療所
     ック 宮崎市橘通東２丁目１－１ＳＫビ常　勤:    1 移動 現存
     ル２０１号室 (医       1) 平27. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32201,1942,5 やまもと整形外科 〒880-0041 0985-89-5800山本　惠太郎 山本　惠太郎 平27. 2. 1整外 リハ 診療所
     宮崎市池内町９８４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 2. 1
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  32301,1943,3 しおもりクリニック 〒889-1608 0985-55-0200医療法人花聖会　理事塩盛　建二 平27. 2. 1内   外   他  診療所
     宮崎市清武町池田台北３４番地４常　勤:    1長　塩盛　建二 組織変更 胃腸内科。 現存
     ０ (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32401,1944,1 医療法人社団康仁会　〒880-0951 0985-51-7700医療法人社団　康仁会内野　竜二 平27. 2. 1一般        13診療所
     猪島医院 宮崎市大塚町馬場崎３５２６番地常　勤:    1　理事長　内野　竜二 組織変更 療養         6現存
     ２ (医       1) 平27. 2. 1外   内   放  
     非常勤:    1 他   
     (医       1) 消化器外科、消
     化器内科、肛門
     外科。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32501,1946,6 いわさき小児科 〒880-0056 0985-35-7725岩﨑　直哉 岩﨑　直哉 平27. 4. 1小   診療所
     宮崎市神宮東３丁目２０６番地２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32601,1947,4 天満橋中央クリニック〒880-0013 0985-41-7788横山　真一郎 横山　真一郎 平27. 4. 1他   外   内  診療所
     宮崎市松橋二丁目１０４番１ 常　勤:    1 新規 放   現存
     (医       1) 平27. 4. 1心臓血管外科、
     非常勤:    4 循環器内科。
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32701,1948,2 宮崎ホームケアクリニ〒880-0816 0985-27-7645医療法人宮崎ホームケ長澤　伸二 平27. 4. 1内   放   診療所
     ック 宮崎市江平東１丁目１番１号 常　勤:    1アクリニック　理事長 移動 現存
     (医       1)　長澤　伸二 平27. 4. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32801,1949,0 いといクリニック 〒880-0924 0985-65-7775医療法人建穗会　理事糸井　達典 平27. 5. 1内   呼内 ひ  診療所
     宮崎市大字郡司分甲１０６９－１常　勤:    1長　糸井　達典 組織変更 他   現存
     (医       1) 平27. 5. 1循環器内科・腎
     臓内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32901,1950,8 いわきりこころのクリ〒880-0007 0985-64-9910岩切　美千代 岩切　美千代 平27. 5. 1精   内   診療所
     ニック 宮崎市原町５番１２号 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33001,1951,6 のざきクリニック 〒880-0879 0985-61-7751医療法人青葉会　理事野﨑　勝宏 平27. 6. 1内   他   整外診療所
     宮崎市宮崎駅東三丁目９番地１３常　勤:    2長　野﨑　勝宏 組織変更 リハ 現存
     (医       2) 平27. 6. 1循環器内科
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  33101,1953,2 松村産婦人科医院 〒880-0824 0985-22-4633医療法人　隆久会　理松村　隆 平27. 6. 1一般        12診療所
     宮崎市大島町西田２１５４番地２常　勤:    1事長　松村　隆 組織変更 産婦 麻   現存
     (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33201,1954,0 ありかわクリニック 〒880-0933 0985-86-7272有川　章治 有川　章治 平27. 8. 1脳外 リハ 診療所
     宮崎市大坪町西六月２２１０番地常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33301,1957,3 むろい皮ふ科・アレル〒880-2112 0985-47-8350室井　栄治 室井　栄治 平27.10. 1皮   アレ 診療所
     ギー科 宮崎市大字小松１０９３番３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33401,1958,1 ふくどめクリニック 〒880-0924 0985-41-7700福留　慶一 福留　慶一 平27.12. 1他   内   診療所
     宮崎市大字郡司分甲１６００番地常　勤:    1 新規 人工透析内科 現存
     １ (医       1) 平27.12. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33501,1959,9 かいクリニック 〒880-0053 0985-78-0112医療法人けいあい　理甲斐　睦章 平28. 3. 1リウ 整外 診療所
     宮崎市神宮２丁目３番４号 常　勤:    1事長　甲斐　睦章 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33601,1960,7 はながしま診療所 〒880-0036 0985-82-6100社会福祉法人キャンバ糸数　直哉 平28. 4. 1一般 診療所
     宮崎市花ケ島町入道２１９６番地常　勤:    1スの会　理事長　楠元 新規     一般    19現存
     (医       1)　洋子 平28. 4. 1小   内   
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33701,1961,5 江南まつもと整形外科〒880-0916 0985-63-5575医療法人徳歩会　理事松元　征徳 平28. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     宮崎市大字恒久字山下５８９０番常　勤:    1長　松元　征徳 組織変更 現存
     １ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33801,1962,3 くるみ皮膚科 〒880-0916 0985-50-9630加嶋　亜紀 加嶋　亜紀 平28. 5. 1皮   診療所
     宮崎市大字恒久字寺ノ前５９８０常　勤:    1 新規 現存
     番地 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33901,1963,1 濱砂診療所 〒880-0001 0985-23-6222濱砂　重仁 濱砂　重仁 平28. 7. 1外   内   診療所
     宮崎市橘通西５丁目３－２２　ア常　勤:    1 新規 現存
     ルテノースタワー３０１ (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  34001,1964,9 産科・婦人科クリニッ〒880-0951 0985-50-0003甲斐　克秀 甲斐　克秀 平28. 8. 1一般        16診療所
     ク　おおつか 宮崎市大塚町八所３５９７番地１常　勤:    1 組織変更 産   婦   現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34101,1965,6 花ヶ島ウィメンズクリ〒880-0036 0985-25-8883高橋　典子 高橋　典子 平28. 9.12産   婦   診療所
     ニック 宮崎市花ケ島町８９４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34201,1966,4 あきづきクリニックＭ〒880-0879 0985-72-3333秋月　英治 秋月　英治 平28.10.15他   内   診療所
     Ｊ 宮崎市宮崎駅東１－７－８ 常　勤:    1 新規 他＝消化器外科現存
     (医       1) 平28.10.15、胃腸内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34301,1967,2 一般社団法人藤元メデ〒880-0904 0985-51-1123一般社団法人藤元メデ原　雄将 平28.10. 1一般 診療所
     ィカルシステム　星井宮崎市中村東３丁目５番１０号 常　勤:    2ィカルシステム　理事 組織変更     一般     7現存
     眼科医院 (医       2)長　藤元　勇一郎 平28.10. 1眼   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34401,1968,0 まつうら心の診療所 〒880-0032 0985-77-6222松浦　喜久子 松浦　喜久子 平28.10. 5精   心内 診療所
     宮崎市霧島２丁目１３０番地２階常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34501,1969,8 きよし整形外科クリニ〒880-0211 0985-89-2211医療法人社団潔会　理村田　潔 平28.10. 1整外 リウ リハ診療所
     ック 宮崎市佐土原町下田島１０４０４常　勤:    1事長　村田　潔 組織変更 現存
     番地１ (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34601,1970,6 なかしま外科・内科 〒880-0904 0985-52-6511医療法人春光会　理事中島　真也 平28.12. 1一般        19診療所
     宮崎市中村東２丁目４－８ 常　勤:    2長　宮路　重和 移動 他   内   リハ現存
     (医       2) 平28.12. 1消化器外科、胃
     非常勤:    5 腸内科、内視鏡
     (医       5) 外科、肛門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34701,1971,4 船塚クリニック 〒880-0031 0985-73-8830医療法人　花葉会　理日高　淑晶 平29. 1. 1内   外   他  診療所
     宮崎市船塚三丁目１１４番地２ 常　勤:    1事長　日高　淑晶 組織変更 他：老年内科 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34801,1972,2 むらい内科クリニック〒880-0841 0985-20-5560医療法人　むらい内科村井　幸一 平29. 2. 1内   リウ 診療所
     宮崎市吉村町嶋田甲７３０番地３常　勤:    2クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       2)村井　幸一 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34901,1973,0 Ａｌｌ　Ａｂｏｕｔ　〒880-0811 0985-20-0811医療法人　Ａｌｌ　Ａ町田　英一郎 平29. 2. 1外   他   診療所
     Ｂｒｅａｓｔ　乳腺外宮崎市錦町１番１０号宮崎グリー常　勤:    1ｂｏｕｔ　Ｂｒｅａｓ 組織変更 乳腺外科 現存
     科クリニック ンスフィア壱番館２階 (医       1)ｔ　理事長　町田　英 平29. 2. 1
     一郎
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  35001,1974,8 かわはら整形外科リハ〒889-1607 0985-67-6070医療法人常陽会　理事河原　勝博 平29. 3. 1整外 リハ 診療所
     ビリテーションクリニ宮崎市清武町加納４丁目２０番地常　勤:    1長　河原　勝博 組織変更 現存
     ック (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35101,1975,5 産婦人科いきめの杜ク〒880-2111 0985-74-7400卜部　浩俊 卜部　浩俊 平29. 3. 1一般        19診療所
     リニック 宮崎市大字柏原４０７－１ 常　勤:    1 新規 産婦 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35201,1976,3 出水眼科 〒880-0916 0985-77-8800出水　誠二 出水　誠二 平29. 4.14眼   診療所
     宮崎市大字恒久字寺ノ前６００６常　勤:    1 新規 現存
     －１ (医       1) 平29. 4.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35301,1977,1 南宮崎ヤマモト腎泌尿〒880-0916 0985-71-2888山本　智将 山本　智将 平29. 4.17ひ   透析 内  診療所
     器科 宮崎市大字恒久１３８３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35401,1978,9 にしだ皮膚科 〒880-0921 0985-56-4112医療法人にしだ皮膚科西田　隆昭 平29. 6. 1皮   診療所
     宮崎市大字本郷南方２４７８番地常　勤:    2　理事長　西田　隆昭 組織変更 現存
     ３ (医       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35501,1979,7 大空クリニック 〒880-0865 080-1747-1616水野　昭夫 水野　昭夫 平29. 6. 1精   内   診療所
     宮崎市松山２丁目２番地６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35601,1980,5 慈英病院 〒880-0853 0985-23-5000医療法人社団栄正　理前田　正存 平29. 9. 1療養 病院
     宮崎市中西町１６０番地 常　勤:    6事長　前田　正存 組織変更     療養   102現存
     (医       4) 平29. 9. 1内   神内 リハ
     (薬       2)
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35701,1981,3 宮交シティクリニック〒880-0902 0985-51-1200南村　哲司 南村　哲司 平29.10. 1内   外   診療所
     宮崎市大淀四丁目六番２８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35801,1982,1 やまもと胃腸内科 〒880-0903 0985-82-6370山本　雄一郎 山本　雄一郎 平29.11.15内   他   診療所
     宮崎市太田４丁目１－５－１ 常　勤:    1 新規 胃腸内科、内視現存
     (医       1) 平29.11.15鏡内科、肛門内
     科、放射線診断
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35901,1983,9 村岡泌尿器科内科 〒889-1611 0985-85-7080医療法人村岡泌尿器科村岡　敬介 平29.11. 1ひ   内   診療所
     宮崎市清武町新町２丁目１番３号常　勤:    1内科　理事長　村岡　 組織変更 現存
     (医       1)敬介 平29.11. 1
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  36001,1984,7 生目台カリヨンクリニ〒880-0942 0985-77-7501勝田　和信 勝田　和信 平29.11.15内   外   他  診療所
     ック 宮崎市生目台東４－６－１ 常　勤:    1 新規 他：胃腸内科、現存
     (医       1) 平29.11.15消化器外科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36101,1985,4 医療法人慶明会生目眼〒880-2112 0985-48-1010医療法人慶明会　理事原田　一道 平29.11. 1眼   診療所
     科クリニック 宮崎市大字小松２６８７番地７ 常　勤:    1長　大浦　福市 移動 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36201,1986,2 ゆげレディスクリニッ〒880-0805 0985-77-8288弓削　彰利 弓削　彰利 平30. 2. 1婦   診療所
     ク 宮崎市橘通東４丁目８番１号　カ常　勤:    1 新規 婦人科（不妊治現存
     リーノ宮崎３Ｆ (医       1) 平30. 2. 1療）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36301,1987,0 石川クリニック 〒880-0036 0985-35-1311医療法人社団石川クリ石川　直人 平30. 4. 1内   放   他  診療所
     宮崎市花ケ島町入道２１９７番地常　勤:    2ニック　理事長　石川 組織変更 消化器内科、循現存
     １ (医       2)　直人 平30. 4. 1環器内科、呼吸
     器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36401,1988,8 アイレＨＤクリニック〒880-0124 0985-72-8181医療法人社団日髙　理日髙　恵子 平30. 4. 1内   他   診療所
     宮崎市新名爪１９５番地 常　勤:    2事長　日髙　恵子 組織変更 人工透析内科、現存
     (医       2) 平30. 4. 1腎臓内科、循環
     器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36501,1989,6 宮崎南じんクリニック〒880-0916 0985-54-1127医療法人碧青会　理事岩坪　耕策 平30. 4. 1内   他   診療所
     宮崎市大字恒久字御城方５７４３常　勤:    1長　岩坪　耕策 組織変更 人工透析内科 現存
     番地２ (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36601,1991,2 ふくどめ耳鼻咽喉科ク〒880-0916 0985-65-3387医療法人ふくどめ耳鼻福留　真二 平30. 5. 1耳い 診療所
     リニック 宮崎市大字恒久５９１３番地１ 常　勤:    1咽喉科クリニック　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　福留　真二 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36701,1992,0 ふくどめクリニック 〒880-0924 0985-41-7700医療法人慶仁会　理事福留　慶一 平30. 5. 1他   内   診療所
     宮崎市大字郡司分甲１６００番地常　勤:    2長　福留　慶一 組織変更 人工透析内科 現存
     １ (医       2) 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36801,1993,8 野間内科クリニック 〒880-0823 0985-77-5775医療法人野間内科クリ野間　健之 平30. 6. 1他   内   診療所
     宮崎市北権現町２２０番１ 常　勤:    1ニック　理事長　野間 組織変更 糖尿病内科 現存
     (医       1)　健之 平30. 6. 1
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  36902,1001,8 藤元総合病院 〒885-0055 0986-22-1717一般社団法人　藤元メ木原　浩一 昭41.10. 5一般       293病院
     都城市早鈴町１７街区１号 常　勤:   42ディカルシステム　理 療養        50現存
     (医      41)事長　藤元　勇一郎 平29.10. 5内   精   神内
     (薬       1) 小   外   脳外
     非常勤:  100 整外 心外 皮  
     (医     100) ひ   産婦 眼  
     耳い リハ 放  
     麻   他   
     内科（呼吸器、
     消化器、循環器
     、腎臓、血液）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37002,1020,8 医療法人啓仁会城南病〒885-0026 0986-23-2844医療法人啓仁会　理事黒木　昌幸 昭41.10.26一般        50病院
     院 都城市大王町３０街区５号 常　勤:    3長　松浦　知子 療養        49現存
     (医       2) 平29.10.26内   放   リハ
     (薬       1) リウ 他   
     非常勤:   28 呼吸器内科、循
     (医      28) 環器内科、消化
     器内科。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37102,1023,2 医療法人恵心会永田病〒885-0084 0986-23-2863医療法人恵心会　理事有田　一信 昭41.10.26精神       304病院
     院 都城市五十町５１７３番地 常　勤:    8長　永田　久子 精   心内 内  現存
     (医       7) 平29.10.26
     (薬       1)
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37202,1035,6 医療法人一誠会都城新〒885-0093 0986-22-0280医療法人一誠会　理事河野　一成 昭44. 5.25精神       390病院
     生病院 都城市志比田町３７８２番地 常　勤:   10長　河野　一成 内   精   心内現存
     (医       8) 平29. 5.25
     (薬       2)
     非常勤:   32
     (医      32)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37302,1098,4 藤元病院 〒885-0055 0986-25-1315一般社団法人　藤元メ竹内　康三 昭53. 2. 1精神       414病院
     都城市早鈴町１７街区４号 常　勤:   10ディカルシステム　理 精   内   心内現存
     (医       9)事長　藤元　勇一郎 平29. 2. 1
     (薬       1)
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  37402,1100,8 医療法人明和会宮田眼〒885-0051 0986-22-1441医療法人明和会　理事宮田　和典 昭53. 6. 1一般        71病院
     科病院 都城市蔵原町６街区３号 常　勤:   11長　宮田　和典 眼   現存
     (医      10) 平29. 6. 1
     (薬       1)
     非常勤:   22
     (医      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37502,1110,7 医療法人明成会　吉松〒885-0051 0986-25-1500医療法人明成会　理事吉松　正明 昭43. 8.15一般        24病院
     病院 都城市蔵原町５街区２９号 常　勤:    4長　吉松　成博 療養        24現存
     (医       3) 平28. 4. 1胃   外   整外
     (薬       1) 内   麻   こう
     非常勤:    1 リハ 
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37602,1116,4 宗正病院 〒885-0075 0986-22-4380平田　宗勝 平田　宗勝 昭55.10.23一般        27病院
     都城市八幡町１５街区３号 常　勤:    3 療養        32現存
     (医       3) 平28.10.23外   内   胃  
     非常勤:   16 整外 ひ   他  
     (医      16) 乳腺外科、甲状
     腺外科。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37702,1124,8 山内小児科医院 〒885-0072 0986-22-0048山内　良澄 山内　良澄 昭57. 6.30小   診療所
     都城市上町１２街区１５号 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 6.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37802,1135,4 医療法人三省会倉内整〒885-0072 0986-22-1252医療法人三省会　理事寳亀　玲一 昭58.12. 1一般        60病院
     形外科病院 都城市上町１６街区６号 常　勤:    4長　寳亀　玲一 整外 リハ リウ現存
     (医       3) 平28.12. 1麻   
     (薬       1)
     非常勤:   11
     (医      10)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37902,1136,2 小山田眼科医院 〒885-0077 0986-22-0710小山田　義貴 小山田　義貴 昭58.12. 5眼   診療所
     都城市松元町２街区８号 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平28.12. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38002,1153,7 村上循環器内科クリニ〒885-0078 0986-25-2700村上　健志 村上　健志 昭62. 8. 1一般    診療所
     ック 都城市宮丸町３０１７番地１６ 常　勤:    1 内   循   現存
     (医       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  38102,1156,0 医療法人社団健成会　〒885-0013 0986-26-3330医療法人社団健成会原木村　健 昭63. 2. 1一般        15診療所
     原田医院 都城市郡元町３２４５番地 常　勤:    2田医院　理事長　原田 療養         4現存
     (医       1)　徳子 平30. 2. 1内   小   呼  
     (薬       1) 循   消   外  
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38202,1162,8 豊徳会丸田病院 〒885-0075 0986-23-7060医療法人（社団）豊徳丸田　茂徳 昭63.10. 1一般        50病院
     都城市八幡町４街区２号 常　勤:    3会　丸田病院　理事長 産   婦   現存
     (医       3)　丸田　茂徳 平24.10. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38302,1163,6 医療法人（社団）仮屋〒885-1103 0986-36-0521医療法人（社団）仮屋假屋　純人 昭63.10. 1一般         7診療所
     医院 都城市上水流町２３４８番地 常　勤:    1医院　理事長　假屋　 療養        12現存
     (医       1)純人 平24.10. 1内   小   リウ
     他   
     循環器内科、消
     化器内科。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38402,1165,1 医療法人社団正立会黒〒885-0001 0986-38-1120医療法人（社団）正立蛯原　弘明 昭63.10. 1一般        34病院
     松病院 都城市金田町２２６３番地 常　勤:    3会　理事長　蛯原　弘 内   放   アレ現存
     (医       2)明 平24.10. 1ひ   リハ 心内
     (薬       1) 他   
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38502,1166,9 いづみ内科医院 〒885-0081 0986-22-7111出水　善文 出水　善文 昭63.11. 1一般        19診療所
     都城市鷹尾３丁目３３街区３号 内   消   現存
     平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38602,1167,7 小牧病院 〒885-0035 0986-24-1212医療法人社団牧会　理小牧　亘 平元. 2. 1一般        52病院
     都城市立野町５号５番地１ 常　勤:    2事長　小牧　亘 整外 リハ 内  現存
     (医       2) 平28. 2. 1
     非常勤:   56
     (医      56)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38702,1169,3 花房泌尿器科医院 〒885-0024 0986-25-1177医療法人（社団）清風花房　明憲 平元. 2. 1一般        19診療所
     都城市北原町１６４１番地２ 常　勤:    2会　理事長　花房　明 ひ   現存
     (医       2)憲 平28. 2. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  38802,1170,1 園田光正内科医院 〒885-0002 0986-38-5115園田　光正 園田　光正 平元. 3.15内   診療所
     都城市太郎坊町６６６７番地４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38902,1172,7 医療法人社団田中会　〒885-0086 0986-22-7700医療法人社団田中会　田中　穣弐 平元. 6. 1一般        19診療所
     久保原田中医院 都城市久保原町１３街区１号 常　勤:    2久保原田中医院　理事 内   胃   小  現存
     (医       1)長　田中　穣弐 平28. 6. 1
     (薬       1)
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39002,1173,5 石井皮膚科医院 〒885-0051 0986-23-4588医療法人杏会　理事長石井　芳満 平元. 7.15皮   診療所
     都城市蔵原町４街区２５号 常　勤:    1　石井　芳満 現存
     (医       1) 平28. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39102,1174,3 瀬ノ口醫院 〒885-0073 0986-25-5155医療法人敬仁会　理事瀬ノ口　洋史 平元. 8. 1内   こう 他  診療所
     都城市姫城町１２街区４号 常　勤:    1長　瀬ノ口　洋史 消化器内科 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39202,1175,0 三学会安藤胃腸科外科〒885-0043 0986-39-2226医療法人社団三学会　安藤　健一 平元. 8. 1一般    診療所
     医院 都城市豊満８２７番地１ 常　勤:    1理事長　安藤　健一 療養    現存
     (医       1) 平28. 8. 1消   外   内  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39302,1181,8 西浦医院 〒885-0077 0986-22-0715医療法人西勇会　理事西浦　勇一郎 平元.12. 1耳い 診療所
     都城市松元町６街区１３号 常　勤:    2長　西浦　勇一郎 現存
     (医       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39402,1182,6 いそいち産婦人科医院〒885-0085 0986-22-4585医療法人社団高峯会　淵脇　和男 平 2. 1. 1一般        19診療所
     都城市平塚町３０１６番地 常　勤:    1理事長　淵脇　和男 産婦 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39502,1184,2 宮永病院 〒885-0077 0986-22-2015医療法人魁成会　理事夏田　康則 平 2. 4. 1一般        88病院
     都城市松元町１５街区１０号 常　勤:    9長　夏田　康則 内   呼   胃  現存
     (医       9) 平29. 4. 1消   外   皮  
     非常勤:   14 こう リハ 放  
     (医      14) リウ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39602,1185,9 児玉小児科 〒885-0037 0986-25-5570医療法人社団児玉小児児玉　隆志 平 2. 6. 1小   診療所
     都城市花繰町１４号１０番地２ 常　勤:    1科　理事長　児玉　隆 現存
     (医       1)志 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  39702,1186,7 福島外科胃腸科医院 〒885-0004 0986-38-1633医療法人社団福島外科福島　正明 平 2. 8. 1一般        19診療所
     都城市都北町６４３０番地 常　勤:    2胃腸科医院　理事長　 外   胃   こう現存
     (医       2)福島　正明 平29. 8. 1眼   整外 
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39802,1188,3 西元眼科医院 〒885-0032 0986-25-8888医療法人社団晴和会　西元　久晴 平 2. 8. 1一般        19診療所
     都城市中原町４１街区８号 常　勤:    1理事長　西元　久晴 眼   内   現存
     (医       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39902,1189,1 武田産婦人科医院 〒885-0051 0986-22-0336医療法人豊志会　理事武田　信豊 平 2.10. 1産   婦   診療所
     都城市蔵原町１０街区２６号 常　勤:    1長　武田　信豊 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40002,1192,5 西浦病院 〒885-0036 0986-25-1119医療法人弘征会　理事西浦　亮介 平 3. 1. 1一般        43病院
     都城市広原町６号１２番地 常　勤:    3長　西浦　征志 内   ひ   現存
     (医       2) 平30. 1. 1
     (薬       1)
     非常勤:    9
     (医       8)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40102,1193,3 医療法人倫生会三州病〒885-0037 0986-22-0230医療法人倫生会　理事横山　憲三 平 3. 1. 1一般        67病院
     院 都城市花繰町３街区１４号 常　勤:    4長　横山　憲三 内   呼   胃  現存
     (医       4) 平30. 1. 1循   整外 外  
     非常勤:   13 こう 麻   放  
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40202,1195,8 ベテスダクリニック 〒885-0017 0986-22-1700医療法人社団アブラハ菅　好文 平 3. 5. 1一般        64病院
     都城市年見町２３号１２番地 常　勤:    2ムクラブ　理事長　菅 内   リハ 他  現存
     (医       1)　好文 平30. 5. 1循環器内科
     (薬       1)
     非常勤:   20
     (医      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40302,1196,6 医療法人仁愛会横山病〒885-0083 0986-22-2806医療法人仁愛会　理事横山　巌 平 3. 6. 1一般        40病院
     院 都城市都島町５０６番地 常　勤:    5長　横山　巌 他   ひ   麻  現存
     (医       4) 平30. 6. 1大腸外科・内視
     (薬       1) 鏡外科、血管外
     非常勤:   19 科
     (医      19)
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  40402,1200,6 永吉眼科医院 〒885-0073 0986-22-1530医療法人社団恵泉会　永吉　義治 平 3. 8. 1一般         6診療所
     都城市姫城町５街区４号 常　勤:    1理事長　永吉　義治 眼   現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40502,1202,2 たかお浜田医院 〒885-0081 0986-22-8818医療法人仁臣会　理事濱田　義臣 平 4. 1. 1一般    診療所
     都城市鷹尾４丁目４街区２号 常　勤:    1長　濱田　義臣 内   胃   循  現存
     (医       1) 平28. 1. 1外   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40602,1203,0 仮屋外科胃腸科医院 〒885-0093 0986-25-7712医療法人社団寿礼会仮仮屋　敏郎 平 4. 1. 1一般        13診療所
     都城市志比田町５４２７番地１ 常　勤:    1屋外科胃腸科　理事長 療養         6現存
     (医       1)　仮屋　敏郎 平28. 1. 1内   胃   外  
     こう リハ 麻  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40702,1210,5 三嶋内科 〒885-0081 0986-24-7171医療法人社団敬愛会三三嶋　孝雄 平 5.11. 1一般        19診療所
     都城市鷹尾１丁目２６番地６ 常　勤:    1嶋内科　理事長　三嶋 組織変更 内   呼   消胃現存
     (医       1)　孝雄 平29.11. 1循   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40802,1213,9 河村医院 〒885-0063 0986-39-5868医療法人社団邦楽会河柊山　了 平 6. 1. 1一般         3診療所
     都城市梅北町１１８２９番地 常　勤:    1村医院　理事長　柊山 組織変更 療養        16休止
     (医       1)　了 平24. 1. 1内   小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40902,1214,7 速見泌尿器科医院 〒885-0033 0986-24-8344医療法人社団明晴会　速見　晴朗 平 6. 3. 1一般        19診療所
     都城市妻ケ丘町４００９番５号 常　勤:    1理事長　速見　晴朗 移動 ひ   内   現存
     (医       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41002,1215,4 恵心会坂元医院 〒885-0079 0986-22-0360医療法人社団恵心会坂坂元　一久 平 6. 3. 1一般        19診療所
     都城市牟田町１２街区８号 常　勤:    1元医院　理事長　坂元 組織変更 内   胃   放  現存
     (医       1)　一久 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41102,1216,2 医療法人　誠栄会　ど〒885-0053 0986-22-1825医療法人誠栄会　理事土井　誠章 平 6. 3. 1内   消胃 外  診療所
     いクリニック 都城市上東町１２街区７号 常　勤:    1長　土井　誠章 組織変更 整外 皮   現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41202,1217,0 マドコロ外科医院 〒885-0022 0986-22-0138医療法人誠心会　理事政所　節夫 平 6. 4. 1内   胃   外  診療所
     都城市小松原町１１６１番地の３常　勤:    1長　政所　節夫 組織変更 整外 皮   こう現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  41302,1222,0 浜田医院 〒885-0079 0986-22-1151医療法人　汎愛会　理濵田　義次 平 7. 6. 1胃   外   放  診療所
     都城市牟田町１街区１０号 常　勤:    2事長　濵田　義次 組織変更 麻   現存
     (医       2) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41402,1226,1 瀬ノ口内科・放射線科〒885-0094 0986-25-7780医療法人社団敬頼会　瀬ノ口　頼久 平 7.12. 1一般    診療所
     医院 都城市都原町１４番地５ 常　勤:    1理事長　瀬ノ口　頼久 組織変更 内   呼   胃  現存
     (医       1) 平28.12. 1放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41502,1228,7 医療法人社団中山産婦〒885-0025 0986-23-8815医療法人社団中山産婦中山　郁男 平 8. 2. 1一般        19診療所
     人科医院 都城市前田町１７街区３２号 常　勤:    1人科医院　理事長　中 組織変更 産婦 現存
     (医       1)山　郁男 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41602,1229,5 柳田病院 〒885-0052 0986-22-4850医療法人与州会　理事柳田　喜美子 平 8. 4. 1一般        45病院
     都城市東町１０街区１７号 常　勤:    4長　柳田　琢也 組織変更 脳外 外   小  現存
     (医       3) 平29. 4. 1胃   内   神  
     (薬       1) 放   リハ 
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41702,1232,9 くぼた眼科 〒885-0082 0986-26-3100医療法人くぼた眼科　久保田　秀紀 平 8.11. 1一般         4診療所
     都城市南鷹尾１１街区３２号 常　勤:    3理事長　久保田　秀紀 組織変更 眼   現存
     (医       3) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41802,1237,8 酒井皮膚科医院 〒885-0024 0986-25-5322医療法人邦和会　理事酒井　和彦 平 9. 3. 1皮   形外 診療所
     都城市北原町２７街区７号 常　勤:    1長　酒井　和彦 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41902,1246,9 しげひらクリニック 〒885-0005 0986-27-5555重平　正文 重平　正文 平10. 7.18一般        14診療所
     都城市神之山町２０３０番１ 常　勤:    1 新規 内   消   放  現存
     (医       1) 平28. 7.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42002,1247,7 沖水こどもクリニック〒885-0002 0986-27-5656丸山　浩一 丸山　浩一 平10. 9. 1小   診療所
     都城市太郎坊町１５４７番１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42102,1248,5 医療法人はしぐち小児〒885-0094 0986-24-5500医療法人はしぐち小児橋口　兼英 平11. 2. 1小   診療所
     科会はしぐち小児科 都城市都原町８１４８番地１ 常　勤:    1科会　理事長　橋口　 組織変更 現存
     (医       1)兼英 平29. 2. 1
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  42202,1249,3 医療法人杏明会冨田医〒885-0023 0986-23-4586医療法人杏明会　理事冨田　明彦 平11. 2. 1内   小   呼  診療所
     院 都城市栄町１４号２番地 常　勤:    1長　冨田　明彦 組織変更 消   現存
     (医       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42302,1252,7 やの耳鼻咽喉科 〒885-0006 0986-27-5222医療法人社団博邑会　矢野　博美 平11.12. 1耳い 診療所
     都城市吉尾町１１８番１ 常　勤:    1理事長　矢野　博美 組織変更 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42402,1253,5 柳田クリニック 〒885-0052 0986-22-4862医療法人与州会　理事矢埜　正實 平12. 2. 5内   胃   小  診療所
     都城市東町１１街区３０の２号 常　勤:    1長　柳田　琢也 新規 神   神内 心内現存
     (医       1) 平30. 2. 5アレ 外   整外
     非常勤:   10 脳外 放   
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42502,1254,3 医療法人社団博修会柏〒885-0072 0986-22-2616医療法人社団博修会柏貴島　俊英 平12. 2. 1内   診療所
     村内科 都城市上町１２街区４号 常　勤:    3村内科　理事長　貴島 組織変更 現存
     (医       3)　亨 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42602,1258,4 はまだクリニック 〒885-0014 0986-45-2266濵田　圭一 濵田　圭一 平12. 5.11外   内   消  診療所
     都城市祝吉町二丁目４番地９ 常　勤:    1 新規 こう 現存
     (医       1) 平30. 5.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42702,1263,4 飯田整形外科クリニッ〒885-0072 0986-46-5115飯田　博幸 飯田　博幸 平12.10.16一般 診療所
     ク 都城市上町１０街区１７号 常　勤:    1 新規     一般    19現存
     (医       1) 平24.10.16整外 リハ リウ
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42802,1265,9 医療法人社団森山内科〒885-0082 0986-21-5221医療法人社団森山内科森山　篤志 平12.11. 1一般        19診療所
     ・脳神経外科 都城市南鷹尾町２４ー２０ 常　勤:    3・脳神経外科　理事長 組織変更 内   脳外 リハ現存
     (医       3)　森山　篤志 平24.11. 1他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42902,1269,1 メディカルシティ東部〒885-0035 0986-22-2240医療法人宏仁会　理事東　秀史 平12.12. 1一般       111病院
     病院 都城市立野町３６３３番地１ 常　勤:   10長　海老原　宏 移動 療養        32現存
     (医       9) 平24.12. 1内   外   整外
     (薬       1) 放   リハ 麻  
     非常勤:   12 他   脳外 
     (医      12) 循環器内科、消
     化器内科、消化
     器外科、呼吸器
     内科、
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  43002,1271,7 医療法人海誠会　庄内〒885-0114 0986-37-0522医療法人海誠会　理事海田　紀夫 平12.12. 1一般        19診療所
     医院 都城市庄内町８６１０番地 常　勤:    1長　海田　紀夫 その他 内   胃   外  現存
     (医       1) 平24.12. 1他   
     非常勤:    3 消化器内科（主
     (医       3) たる診療科は内
     科。）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43102,1272,5 野辺医院 〒885-0072 0986-22-0153医療法人社団　浩盛会野邊　俊文 平12.12. 1内   胃   診療所
     都城市上町１０街区４号 常　勤:    1　理事長　野邊　俊文 組織変更 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43202,1274,1 あきと内科胃腸科 〒885-0094 0986-46-5500田中　彰人 田中　彰人 平13. 2. 3内   胃   診療所
     都城市都原町８１４６ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 2. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43302,1275,8 寺本整形外科医院 〒885-0024 0986-22-1171医療法人弘誠会　理事寺本　弘 平13. 3. 1一般        19診療所
     都城市北原町６街区１４号 常　勤:    2長　寺本　昭三 組織変更 整外 外   リハ現存
     (医       2) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43402,1276,6 もちお蛯原医院 〒885-0095 0986-21-5355医療法人宗啓会　理事蛯原　啓文 平13. 3. 1整外 形外 リウ診療所
     都城市蓑原町８２５１番地 常　勤:    1長　蛯原　啓文 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43502,1277,4 吹上耳鼻咽喉科医院 〒885-0081 0986-21-4133医療法人そよかぜ会　吹上　忠祐 平13. 3. 1耳い アレ 診療所
     都城市鷹尾４丁目４街区１６号 常　勤:    1理事長　吹上　忠祐 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43602,1279,0 きたむら皮膚科クリニ〒885-0006 0986-38-7300北村　豪 北村　豪 平13. 5.22皮   アレ 診療所
     ック 都城市吉尾町６１１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43702,1286,5 有川呼吸器内科医院 〒885-0012 0986-24-6677医療法人社団健仁会　有川　圭介 平14. 3. 1一般        19診療所
     都城市上川東１丁目２７号６番１常　勤:    2理事長　有川　圭介 移動 アレ 他   現存
     (医       2) 平26. 3. 1呼吸器内科。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43802,1288,1 藤元上町病院 〒885-0072 0986-23-4000医療法人社団静雄会　藤元　静二郎 平14. 5. 1療養        84病院
     都城市上町１０街区２４号 常　勤:    6理事長　藤元　静二郎 移動 内   放   リハ現存
     (医       5) 平26. 5. 1呼内 神内 他  
     (薬       1)
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  43902,1291,5 城南クリニック 〒885-0026 0986-26-3662医療法人啓仁会　理事松浦　眞路 平15. 2. 1内   小   リハ診療所
     都城市大王町２６街区２号 常　勤:    1長　松浦　知子 新規 現存
     (医       1) 平27. 2. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44002,1292,3 有馬医院 〒885-0042 0986-23-2610医療法人光愛会　理事有馬　政輝 平15. 2. 1一般         8診療所
     都城市上長飯町４８号１番地 常　勤:    1長　有馬　政輝 組織変更 療養         6現存
     (医       1) 平27. 2. 1内   小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44102,1294,9 北原　医院 〒885-0024 0986-22-4133医療法人　北原医院　吉山　政敏 平15. 6. 1一般        19診療所
     都城市北原町１１街区５号 常　勤:    3理事長　吉山　政敏 組織変更 内   外   産婦現存
     (医       3) 平27. 6. 1麻   放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44202,1295,6 かみながえクリ二ック〒885-0042 0986-25-0224医療法人倫風会　理事渡邊　荘郁 平15.10. 1耳い 診療所
     都城市上長飯町５２２８番地１ 常　勤:    1長　渡邊　荘郁 組織変更 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44302,1296,4 ながはま整形外科 〒885-0004 0986-46-7188医療法人　綺羅星　理長濱　彰宣 平16. 2. 1整外 リハ リウ診療所
     都城市都北町３６０６番地２ 常　勤:    1事長　長濱　彰宣 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44402,1297,2 野田医院 〒885-0051 0986-24-8553医療法人社団政彬会　野田　俊一 平16. 2. 1一般        16診療所
     都城市蔵原町９街区１８号 常　勤:    2理事長　野田　俊一 組織変更 産婦 現存
     (医       2) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44502,1298,0 野口脳神経外科 〒885-0002 0986-47-1800医療法人　青隆会　理野口　晴司 平16. 4. 1一般        19診療所
     都城市太郎坊町１９９１番地５ 常　勤:    1事長　野口　晴司 組織変更 脳外 リハ 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44602,1299,8 共立医院 〒885-0051 0986-22-0213医療法人　清和会　理坂口　健次郎 平16. 4. 1一般        19診療所
     都城市蔵原町９街区２４号 常　勤:    2事長　坂口　健次郎 組織変更 内   小   胃  現存
     (医       2) 平28. 4. 1呼   放   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44702,1300,4 ふたみ眼科 〒885-0004 0986-38-5532医療法人　二聖会　理二見　要介 平16. 5. 1一般         5診療所
     都城市都北町６４４５番地 常　勤:    2事長　二見　要介 組織変更 眼   現存
     (医       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［宮崎県］

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    52 頁

  44802,1301,2 川畑医院 〒885-0017 0986-46-3225川畑　眞治 川畑　眞治 平16. 7. 1内   外   胃  診療所
     都城市年見町８街区２号 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44902,1302,0 都北鮫島クリニック 〒885-0004 0986-38-6060医療法人社団　浩然会鮫島　浩文 平16. 9. 1内   胃   外  診療所
     都城市都北町５７３４番地１ 常　勤:    1　理事長　鮫島　浩文 組織変更 こう リハ 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45002,1303,8 おおくぼクリニック 〒885-0015 0986-26-1500医療法人　千杏会　理大窪　利隆 平17. 1. 1循   内   診療所
     都城市千町５２１５番地 常　勤:    2事長　大窪　利隆 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45102,1304,6 たき心療内科クリニッ〒885-0054 0986-46-9191医療法人　健成会　理髙城　健司 平17. 2. 1精   心内 診療所
     ク 都城市若葉町１３街区６号 常　勤:    1事長　髙城　健司 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45202,1305,3 信愛医院 〒885-0061 0986-39-0800医療法人廣師会　理事永井　義和 平17. 5. 1一般         4診療所
     都城市下長飯町１５６８番地 常　勤:    2長　寺師　一郎 組織変更 療養        15休止
     (医       2) 平23. 5. 1内   外   リハ
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45302,1310,3 医療法人清陵会隅病院〒889-4505 0986-62-1100医療法人清陵会　理事隅　清克 昭56. 7. 1一般        41病院
     都城市高崎町大牟田１２０４番地常　勤:    3長　隅　清克 内   胃   現存
     (医       2) 平29. 7. 1
     (薬       1)
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45402,1311,1 教山内科医院 〒889-4505 0986-62-1205教山　絋臣 教山　絋臣 昭58. 3. 1一般        19診療所
     都城市高崎町大牟田１８９１番地常　勤:    1 内   小   現存
     ２ (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45502,1312,9 海老原内科 〒889-4602 0986-64-1211医療法人（社団）宏仁藤岡　俊昭 平 2. 2. 1一般        19診療所
     都城市山田町中霧島東原３３２３常　勤:    2会海老原内科診療所　 内   呼内 外  現存
     番地８ (医       2)理事長　海老原　宏 平29. 2. 1他   
     非常勤:    1 胃腸内科、循環
     (医       1) 器内科、人工透
     析内科、
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  45602,1313,7 政所医院 〒885-1202 0986-58-2171医療法人爽林会　理事政所　治道 平 4. 1. 1一般         8診療所
     都城市高城町穂満坊３２１３番地常　勤:    1長　政所　治道 内   小   現存
     １号 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45702,1314,5 佐々木医院 〒889-4505 0986-62-1103医療法人社団佐々木医佐々木　幸二 平 4. 4. 1一般    診療所
     都城市高崎町大牟田６０６１番地常　勤:    1院　理事長　佐々木　 内   消   循  現存
     (医       1)幸二 平28. 4. 1放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45802,1315,2 吉見病院 〒885-1202 0986-58-2335医療法人吉誠会　理事吉見　優 平 5. 4. 1一般        40病院
     都城市高城町穂満坊４５７番地１常　勤:    4長　吉見　多喜雄 組織変更 療養        40現存
     (医       3) 平29. 4. 1内   胃   外  
     (薬       1) 整外 リハ 呼  
     非常勤:    6 循   麻   
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45902,1316,0 大岐医院 〒889-1802 0986-57-2025医療法人玉扇会　理事大岐　照彦 平 5.11. 1一般        19診療所
     都城市山之口町花木２５６７番３常　勤:    1長　大岐　照彦 組織変更 内   外   胃  現存
     (医       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46002,1317,8 志々目医院 〒889-1802 0986-57-2004医療法人志々目医院　志々目　栄一 平 6. 3. 1一般        19診療所
     都城市山之口町花木１９９９番地常　勤:    1理事長　志々目　栄一 組織変更 内   小   放  現存
     ２ (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46102,1318,6 山路医院 〒889-4601 0986-64-3133医療法人山路医院　理山路　健 平 6. 3. 1内   外   診療所
     都城市山田町山田４３０９番地 常　勤:    1事長　山路　健 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46202,1320,2 吉見クリニック 〒885-1202 0986-58-5633医療法人吉誠会　理事吉見　雅博 平10. 3. 1内   外   胃  診療所
     都城市高城町穂満坊４５９番地１常　勤:    1長　吉見　多喜雄 新規 整外 リハ 麻  現存
     (医       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46302,1321,0 田口循環器科・内科ク〒885-0011 0986-24-0600医療法人社団田口会　田口　利文 平18. 1. 1内   循   診療所
     リニック 都城市下川東４丁目１２号９番１常　勤:    1理事長　田口　利文 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46402,1322,8 都城市高城四家診療所〒885-1312 0986-55-1311都城市　都城市長　池吉見　雅博 平18. 1. 1内   診療所
     都城市高城町四家１６０４番地１常　勤:    1田　宜永 交代 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
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  46502,1324,4 国民健康保険都城市西〒885-0221 0986-33-1510都城市　都城市長　池海田　紀夫 平18. 1. 1内   診療所
     岳診療所 都城市高野町３０１１番地 常　勤:    1田　宜永 交代 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46602,1325,1 国民健康保険都城市夏〒885-0225 0986-33-1000都城市　都城市長　池海老原　宏 平18. 1. 1内   呼   胃  診療所
     尾診療所 都城市夏尾町６６４５番地１４ 常　勤:    1田　宜永 交代 循   小   現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46702,1327,7 よしかわクリニック 〒885-0025 0986-23-9384義川　剛太郎 義川　剛太郎 平18. 5. 1麻   整外 内  診療所
     都城市前田町５街区２号 常　勤:    2 移動 現存
     (医       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46802,1328,5 橘病院 〒885-0071 0986-23-7236医療法人社団橘会　理柏木　輝行 平18. 5. 1一般        50病院
     都城市中町１５街区２４号 常　勤:    8事長　矢野　良英 組織変更 療養        42現存
     (医       6) 平30. 5. 1整外 内   外  
     (薬       2) リハ 
     非常勤:   53
     (医      53)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46902,1331,9 大橋クリニック 〒885-0114 0986-37-0539大橋　剛 大橋　剛 平19. 7.17内   消   リハ診療所
     都城市庄内町７９８１－５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 7.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47002,1333,5 いき形成外科ひふ科ク〒885-0017 0986-45-0020伊木　秀郎 伊木　秀郎 平20. 4.28皮   形外 美外診療所
     リニック 都城市年見町２４号５番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47102,1334,3 医療法人　幸仁会　飯〒885-0072 0986-22-0563医療法人　幸仁会　飯飯田　正幸 平20. 5. 1一般        30病院
     田病院 都城市上町９－１０ 常　勤:    2田病院　理事長　飯田 移動 整外 麻   リハ現存
     (医       2)　正幸 平26. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47202,1335,0 池之上整形外科 〒885-0012 0986-23-2311医療法人社団信貴会　池之上　貴 平22. 1. 4一般 診療所
     都城市上川東２丁目６－２ 常　勤:    1池之上整形外科　理事 移動     一般    19現存
     (医       1)長　池之上　貴 平28. 1. 4整外 リウ リハ
     主たる診療科は
     整形外科。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47302,1336,8 あきづき医院 〒885-1103 0986-36-0534秋月　直也 秋月　直也 平23. 1. 1内   心内 精  診療所
     都城市上水流町２３０７番地１ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
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  47402,1340,0 鵜木循環器内科医院 〒885-0037 0986-26-0008医療法人　至誠会　鵜鵜木　俊秀 平23.11. 1内   循   診療所
     都城市花繰町１１街区１０号 常　勤:    1木循環器内科医院　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　鵜木　俊秀 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47502,1342,6 戸嶋病院 〒885-0018 0986-22-1437医療法人　敬和会　理戸嶋　哲郎 平24. 4. 1療養        40病院
     都城市郡元一丁目９番地５ 常　勤:    3事長　百石　高昭 移動 内   神内 他  現存
     (医       3) 平30. 4. 1循環器内科。
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47602,1343,4 すみ産婦人科医院 〒885-0052 0986-23-1152医療法人　育優会　理隅　靖浩 平25. 5. 1一般        19診療所
     都城市東町３街区１６号 常　勤:    2事長　隅　靖浩 組織変更 産婦 小   現存
     (医       2) 平25. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47702,1344,2 医療法人社団明恵会　〒885-0016 0986-36-6117医療法人社団　明恵会山内　明 平25. 5. 1内   小   外  診療所
     早水公園クリニック 都城市早水町４５０３ー１６ 常　勤:    1　理事長　山内　明 組織変更 アレ 他   現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47802,1345,9 ふくしまクリニック 〒885-0011 0986-46-5001医療法人社団義乃会　福島　義隆 平26. 2. 1内   小   他  診療所
     都城市下川東２丁目２－１２ 常　勤:    1理事長　福島　義隆 組織変更 消化器内科 現存
     (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47902,1346,7 宇宿医院 〒885-0023 0986-25-9031宇宿　修隆 宇宿　修隆 平26. 4. 7内   胃   消  診療所
     都城市栄町１８－１８ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 4. 7
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48002,1347,5 もりやま脳神経外科 〒885-0086 0986-21-6888森山　拓造 森山　拓造 平26. 6. 1脳外 リハ 診療所
     都城市久保原町９街区３の１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48102,1348,3 伊達クリニック 〒885-0079 0986-36-7088伊達　晴彦 伊達　晴彦 平26. 9. 1内   他   診療所
     都城市牟田町２８街区７号 常　勤:    1 新規 循環器内科。 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48202,1349,1 いわよし耳鼻咽喉科ク〒885-0015 0986-36-5555永野　由起 永野　由起 平26. 9. 9耳い 診療所
     リニック 都城市千町５２７３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 9. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  48302,1350,9 姉川医院 〒885-0022 0986-22-2205医療法人社団　朔泉会姉川　泉 平26.10. 1皮   ひ   診療所
     都城市小松原町１１４１番地９ 常　勤:    1　理事長　姉川　泉 組織変更 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48402,1351,7 都城市郡医師会病院 〒885-0002 0986-36-8300一般社団法人都城市北岩切　弘直 平27. 4. 1一般       220病院
     都城市太郎坊町１３６４番地１ 常　勤:   28諸県郡医師会　会長　 移動 一般（感染） 現存
     (医      27)飯田　正幸 平27. 4. 1             4
     (薬       1) 内   外   脳外
     非常勤:   53 形外 小   放  
     (医      53) 麻   整外 リハ
     呼内 他   
     循環器内科、救
     急科、消化器外
     科。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48502,1352,5 ならはら皮膚科医院 〒885-0093 0986-22-1455医療法人社団一亮矢の楢原　進一郎 平27. 4. 1皮   診療所
     都城市志比田町４９０２番地 常　勤:    1会　理事長　楢原　進 組織変更 現存
     (医       1)一郎 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48602,1354,1 医療法人社団櫻樹　松〒885-0012 0986-24-1046医療法人社団櫻樹　理松山　幹太郎 平27.10. 1リウ 内   呼内診療所
     山医院 都城市上川東二丁目２号８番地 常　勤:    1事長　松山　幹太郎 組織変更 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48702,1355,8 ゆうクリニック 〒885-0036 0986-46-6100河野　郁子 河野　郁子 平28. 3. 1内   他   診療所
     都城市広原町３号１０番地２ 常　勤:    1 新規 消化器内科 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48802,1356,6 都城フォレスト・クリ〒885-0011 0986-80-4313医療法人社団　健和堂原田　健一 平28. 9. 1脳外 精   診療所
     ニック脳神経外科 宮崎県都城市下川東２丁目１２号常　勤:    1　理事長　原田　健一 組織変更 現存
     １番地 (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48902,1357,4 まつもと心臓血管外科〒885-0052 0986-36-8926松元　仁久 松元　仁久 平29. 4. 3心外 他   内  診療所
     クリニック 都城市東町９街区２６号 常　勤:    1 新規 他：循環器内科現存
     (医       1) 平29. 4. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49002,1358,2 ライフクリニック 〒885-0044 0986-39-2525医療法人あたらしい風足立　英一 平29. 6. 1一般        19診療所
     都城市安久町６３３７番地２ 常　勤:    4　理事長　足立　英一 移動 内   精   リハ現存
     (医       4) 平29. 6. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49102,1359,0 なかむら整形外科クリ〒885-0021 0986-36-5333中村　好成 中村　好成 平29. 9.19整外 リハ 診療所
     ニック 都城市平江町５街区１１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9.19
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  49202,1360,8 ＭＫクリニック 〒885-0055 0986-51-6777柳田　美津郎 柳田　美津郎 平29.11. 1脳外 小   診療所
     都城市早鈴町１５１２ 常　勤:    3 新規 現存
     (医       2) 平29.11. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49302,1361,6 いき形成外科ひふ科ク〒885-0017 0986-45-0020医療法人社団まゆみ会伊木　秀郎 平29.12. 1形外 皮   美外診療所
     リニック 都城市年見町２４号５番地 常　勤:    1　理事長　伊木　秀郎 組織変更 現存
     (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49403,1003,2 医療法人伸和会共立病〒882-0031 0982-33-3268医療法人伸和会　理事赤須　郁太郎 昭41.10.26一般       140病院
     院 延岡市中川原町３丁目４２番地 常　勤:   14長　赤須　巌 療養        55現存
     (医      12) 平29.10.26内   外   心外
     (薬       2) 整外 皮   リハ
     非常勤:   10 放   小   他  
     (医      10) 呼吸器内科、循
     環器内科、消化
     器内科、消化器
     外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49503,1010,7 医療法人昭和会黒瀬病〒882-0867 0982-21-2558医療法人昭和会　理事黒瀬　明治 昭41.10.26療養        42病院
     院 延岡市構口町２丁目１２５番地１常　勤:    4長　黒瀬　明治 内   外   他  現存
     (医       3) 平29.10.26消化器内科、胃
     (薬       1) 腸内科。
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49603,1072,7 ほうしやま子どもクリ〒882-0826 0982-21-6551宝珠山　弘 宝珠山　弘 昭46. 8. 1小   診療所
     ニック 延岡市船倉町１丁目１番地７ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49703,1081,8 医療法人康仁会谷村病〒882-0041 0982-33-3024医療法人康仁会　理事木下　義美 昭49. 3. 1一般        54病院
     院 延岡市北小路１０番地２ 常　勤:    4長　市原　正彬 療養        27現存
     (医       4) 平28. 3. 1内   整外 リウ
     非常勤:    5 リハ 
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49803,1085,9 延岡リハビリテーショ〒882-0854 0982-21-6211一般財団法人潤和リハ金井　一男 昭50. 6.16療養        80病院
     ン病院 延岡市長浜町１丁目１７７７番地常　勤:    4ビリテーション振興財 整外 リハ 内  現存
     (医       3)団　代表理事　大野　 平29. 6.16神内 呼内 他  
     (薬       1)和男 腎臓内科。
     非常勤:    1
     (医       1)
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  49903,1095,8 日高内科医院 〒882-0866 0982-21-1135日高　隆徳 日高　隆徳 昭53. 4.15内   診療所
     延岡市平原町５丁目１４９５番地常　勤:    1 現存
     １ (医       1) 平29. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50003,1103,0 医療法人隆誠会延岡保〒882-0863 0982-33-6396医療法人隆誠会　理事大喜夛　博 昭54.11. 1精神       381病院
     養園 延岡市緑ケ丘５丁目１４番３０号常　勤:    8長　山崎　弘道 内   精   神  現存
     (医       8) 平24.11. 1
     非常勤:   17
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50103,1125,3 医療法人緑の風長沼医〒882-0866 0982-21-7311医療法人　緑の風　理長沼　弘三郎 昭62. 8. 1一般         7診療所
     院 延岡市平原町３丁目１２９９番地常　勤:    2事長　長沼　弘三郎 ひ   皮   外  現存
     １ (医       2) 平29. 8. 1内   婦   
     非常勤:    1 泌尿器科（人工
     (医       1) 透析）、外科（
     内視鏡）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50203,1126,1 医療法人社団健生会大〒882-0844 0982-21-2306医療法人社団健生会　大重　智広 昭63. 3. 1一般        19診療所
     重産婦人科医院 延岡市春日町３丁目４番地１ 常　勤:    3理事長　大重　明広 産婦 現存
     (医       2) 平30. 3. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50303,1136,0 江崎医院 〒882-0021 0982-21-7014医療法人社団隆豊会　江崎　豊 平元. 8. 1内   胃   小  診療所
     延岡市無鹿町１丁目７１０番地 常　勤:    1理事長　江崎　豊 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50403,1137,8 赤須医院 〒882-0044 0982-21-3179医療法人社団赤須医院赤須　正道 平元. 8. 1一般    診療所
     延岡市博労町５番地５ 常　勤:    1　理事長　赤須　正道 内   消   循  現存
     (医       1) 平28. 8. 1小   呼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50503,1141,0 山中産婦人科医院 〒882-0826 0982-33-3610医療法人愛生会　理事山中　秀紀 平 2. 2. 1一般        14診療所
     延岡市船倉町１丁目２番地２ 常　勤:    1長　山中　秀紀 産婦 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50603,1142,8 医療法人社団育生会井〒882-0866 0982-21-5110医療法人社団育生会　山尾　裕道 平 2. 4. 1一般        22病院
     上病院 延岡市平原町１丁目９９０番地１常　勤:    5理事長　井上　博 療養        30現存
     (医       3) 平29. 4. 1産婦 小   
     (薬       2)
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  50703,1143,6 延岡クリニック 〒882-0856 0982-21-4321医療法人社団永和舎　松岡　文章 平 2. 6. 1一般        19診療所
     延岡市出北１丁目３番２０号 常　勤:    2理事長　松岡　文章 ひ   内   現存
     (医       2) 平29. 6. 1
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50803,1145,1 丸山クリニック 〒882-0044 0982-21-6028医療法人社団広洋会　丸山　洋一郎 平 3. 5. 1内   小   整外診療所
     延岡市博労町４番地４ 常　勤:    2理事長　丸山　洋一郎 リハ アレ 皮  現存
     (医       2) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50903,1146,9 医療法人博生会山本医〒882-0866 0982-21-3905医療法人博生会　理事山本　剛 平 3.10. 1一般         4診療所
     院 延岡市平原町１丁目２７１番２ 常　勤:    1長　山本　剛 療養         7現存
     (医       1) 平24.10. 1内   循   小  
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51003,1148,5 林田眼科医院 〒882-0866 0982-22-3500林田　中 林田　中 平 4. 1. 6一般        19診療所
     延岡市平原町１丁目１０１０番地常　勤:    2 眼   現存
     (医       2) 平28. 1. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51103,1151,9 戸島クリニック 〒882-0821 0982-22-1211医療法人社団戸島クリ戸島　信夫 平 4. 1. 1内   精   神  診療所
     延岡市本町２丁目３番地５ 常　勤:    1ニック　理事長　戸島 神内 現存
     (医       1)　信夫 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51203,1152,7 タカオ眼科 〒882-0834 0982-35-6838医療法人恒昇会　理事髙尾　雄平 平 4. 1. 1一般        19診療所
     延岡市北新小路３番地１２ 常　勤:    2長　髙尾　雄平 眼   現存
     (医       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51303,1164,2 おきしま小児科 〒882-0803 0982-33-0222沖島　寳洋 沖島　寳洋 平 5. 8.25小   診療所
     延岡市大貫町４丁目１３３８番１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 8.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51403,1165,9 岡村病院 〒882-0866 0982-21-5353医療法人社団嘉祥会　岡村　博道 平 5.10. 1一般        28病院
     延岡市平原町１丁目１３８９番地常　勤:    5理事長　岡村　博道 組織変更 療養        29現存
     １ (医       5) 平29.10. 1整外 内   皮  
     非常勤:    2 リハ 
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  51503,1168,3 井手耳鼻咽喉科クリニ〒882-0856 0982-33-3387井手　稔 井手　稔 平 6. 7.15耳い 気食 診療所
     ック 延岡市出北１丁目４番１２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51603,1170,9 小島胃腸科内科 〒882-0863 0982-21-6000医療法人社団　杏子會小島　一馬 平 7. 6. 1胃   内   小  診療所
     延岡市緑ケ丘２丁目２５番１０号常　勤:    1　理事長　小島　一馬 組織変更 呼   現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51703,1173,3 板野内科胃腸科医院 〒882-0801 0982-32-3377医療法人晃成会　理事板野　晃也 平 8. 3. 1内   胃   診療所
     延岡市野田町１８３６番地１ 常　勤:    1長　板野　晃也 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51803,1174,1 医療法人社団杉杏会　〒882-0842 0982-33-2626医療法人社団杉杏会　杉本　俊一 平 8. 4. 1一般        26病院
     杉本病院 延岡市三ツ瀬町１丁目１１番地５常　勤:    3理事長　杉本　俊一 組織変更 療養        50現存
     (医       3) 平29. 4. 1内   循   リハ
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51903,1175,8 南浦地区へき地出張診〒889-0322 0982-45-2320医療法人社団政和会　髙橋　博和 平 8. 4. 1内   外   診療所
     療所 延岡市熊野江町２４６４番地５ 常　勤:    1理事長　髙橋　博和 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52003,1178,2 医療法人ソフィア会　〒882-0843 0982-33-5883医療法人ソフィア会　宮田　純一 平 9. 3. 1一般        17診療所
     みやた内科医院 延岡市永池町２丁目７番地 常　勤:    1理事長　宮田　純一 組織変更 内   小   アレ現存
     (医       1) 平30. 3. 1他   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52103,1179,0 野田クリニック 〒882-0052 0982-35-7789野田　省治 野田　省治 平 9. 3. 5精   心内 内  診療所
     延岡市萩町５２番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 3. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52203,1181,6 ブレストピアクリニッ〒882-0836 0982-33-0355医療法人ブレストピア前田　資雄 平 9. 6.11他   診療所
     ク延岡 延岡市恒富町４丁目２６番地 常　勤:    2　理事長　中原　浩 新規 現存
     (医       2) 平30. 6.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52303,1182,4 岸医院 〒882-0812 0982-34-2021医療法人甲申会　理事岸　重雄 平 9.10. 1内   胃   診療所
     延岡市本小路９１番地１０ 常　勤:    1長　岸　重雄 組織変更 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  52403,1184,0 おがわクリニック 〒882-0803 0982-31-3121特定医療法人　健腎会竹原　俊幸 平10. 7. 1一般        19診療所
     延岡市大貫町２丁目１２０６番１常　勤:    2　理事長　小川　修 新規 ひ   現存
     (医       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52503,1187,3 萩原眼科中尾内科 〒882-0872 0982-32-5114医療法人苓州会　理事萩原　理 平11. 1. 1一般    診療所
     延岡市愛宕町２丁目１番地７ 常　勤:    4長　萩原　忍 その他 眼   内   呼  現存
     (医       4) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52603,1188,1 川名皮膚科 〒882-0833 0982-21-8585医療法人社団川名皮膚川名　修徳 平11. 3. 1皮   診療所
     延岡市上大瀬町３番地８ 常　勤:    1科　理事長　川名　修 組織変更 現存
     (医       1)徳 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52703,1189,9 米田脳神経外科 〒882-0857 0982-33-7766医療法人社団三省会　米田　敬三 平11. 3. 1一般    診療所
     延岡市惣領町３番地１９号 常　勤:    1理事長　米田　敬三 組織変更 脳外 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52803,1193,1 平野消化器科 〒882-0803 0982-26-7070医療法人社団宏庸会　平野　雅弘 平12. 4.10内   消   診療所
     延岡市大貫町２丁目３０２９番地常　勤:    1理事長　平野　雅弘 新規 現存
     ２ (医       1) 平30. 4.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52903,1194,9 平野整形外科 〒882-0803 0982-26-9801医療法人社団豊央会　平野　哲也 平12. 4.10一般    診療所
     延岡市大貫町２丁目３０２９番地常　勤:    1理事長　平野　哲也 新規 整外 リハ リウ現存
     ２ (医       1) 平30. 4.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53003,1195,6 延岡整形外科医院 〒882-0041 0982-23-1304医療法人康仁会　理事市原　正彬 平12. 8. 1整外 リウ 診療所
     延岡市北小路１０番地１ 常　勤:    1長　市原　正彬 新規 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53103,1198,0 医療法人中心会　野村〒882-0856 0982-21-2213医療法人中心会　理事野村　郁夫 平13. 1. 1療養        93病院
     病院 延岡市出北５丁目４番２６号 常　勤:    3長　野村　敏彰 組織変更 内   リハ 他  現存
     (医       3) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53203,1200,4 木谷耳鼻咽喉科医院 〒882-0035 0982-28-2035淡河　真里 淡河　真里 平13. 5. 1耳い 診療所
     延岡市日の出町１丁目１２番２号常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53303,1202,0 田原　病院 〒882-0874 0982-32-4987田原　達之 田原　達之 平13. 3. 3一般        16病院
     延岡市伊達町２丁目６２番地 常　勤:    2 新規 療養        24現存
     (医       2) 平25. 3. 3内   小   循  
     消   
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  53403,1203,8 桜ヶ丘ファミリークリ〒882-0005 0982-28-2280北國　秀文 北國　秀文 平13. 6. 7内   胃   小  診療所
     ニック 延岡市夏田町４１４ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 6. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53503,1204,6 延岡市立島浦診療所 〒882-0096 0982-43-0771延岡市　延岡市長　読近間　英樹 平13. 4. 1内   外   小  診療所
     延岡市島浦町４６８番地６８ 常　勤:    1谷山　洋司 移動 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53603,1205,3 太陽クリニック 〒889-0506 0982-37-2300高橋　弘憲 高橋　弘憲 平13. 9. 4内   アレ 他  診療所
     延岡市南一ケ岡７丁目８３４８ー常　勤:    1 新規 現存
     ２４２ (医       1) 平25. 9. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53703,1207,9 大崎整形外科 〒882-0027 0982-32-3331医療法人　芳清会　理大﨑　泰 平14. 6. 1一般        19診療所
     延岡市大門町２１５番地１ 常　勤:    2事長　大﨑　泰 組織変更 整外 リハ 現存
     (医       2) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53803,1209,5 黒木病院 〒882-0041 0982-21-6381医療法人　健寿会　理牧野　剛緒 平15. 2. 1一般        76病院
     延岡市北小路１４番地１ 常　勤:    5事長　牧野　剛緒 移動 内   外   放  現存
     (医       4) 平27. 2. 1麻   他   
     (薬       1) 消化器外科、肛
     非常勤:    9 門外科。
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53903,1210,3 みぞくち医院 〒889-0503 0982-37-8388医療法人みぞくち医院溝口　直樹 平15. 2. 1内   診療所
     延岡市伊形町５２１６番地８ 常　勤:    1　理事長　溝口　直樹 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54003,1211,1 おおぬきクリニック 〒882-0803 0982-28-1533特定医療法人　健腎会西　桂子 平15. 5. 1一般    診療所
     延岡市大貫町２丁目１２３６番地常　勤:    1　理事長　小川　修 新規 ひ   他   現存
     (医       1) 平27. 5. 1腎臓内科
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54103,1215,2 石内医院 〒882-0017 0982-30-1885医療法人社団康晏堂石石内　裕人 平16. 2. 1内   ひ   皮  診療所
     延岡市川島町１６４４番地１ 常　勤:    1内医院　理事長　石内 組織変更 他   現存
     (医       1)　裕人 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54203,1216,0 中元寺産婦人科医院 〒882-0843 0982-34-5141中元寺　義昭 中元寺　義昭 平16. 6. 1一般 診療所
     延岡市永池町１丁目２番地１０ 常　勤:    1 交代     一般    16現存
     (医       1) 平28. 6. 1産婦 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  54303,1217,8 延岡市医師会病院 〒882-0856 0982-21-1302一般社団法人　延岡市後田　義彦 平16. 7.17一般 病院
     延岡市出北６丁目１６２１番地 常　勤:    9医師会　会長　吉田　 移動     一般   108現存
     (医       7)建世 平28. 7.17内   外   放  
     (薬       2) リハ 
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54403,1218,6 延岡市夜間急病センタ〒882-0856 0982-21-9999延岡市　延岡市長　読吉田　建世 平16. 7.20内   外   小  診療所
     ー 延岡市出北６丁目１６２１番地 常　勤:    3谷山　洋司 移動 現存
     (医       3) 平28. 7.20
     非常勤:   94
     (医      74)
     (薬      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54503,1219,4 理恵内科クリニック 〒882-0864 0982-26-5558医療法人　理恵内科ク成田　理恵 平17. 2. 1内   診療所
     延岡市塩浜町４丁目１７１７番地常　勤:    1リニック　理事長　成 組織変更 現存
     ５ (医       1)田　理恵 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54603,1221,0 医療法人悠隆会　西階〒882-0802 0982-33-0597医療法人悠隆会　理事田中　英隆 平17. 8. 1一般        19診療所
     クリニック 延岡市野地町一丁目４０７０番地常　勤:    1長　田中　英隆 新規 内   消   現存
     １ (医       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54703,1222,8 医療法人社団松寿会　〒882-0034 0982-21-0001医療法人社団松寿会　丹生　文 平17.10.26内   小   心内診療所
     松崎医院 延岡市昭和町１丁目１１番地１ 常　勤:    1理事長　丹生　文 移動 現存
     (医       1) 平29.10.26
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54803,1223,6 髙橋医院 〒889-0301 0982-45-2320医療法人社団政和会　髙橋　博和 平 8. 4. 1内   外   整外診療所
     延岡市北浦町古江２３４９番地４常　勤:    1理事長　髙橋　博和 組織変更 リハ 他   現存
     (医       1) 平29. 4. 1漢方内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54903,1224,4 北方医院 〒882-0125 0982-47-2333日髙　孝紀 日髙　孝紀 平13. 6. 1一般    診療所
     延岡市北方町川水流卯１４１２番常　勤:    1 新規 内   消   小  現存
     地１ (医       1) 平25. 6. 1外   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55003,1225,1 医療法人社団　宮本整〒889-0507 0982-37-0671医療法人社団宮本整形宮本　義明 平18. 2. 1整外 リハ リウ診療所
     形外科 延岡市旭ケ丘５丁目９－７ 常　勤:    1外科　理事長　宮本　 組織変更 現存
     (医       1)義明 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  55103,1227,7 あたご整形外科 〒882-0872 0982-22-7575医療法人社団光学堂　佐藤　信博 平18. 5. 1一般        19診療所
     延岡市愛宕町３丁目１６１ 常　勤:    3理事長　佐藤　信博 組織変更 整外 麻   リハ現存
     (医       3) 平30. 5. 1リウ 内   
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55203,1228,5 佐井整形外科 〒882-0843 0982-21-6275医療法人博信会　理事佐井　伸男 平18. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     延岡市永池町２丁目５番地の４ 常　勤:    1長　佐井　伸男 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55303,1231,9 医療法人悠隆会　田中〒889-0101 0982-46-2260医療法人悠隆会　理事土屋　貴聖 平17. 5. 1内   外   リハ診療所
     医院 延岡市北川町川内名７０５５－２常　勤:    1長　田中　英隆 その他 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55403,1232,7 押領司内科医院 〒882-0845 0982-21-5670押領司　篤茂 押領司　篤茂 平19. 5. 1内   外   小  診療所
     延岡市安賀多町５丁目３の２ 常　勤:    1 新規 循   心外 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55503,1233,5 甲斐整形外科医院 〒882-0045 0982-21-2110甲斐　英三 甲斐　英三 平20. 6. 1心外 整外 内  診療所
     延岡市瀬之口町１丁目４番地１２常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55603,1236,8 生協クリニックのべお〒882-0851 0982-26-7100宮崎医療生活協同組合末岡　常昌 平21. 1.13内   診療所
     か 延岡市浜砂１丁目５－１７ 常　勤:    1　理事長　日髙　明義 新規 現存
     (医       1) 平27. 1.13
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55703,1237,6 医療法人久康会　平田〒889-0503 0982-37-0050医療法人久康会　理事平田　耕太郎 平21. 4. 1一般        65病院
     東九州病院 延岡市伊形町４７９１番地 常　勤:    3長　平田　耕太郎 移動 療養        60現存
     (医       3) 平27. 4. 1内   リハ 麻  
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55803,1241,8 吉田病院 〒889-0511 0982-37-0126医療法人建悠会　理事吉田　建世 平22. 4. 1精神 病院
     延岡市松原町４丁目８８５０番地常　勤:   12長　吉田　建世 その他     精神   307現存
     (医      10) 平28. 4. 1精   心内 
     (薬       2)
     非常勤:   19
     (医      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  55903,1242,6 いまだ内科消化器科 〒882-0864 0982-29-2714今田　真一 今田　真一 平22.10. 1内   消   診療所
     延岡市塩浜町２丁目１９３２－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56003,1243,4 出北眼科 〒882-0856 0982-26-5227医療法人社団明光会　平嶋　智之 平22.10. 1眼   診療所
     延岡市出北６丁目１６５８番地１常　勤:    2理事長　平嶋　智之 組織変更 現存
     (医       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56103,1244,2 北浦診療所 〒889-0301 0982-45-3331日髙　利昭 日髙　利昭 平23. 4. 1内   外   呼  診療所
     延岡市北浦町古江２４９２－１ 常　勤:    1 その他 小   現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56203,1245,9 もうりクリニック 〒889-0101 0982-24-6011医療法人天祐会　理事毛利　嘉孝 平23. 4. 1一般    診療所
     延岡市北川町川内名７０５５－１常　勤:    1長　毛利　嘉孝 組織変更 内   外   小  現存
     (医       1) 平29. 4. 1整外 ひ   消  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56303,1246,7 医療法人　社団　髙見〒882-0803 0982-28-2828医療法人　社団　髙見髙見　博昭 平23. 9. 1整外 リウ リハ診療所
     整形外科クリニック 延岡市大貫町２丁目９６９番地１常　勤:    1整形外科クリニック　 組織変更 現存
     (医       1)理事長　髙見　博昭 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56403,1249,1 木谷医院 〒882-0822 0982-21-5905医療法人木谷医院　理木谷　道隆 平24. 5. 1内   呼   胃  診療所
     延岡市南町１丁目２番地１ 常　勤:    1事長　木谷　道隆 移動 循   現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56503,1250,9 大貫診療所 〒882-0803 0982-33-1855榎本　雄介 榎本　雄介 平24. 5. 7内   外   ひ  診療所
     延岡市大貫町３丁目７５４番地１常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平30. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56603,1252,5 大貫内科 〒882-0803 0982-28-2200水永　康成 水永　康成 平24. 8. 1内   アレ 心内診療所
     延岡市大貫町５丁目１６４６番地常　勤:    1 新規 精   皮   他  現存
     １ (医       1) 平24. 8. 1他→循環器内科
     。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56703,1253,3 やなざわ整形外科・内〒882-0815 0982-26-5005医療法人ＨｕｍａｎＭ結城　祥一 平24.12. 1整外 内   診療所
     科 延岡市柳沢町二丁目４番地２ 常　勤:    1ｅｄｉｃａｌＧｅｏｇ 組織変更 現存
     (医       1)ｒａｐｈｙ　理事長　 平24.12. 1
     結城　祥一
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56803,1255,8 野村クリニック 〒882-0837 0982-34-5515医療法人社団　和敬会野村　朝清 平25. 4. 1内   小   他  診療所
     延岡市古城町４丁目１番地 常　勤:    1　理事長　野村　朝清 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  56903,1256,6 堺胃腸内科クリニック〒882-0837 0982-22-0875医療法人社団　みやび堺　雅彦 平25. 4. 1内   放   他  診療所
     延岡市古城町４丁目１３１番地 常　勤:    1会　理事長　堺　雅彦 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57003,1257,4 ひので整形外科リウマ〒882-0035 0982-23-9191松田　寿義 松田　寿義 平25.10. 1整外 リウ リハ診療所
     チ科 延岡市日の出町１丁目５－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57103,1258,2 さとう耳鼻咽喉科 〒882-0056 0982-29-3939佐藤　伸矢 佐藤　伸矢 平26.11. 1耳い 診療所
     延岡市岡富町１１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57203,1259,0 野田医院 〒882-0845 0982-32-4069医療法人社団瑞穂会　野田　寛 平27. 2. 1一般    診療所
     延岡市安賀多町２丁目６番地６ 常　勤:    1理事長　野田　寛 組織変更 内   放   他  現存
     (医       1) 平27. 2. 1胃腸内科。
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57303,1260,8 こもぶち耳鼻咽喉科 〒882-0866 0982-26-3387菰渕　勇人 菰渕　勇人 平27.10. 1耳い 診療所
     延岡市平原町４丁目１４９８番地常　勤:    1 新規 現存
     ５ (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57403,1261,6 石井皮膚科 〒882-0855 0982-28-1112石井　千寸 石井　千寸 平28. 4.21皮   診療所
     延岡市卸本町２－１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57503,1262,4 医療法人早田病院 〒882-0042 0982-33-5577医療法人早田病院　理早田　泰英 平28. 4. 1一般        34病院
     延岡市高千穂通３７４８番地１ 常　勤:    3事長　早田　泰英 組織変更 療養        38現存
     (医       3) 平28. 4. 1他   内   
     非常勤:    8 循環器内科、消
     (医       8) 化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57603,1263,2 桜小路クリニック 〒882-0816 0982-20-3954安藤　誠 安藤　誠 平30. 3. 1内   他   診療所
     延岡市桜小路３６０－１３ 常　勤:    1 新規 循環器内科 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57703,1264,0 こども予防接種クリニ〒882-0845 0982-20-8175宮野　貴幸 宮野　貴幸 平30. 4. 1他   診療所
     ック 延岡市安賀多町４丁目１－１ 常　勤:    1 新規 小児アレルギー現存
     (医       1) 平30. 4. 1科、新生児皮膚
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57803,1265,7 いのうえ整形外科クリ〒882-0056 0982-20-3456井上　英豪 井上　英豪 平30. 4. 9整外 診療所
     ニック 延岡市岡富町１２７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 9
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  57903,1266,5 尾﨑眼科延岡 〒882-0056 0982-20-8900医療法人おざきメディ石井　紗綾 平30. 5. 1眼   診療所
     延岡市岡富町１２５番地 常　勤:    1カルアソシエイツ　理 新規 現存
     (医       1)事長　尾崎　峯生 平30. 5. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58004,1019,6 医療法人同仁会谷口病〒887-0034 0987-23-1331医療法人同仁会　理事谷口　浩 昭42. 4. 1精神       310病院
     院 日南市大字風田３８６１番地 常　勤:   11長　谷口　浩 精   心内 耳い現存
     (医      10) 平30. 4. 1
     (薬       1)
     非常勤:   17
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58104,1051,9 小玉共立外科 〒889-2541 0987-24-0777小玉　徳信 小玉　徳信 昭59. 2. 1療養        47病院
     日南市吾田東１０丁目４番１号 常　勤:    2 胃   外   整外現存
     (医       2) 平29. 2. 1こう 麻   内  
     非常勤:    2 リハ 
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58204,1053,5 村上医院 〒887-0014 0987-24-0643村上　憲彦 村上　憲彦 昭60. 2. 1外   ひ   診療所
     日南市岩崎１丁目２番１２号 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58304,1056,8 長鶴医院 〒887-0016 0987-23-8783長鶴　和美 長鶴　和美 昭63. 8.10内   精   心内診療所
     日南市中平野町１丁目１番地１３常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 8.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58404,1057,6 医療法人愛鍼会　山元〒887-0021 0987-23-4815医療法人社団愛鍼会　山元　美智子 昭63.12. 1療養        91病院
     病院 日南市中央通１丁目１０番１５ 常　勤:    2理事長　山元　敏勝 内   リハ 麻  現存
     (医       2) 平27.12. 1放   他   神内
     非常勤:   38 心内 
     (医      38)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58504,1058,4 津曲小児科医院 〒887-0031 0987-22-2175医療法人　津曲小児科津曲　俊郎 平元. 7. 1小   アレ 診療所
     日南市戸高１丁目６番地３ 常　勤:    1　理事長　津曲　俊郎 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58604,1059,2 医療法人信愛会山見医〒887-0021 0987-23-2101医療法人信愛会　理事山見　文雄 平元. 7. 1小   診療所
     院 日南市中央通１丁目３番地１ 常　勤:    1長　山見　文雄 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58704,1061,8 戸倉医院 〒889-2536 0987-23-1700医療法人修和会　理事戸倉　修 平元. 9. 1一般    診療所
     日南市吾田西１丁目７番１号 常　勤:    2長　戸倉　修 内   現存
     (医       2) 平28. 9. 1
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  58804,1062,6 松田整形外科医院 〒887-0021 0987-23-1151医療法人　弘和会　理松田　虎洋 平元. 9. 1一般        19診療所
     日南市中央通２丁目３番地５ 常　勤:    2事長　松田　虎洋 整外 リハ リウ現存
     (医       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58904,1065,9 藤浦循環器科内科クリ〒887-0021 0987-23-3188医療法人　芳潤会　理藤浦　芳丈 平 2. 6. 1内   胃   循  診療所
     ニック 日南市中央通１丁目６番地１８ 常　勤:    1事長　藤浦　芳丈 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59004,1068,3 大井外科医院 〒889-2533 0987-25-2100医療法人大井外科医院大井　正文 平 2.10. 1胃   外   整外診療所
     日南市星倉１丁目３番地７ 常　勤:    1　理事長　大井　正文 こう 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59104,1081,6 瀬川クリニック 〒889-2536 0987-21-1212瀬川　和生 瀬川　和生 平 9. 3. 3胃   耳い 診療所
     日南市吾田西３丁目２番５３号 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平30. 3. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59204,1082,4 山口内科クリニック 〒889-2541 0987-31-1081医療法人　山生会　理山口　幹生 平 9. 3. 1内   診療所
     日南市吾田東九丁目２番２５号 常　勤:    1事長　山口　幹生 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59304,1083,2 日南春光会病院 〒887-0012 0987-22-2324医療法人春光会　理事宮路　重和 平 9. 7. 1一般        20病院
     日南市園田１丁目４番２号 常　勤:    4長　宮路　重和 組織変更 療養        41現存
     (医       3) 平24. 7. 1胃   外   内  
     (薬       1) こう リハ 
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59404,1084,0 山元クリニック 〒887-0022 0987-22-2552医療法人清和会　山元山元　敏嗣 平10. 1. 1内   外   リハ診療所
     日南市上平野町２丁目１５番地７常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)山元　敏嗣 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59504,1086,5 でざわ小児科 〒889-2536 0987-31-0330出澤　亨 出澤　亨 平10. 4. 7小   診療所
     日南市吾田西三丁目２番５８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59604,1087,3 北村胃腸科眼科 〒887-0012 0987-23-0086医療法人北辰会　理事北村　和生 平10. 5. 1一般        13診療所
     日南市園田二丁目４番２８号 常　勤:    2長　北村　和生 組織変更 療養         6現存
     (医       2) 平28. 5. 1内   消   胃  
     循   呼   放  
     リハ 眼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  59704,1088,1 川越整形外科 〒889-2541 0987-22-4321医療法人慶心会　理事川越　勝秀 平11.12. 1一般        19診療所
     日南市吾田東十一丁目９番１８号常　勤:    1長　川越　勝秀 組織変更 整外 リウ リハ現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59804,1089,9 医療法人　外山皮膚科〒887-0001 0987-23-2377医療法人外山皮膚科　外山　望 平11.12. 1皮   アレ 診療所
     日南市油津２丁目６番７の２号 常　勤:    1理事長　外山　望 組織変更 現存
     (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59904,1091,5 医療法人社団平誠会　〒887-0031 0987-23-3355医療法人社団平誠会　岩切　美利 平12. 6. 1眼   診療所
     いわきり眼科 日南市戸高１丁目１０番１ 常　勤:    1理事長　岩切　美利 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60004,1092,3 中村　眼科 〒889-2541 0987-31-1600医療法人彰祐会　理事中村　彰伸 平12. 7. 1一般        10診療所
     日南市吾田東九丁目２番２１号 常　勤:    1長　中村　彰伸 組織変更 眼   現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60104,1095,6 河野医院 〒887-0013 0987-23-4155医療法人慶和会　理事河野　秀一 平13. 9. 1一般         9診療所
     日南市木山１丁目５番１３号 常　勤:    1長　河野　秀一 組織変更 療養        10現存
     (医       1) 平25. 9. 1内   呼   消  
     非常勤:    1 放   
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60204,1096,4 東内科クリニック 〒887-0022 0987-32-1001医療法人和真会　理事東　和弘 平14. 3. 1内   診療所
     日南市上平野町三丁目８番地８ 常　勤:    1長　東　和弘 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60304,1097,2 愛泉会　日南病院 〒887-0034 0987-23-3131社会福祉法人　愛泉会布井　博幸 平14. 7. 1一般       184病院
     日南市大字風田３６４９番地２ 常　勤:    7　理事長　西島　英利 新規 一般    現存
     (医       7) 平26. 7. 1内   小   整外
     非常勤:   22
     (医      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60404,1099,8 きよひで内科クリニッ〒887-0031 0987-22-5111医療法人社団　月陽会河野　清秀 平16. 4. 1内   呼内 神内診療所
     ク 日南市戸高一丁目６番１０ 常　勤:    1　理事長　河野　清秀 組織変更 他   現存
     (医       1) 平28. 4. 1消化器内科、循
     非常勤:   12 環器内科。
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  60504,1102,0 井手胃腸科・肛門科 〒887-0031 0987-32-0811井手　秀幸 井手　秀幸 平17. 1. 4外   内   胃  診療所
     日南市戸高４丁目２－２ 常　勤:    1 新規 こう 現存
     (医       1) 平29. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60604,1104,6 あげた内科クリニック〒889-2533 0987-21-2311上田　正人 上田　正人 平18. 1.16内   診療所
     日南市星倉５丁目４－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 1.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60704,1105,3 井藤耳鼻咽喉科 〒887-0012 0987-22-5522井藤　健 井藤　健 平18. 1.11耳い 診療所
     日南市園田１－４－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 1.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60804,1107,9 島田内科胃腸科 〒887-0012 0987-23-2233医療法人　南風会　理島田　雅弘 平19. 1. 1内   消   診療所
     日南市園田１丁目２番１０号 常　勤:    1事長　島田　雅弘 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60904,1108,7 医療法人えとう循環器〒889-2536 0987-23-1125医療法人　えとう循環江藤　琢磨 平19. 1. 1内   循   診療所
     科・内科 日南市吾田西三丁目７番４３号 常　勤:    1器科・内科　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)江藤　琢磨 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61004,1109,5 江良形成外科皮膚科 〒887-0012 0987-23-2562江良　幸三 江良　幸三 平20. 5. 1形外 皮   診療所
     日南市園田１丁目５－２９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61104,1110,3 医療法人　慶明会　お〒889-2535 0987-25-2525医療法人　慶明会　理松尾　佳一郎 平20. 8. 1療養        72病院
     び中央病院 日南市飫肥６丁目２番２８号 常　勤:    2事長　大浦　福市 交代 内   リハ 精  現存
     (医       2) 平26. 8. 1他   
     非常勤:   58 消化器内科。
     (医      58)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61204,1111,1 医療法人文誠会百瀬病〒889-3204 0987-64-0305医療法人文誠会百瀬病百瀬　文教 平 4. 8. 1一般        52病院
     院 日南市南郷町中村乙２１０１番地常　勤:    2院　理事長　百瀬　文 その他 療養        28現存
     (医       2)教 平28. 8. 1外   リウ 整外
     非常勤:   22 内   ひ   リハ
     (医      22) 呼外 他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61304,1112,9 新木医院 〒889-2402 0987-55-4101新木　正剛 新木　正剛 平 6. 6.15内   胃   放  診療所
     日南市北郷町郷之原乙４９５６番常　勤:    1 その他 麻   現存
     地１ (医       1) 平30. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  61404,1114,5 医療法人文誠会　外浦〒889-3204 0987-64-0306医療法人文誠会　理事内村　好克 平 8. 2. 1外   胃   循  診療所
     医院 日南市南郷町中村乙７０５１番地常　勤:    1長　百瀬　文教 その他 現存
     ２０２ (医       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61504,1115,2 猿渡医院 〒889-3207 0987-64-2225医療法人社団仁洋会　猿渡　義彰 平 8.11. 1内   外   胃  診療所
     日南市南郷町東町１３番地５ 常　勤:    2理事長　猿渡　義彰 その他 リハ 現存
     (医       1) 平29.11. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61604,1116,0 東　病院 〒889-3207 0987-64-1500医療法人春光会　理事笠目　敏夫 平13.10.15療養        64病院
     日南市南郷町東町８番地１ 常　勤:    1長　宮路　重和 その他 内   胃   リハ現存
     (医       1) 平25.10.15
     非常勤:   10
     (医       9)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61704,1117,8 日南市立中部病院 〒889-3141 0987-27-1111日南市長　﨑田　恭平竹中　晃司 平21. 3.30一般        88病院
     日南市大堂津５丁目１０番１号 常　勤:    9 組織変更 内   外   整外現存
     (医       9) 平27. 3.30眼   耳い リハ
     非常勤:   18 放   他   
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61804,1118,6 日南市初期夜間急病セ〒887-0022 0987-23-9999日南市　日南市長　﨑島田　雅弘 平21. 3.30内   小   診療所
     ンター 日南市上平野町１丁目１－１７ 常　勤:    2田　恭平 組織変更 現存
     (医       2) 平27. 3.30
     非常勤:   50
     (医      32)
     (薬      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61904,1119,4 宮浦診療所 〒887-0101 0987-29-1515日南市　日南市長　﨑竹中　晃司 平21. 3.30内   胃   診療所
     日南市大字宮浦２４３４番地 常　勤:    1田　恭平 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 3.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62004,1120,2 シロアム内科医院 〒887-0015 0987-23-2187岡本　将幸 岡本　将幸 平21. 4. 1内   リウ 診療所
     日南市大字平野３２８番１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62104,1121,0 長友医院 〒889-2402 0987-55-3522医療法人愛沙会　理事長友　英仁 平22. 2. 1胃   外   リハ診療所
     日南市北郷町郷之原乙１４０３番常　勤:    1長　長友　英仁 組織変更 現存
     地１ (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  62204,1123,6 福岡医院 〒887-0006 0987-32-1711医療法人福岡医院　理福岡　周司 平23. 7. 1内   循   診療所
     日南市春日町１番７号 常　勤:    1事長　福岡　周司 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62304,1124,4 かわにし脳神経外科 〒889-2536 0987-27-3330医療法人　仁清会　理川西　昭人 平24.10. 1脳外 神内 リハ診療所
     日南市吾田西１丁目８番２０号 常　勤:    1事長　川西　昭人 組織変更 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62404,1125,1 医療法人社団優里会　〒889-2536 0987-32-1230医療法人社団優里会　内村　利博 平26. 1. 1一般 診療所
     産科・婦人科　うちむ日南市吾田西３丁目７番４８号 常　勤:    1理事長　内村　利博 組織変更     一般     8現存
     らクリニック (医       1) 平26. 1. 1産   婦   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62504,1126,9 産婦人科たなかクリニ〒887-0012 0987-23-1551医療法人社団トータル田中　茂樹 平29. 1. 1一般 診療所
     ック 日南市園田一丁目１番５号 常　勤:    1ライフ　理事長　田中 組織変更     一般    18現存
     (医       1)　茂樹 平29. 1. 1産婦 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62604,1127,7 にちなんファミリーク〒889-2541 0987-55-1121飛松　正樹 飛松　正樹 平29. 9. 1内   小   診療所
     リニック 日南市吾田東１１丁目１０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62704,1128,5 日南こみぞ眼科 〒889-2533 0987-22-2288小溝　崇史 小溝　崇史 平30. 6. 1眼   診療所
     日南市星倉１５７２番地１ 新規 現存
     平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62805,1001,1 医療法人信和会　小林〒886-0003 0984-22-2836医療法人信和会　理事出井　知博 昭41.10. 5精神       170病院
     保養院 小林市大字堤２９３９番地 常　勤:    2長　前田　清貴 内   精   神  現存
     (医       2) 平29.10. 5
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62905,1002,9 医療法人相愛会　桑原〒886-0004 0984-22-4138医療法人相愛会　理事野村　耕一 昭41.10.26一般        38病院
     記念病院 小林市大字細野１６７番地 常　勤:    4長　桑原　健悟 療養        45現存
     (医       4) 平29.10.26内   呼   胃  
     非常勤:    4 外   整外 皮  
     (医       4) こう リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63005,1011,0 岩元医院 〒886-0004 0984-23-3201岩元　義美 岩元　義美 昭43. 6.20産婦 診療所
     小林市大字細野１６１８番地 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 6.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  63105,1022,7 医療法人　浩然会　内〒886-0002 0984-23-2575医療法人　浩然会　理内村　大介 昭45. 9. 1精神       261病院
     村病院 小林市大字水流迫８５２番地１ 常　勤:   10事長　内村　成良 精   心内 現存
     (医       9) 平24. 9. 1
     (薬       1)
     非常勤:   32
     (医      32)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63205,1025,0 山中医院 〒886-0004 0984-22-3618山中　積 山中　積 昭48. 1. 1内   小   皮  診療所
     小林市大字細野４４８番地５ 常　勤:    1 休止
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63305,1027,6 針貝眼科医院 〒886-0004 0984-22-2322針貝　正純 針貝　正純 昭48. 6. 1眼   診療所
     小林市大字細野１５８番地 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63405,1028,4 医療法人　養気会　池〒886-0007 0984-23-4151医療法人　養気会　理池井　義彦 昭48.10. 1一般        50病院
     井病院 小林市大字真方８７番地 常　勤:    5事長　池井　義彦 療養        26現存
     (医       5) 平24.10. 1外   内   リハ
     非常勤:   20 放   麻   整外
     (医      20) 他   呼内 
     他→消化器内科
     ・糖尿病内科、
     泌尿器科（人工
     透析）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63505,1033,4 医療法人三和会　池田〒886-0007 0984-23-3535医療法人三和会　理事池田　徳郎 昭54.10. 1一般        40病院
     病院 小林市大字真方２７番地１ 常　勤:    5長　池田　徳郎 療養        72現存
     (医       4) 平24.10. 1外   内   胃  
     (薬       1) 麻   脳外 リハ
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63605,1037,5 医療法人東陽会整形外〒886-0004 0984-23-1711医療法人東陽会　理事前原　東洋 昭56. 3.15一般        51病院
     科前原病院 小林市大字細野２０３３番地 常　勤:    5長　前原　東洋 療養        37現存
     (医       5) 平29. 3.15内   胃   整外
     非常勤:    5 リハ 放   リウ
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63705,1048,2 医療法人尚生会　上田〒886-0004 0984-23-3377医療法人尚生会　理事上田　集宣 昭63.10. 1内   他   診療所
     内科 小林市大字細野１８７７番地の５常　勤:    2長　上田　集宣 現存
     (医       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63805,1049,0 医療法人　柊山医院 〒886-0007 0984-22-2503医療法人　柊山医院　柊山　剰 昭63.10. 1眼   耳い アレ診療所
     小林市大字真方１１８番地 常　勤:    2理事長　柊山　剰 現存
     (医       2) 平24.10. 1
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  63905,1051,6 近藤内科クリニック 〒886-0004 0984-22-4367医療法人　近藤内科ク近藤　宏一 平元.11. 1内   循   小  診療所
     小林市大字細野４０５番地９ 常　勤:    2リニック　理事長　近 現存
     (医       1)藤　宏一 平28.11. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64005,1052,4 二口子供医院 〒886-0007 0984-22-5885医療法人　五蘊会　理二口　総一郎 平元.11. 1小   他   診療所
     小林市大字真方２１２番地 常　勤:    1事長　二口　総一郎 漢方内科、アレ現存
     (医       1) 平28.11. 1ルギ－疾患内科
     、消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64105,1053,2 堀胃腸科外科医院 〒886-0004 0984-23-3988堀　英晴 堀　英晴 平 2. 2.15一般        10診療所
     小林市大字細野４３６－１０ 常　勤:    2 療養         6現存
     (医       2) 平29. 2.15内   呼   消  
     非常勤:    3 循   外   リハ
     (医       3) 他   
     乳腺外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64205,1055,7 小林中央眼科 〒886-0004 0984-23-5300医療法人　和芳会　理益山　芳正 平 3. 4. 1一般        19診療所
     小林市大字細野５５番１ 常　勤:    1事長　益山　芳正 眼   現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64305,1058,1 医療法人連理会　和田〒886-0003 0984-23-5653医療法人　連理会　理和田　崇 平 4. 8. 1一般        19診療所
     クリニック 小林市大字堤３７２７番地１ 常　勤:    1事長　和田　崇 内   ひ   現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64405,1059,9 西小林診療所 〒886-0006 0984-27-1034板橋　健司 板橋　健司 平 5. 4. 1内   消胃 放  診療所
     小林市大字北西方字大久保１２１常　勤:    2 新規 現存
     ２番地 (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64505,1063,1 整形外科押領司病院 〒886-0004 0984-22-3131医療法人友光会　理事稲葉　浩二 平 8. 4. 1一般        57病院
     小林市大字細野１６２番地１ 常　勤:    4長　押領司　光雄 組織変更 整外 リハ 麻  現存
     (医       3) 平29. 4. 1リウ 
     (薬       1)
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64605,1065,6 高﨑皮膚科医院 〒886-0008 0984-22-8521医療法人直伸会　理事高﨑　直哉 平 9.11. 1皮   診療所
     小林市本町４９番地３ 常　勤:    1長　高﨑　直哉 組織変更 現存
     (医       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  64705,1066,4 前田内科医院 〒886-0004 0984-22-5802医療法人仁友会　理事矢野　裕士 平11. 2. 1内   小   胃  診療所
     小林市大字細野２７５９番地１ 常　勤:    2長　矢野　裕士 組織変更 放   外   循  現存
     (医       1) 平29. 2. 1リハ 
     (薬       1)
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64805,1067,2 桑原皮膚科医院 〒886-0004 0984-22-5528医療法人相愛会　理事桑原　淑子 平11. 4. 1皮   診療所
     小林市大字細野５９番地１ 常　勤:    1長　桑原　健悟 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64905,1068,0 すわクリニック 〒886-0005 0984-22-6489諏訪　純 諏訪　純 平11.10. 1内   外   脳外診療所
     小林市南西方８１９８番地１ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65005,1070,6 立山整形外科医院 〒886-0009 0984-22-1717医療法人誠洋会　理事立山　洋司 平12.12. 1一般    診療所
     小林市駅南２８１番地 常　勤:    1長　立山　洋司 組織変更 整外 リハ リウ現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65105,1072,2 産科婦人科　生駒クリ〒886-0005 0984-22-1103医療法人社団　産科婦宮内　宗徳 平13. 6. 1一般        16診療所
     ニック 小林市大字南西方４９番地１ 常　勤:    1人科　生駒クリニック 組織変更 産   婦   現存
     (医       1)　理事長　宮内　宗徳 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65205,1075,5 整形外科　フレンドク〒886-0004 0984-22-3132医療法人　友光会　理押領司　光雄 平15. 7. 1整外 麻   リハ診療所
     リ二ック 小林市大字細野１３４番地１５ 常　勤:    1事長　押領司　光雄 新規 リウ 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65305,1076,3 花田耳鼻咽喉科 〒886-0003 0984-24-5100医療法人社団珠花会　花田　武浩 平15.10. 1耳い アレ 気食診療所
     小林市大字堤字西ノ原２８８２番常　勤:    1花田耳鼻咽喉科　理事 組織変更 現存
     地１０ (医       1)長　花田　武浩 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65405,1077,1 沖内科・小児科医院 〒886-0004 0984-22-4043医療法人　さみどり会沖　浩一郎 平16. 3. 1内   小   診療所
     小林市大字細野５９番地８ 常　勤:    2　理事長　沖　浩一郎 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65505,1079,7 ひろた内科クリニック〒886-0003 0984-25-0550廣田　和英 廣田　和英 平16. 5.10内   胃   外  診療所
     小林市堤２７９２番地２４ 常　勤:    1 新規 リハ こう 現存
     (医       1) 平28. 5.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65605,1080,5 医療法人慈裕会　宮崎〒886-0004 0984-22-2841医療法人　慈裕会　理宮崎　裕三 平16.10. 1内   消   皮  診療所
     医院 小林市細野１６１９番地 常　勤:    1事長　宮崎　裕三 組織変更 現存
     (医       1) 平28.10. 1
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  65705,1082,1 小林市立内山へき地診〒886-0115 0984-44-3058小林市　小林市長　宮中村　哲也 平18. 3.20内   外   消  診療所
     療所 小林市須木大字内山５２０３番地常　勤:    1原　義久 交代 現存
     １ (医       1) 平30. 3.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65805,1083,9 小林市立病院 〒886-0004 0984-23-4711小林市　小林市長　宮坪内　斉志 平18. 3.20一般       143病院
     小林市細野２２３５番地３ 常　勤:   11原　義久 交代 一般（感染） 現存
     (医      11) 平30. 3.20             4
     非常勤:   47 内   小   整外
     (医      47) ひ   産婦 麻  
     放   心外 他  
     リハ 神内 
     他→循環器内科
     、消化器外科、
     腫瘍外科、救急
     科。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65905,1086,2 小林市立須木診療所 〒886-0112 0984-48-2025小林市　小林市長　宮中村　哲也 平19. 4. 1一般    診療所
     小林市須木大字下田１２２４番地常　勤:    1原　義久 移動 内   外   消  現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66005,1088,8 山田内科・循環器科 〒886-0009 0984-25-0088医療法人　明善会　理山田　晴彦 平19. 5. 1内   循   診療所
     小林市駅南１６７番地 常　勤:    1事長　山田　晴彦 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66105,1089,6 小林泌尿器科クリニッ〒886-0009 0984-25-0505医療法人　聖和会　理今園　義治 平19. 6. 1一般        16診療所
     ク 小林市駅南３０１番地 常　勤:    1事長　今園　義治 組織変更 ひ   内   性  現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66205,1092,0 医療法人興生会押川病〒886-0212 0984-44-1005医療法人興生会　理事押川　達巳 昭61. 4. 1療養        40病院
     院 小林市野尻町東麓１０８２番地の常　勤:    1長　押川　達巳 内   消   循  現存
     １ (医       1) 平28. 4. 1小   整外 リハ
     非常勤:    8 放   
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66305,1094,6 医療法人友愛会野尻中〒886-0212 0984-44-1141医療法人友愛会　理事園田　泰三 平26. 8.27療養 病院
     央病院 小林市野尻町東麓１１７６番地 常　勤:    5長　園田　定彦 移動     療養    80現存
     (医       5) 平26. 8.27内   外   整外
     非常勤:   33 皮   眼   リハ
     (医      33) 放   
     循環器内科、消
     化器内科、腎臓
     内科。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  66405,1095,3 よしむら循環器内科ク〒886-0004 0984-27-3339吉村　雄樹 吉村　雄樹 平27. 4.27内   他   放  診療所
     リニック 小林市細野１６０６番地１ 常　勤:    1 新規 循環器内科。 現存
     (医       1) 平27. 4.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66505,1097,9 たなか循環器内科クリ〒886-0003 0984-23-1115医療法人孝優会　理事田中　充 平28. 2. 1他   診療所
     ニック 小林市堤３５１６番地３ 常　勤:    1長　田中　充 組織変更 循環器内科 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66605,1098,7 医療法人けんゆう会　〒886-0003 0984-22-2221医療法人けんゆう会　丸山　賢幸 平29. 6.30一般        60病院
     園田病院 小林市堤３００５番地１ 常　勤:    3理事長　丸山　賢幸 組織変更 外   内   脳外現存
     (医       3) 平29. 6.30リハ 放   呼内
     非常勤:   22 皮   
     (医      20) 循環器内科。
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66705,1099,5 槇内視鏡内科医院 〒886-0007 0984-22-2819医療法人健風会　理事槇　健一郎 平30. 2. 1一般        19診療所
     小林市真方２４２番地 常　勤:    2長　槇　健一郎 その他 他   現存
     (医       2) 平30. 2. 1内視鏡内科、消
     非常勤:    4 化器内科、糖尿
     (医       4) 病内科、呼吸器
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66806,1006,8 医療法人仁徳会渡辺病〒883-0022 0982-57-1011医療法人仁徳会　理事渡邊　裕之 昭41.10.26一般        25病院
     院 日向市大字平岩７１８番地 常　勤:    3長　渡辺　裕之 産婦 現存
     (医       2) 平29.10.26
     (薬       1)
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66906,1009,2 医療法人向洋会　協和〒883-0021 0982-54-2806医療法人向洋会　理事二宮　嘉正 昭43. 3.10精神 病院
     病院 日向市大字財光寺１１９４番地３常　勤:   12長　堀　徹也     精神   307現存
     (医      10) 平28. 3.10精   神   内  
     (薬       2)
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67006,1011,8 医療法人　杏林会　三〒889-1111 0982-58-0034医療法人　杏林会　理三股　恒夫 昭42.12.12一般        30病院
     股病院 日向市美々津町３８７０番地 常　勤:    4事長　三股　俊夫 療養        32現存
     (医       3) 平28.12. 1内   外   整外
     (薬       1) 麻   リハ 他  
     非常勤:   47 消化器内科
     (医      47)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  67106,1026,6 医療法人　望洋会　鮫〒883-0033 0982-54-6801医療法人　望洋会　理鮫島　哲郎 昭45. 9. 5精神        48病院
     島病院 日向市大字塩見字小堤１４１６８常　勤:    9事長　鮫島　哲郎 精神        53現存
     番地 (医       8) 平24. 9. 5精神        56
     (薬       1) 精神        41
     非常勤:    3 精神        42
     (医       3) 内   精   心内
     放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67206,1028,2 浦上内科外科医院 〒883-0011 0982-52-2936浦上　裕 浦上　裕 昭46. 1.16一般        19診療所
     日向市曽根町１丁目１５５番地 常　勤:    1 内   胃   外  現存
     (医       1) 平28. 1.16
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67306,1041,5 山元小児科医院 〒883-0041 0982-53-6066山元　一裕 山元　一裕 昭58. 8. 8小   診療所
     日向市北町２丁目２８番地 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 8. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67406,1043,1 康田産婦人科医院 〒883-0015 0982-53-7788康田　明照 康田　明照 昭61.11. 1一般    診療所
     日向市永江町１丁目１２９番地 常　勤:    1 産   婦   現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67506,1044,9 医療法人誠和会和田病〒883-0051 0982-52-0011医療法人誠和会　理事和田　徹也 昭62. 8.15一般        92病院
     院 日向市向江町１丁目１９６番地１常　勤:    7長　和田　徹也 療養        82現存
     (医       6) 平29. 8.15脳外 外   内  
     (薬       1) 放   整外 透析
     非常勤:   24 リハ 形外 他  
     (医      24) 消化器内科、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67606,1047,2 医療法人社団慶城会瀧〒883-0033 0982-52-2409医療法人社団慶城会　瀧井　優 昭63. 1. 1療養        80病院
     井病院 日向市大字塩見１１６５２番地 常　勤:    5理事長　瀧井　修 精神        64現存
     (医       4) 平30. 1. 1内   精   
     (薬       1)
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67706,1051,4 医療法人社団弘文会松〒883-0014 0982-52-5407医療法人社団弘文会　松岡　敬子 平元. 8. 1内   精   呼  診療所
     岡内科医院 日向市原町１丁目２番２号 常　勤:    2理事長　松岡　敬子 消   循   心内現存
     (医       2) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  67806,1052,2 大久保外科胃腸科医院〒883-0011 0982-52-5338医療法人社団大平会　大久保　史明 平元. 8. 1放   胃   外  診療所
     日向市曽根町２丁目９７番地 常　勤:    1理事長　大久保　史明 こう リハ 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67906,1053,0 武富皮膚科医院 〒883-0035 0982-52-5522医療法人社団功洋会　長嶺　英宏 平元. 8. 1皮   診療所
     日向市春原町１丁目２９番地 常　勤:    1理事長　武富　太郎 休止
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68006,1054,8 鮫島整形外科医院 〒883-0014 0982-52-8191医療法人社団鮫島整形鮫島　貴 平元. 9. 1一般        19診療所
     日向市原町４丁目５番１２号 常　勤:    1外科医院　理事長　鮫 整外 現存
     (医       1)島　貴 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68106,1058,9 吉森医院 〒883-0014 0982-52-4046医療法人清和会　理事吉森　建一 平 2. 8.15内   消   呼  診療所
     日向市原町４丁目１番８号 常　勤:    2長　吉森　建一 現存
     (医       2) 平29. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68206,1060,5 医療法人洋承会今給黎〒883-0021 0982-54-2459医療法人洋承会　理事今給黎　承 平 3. 8. 1一般        19診療所
     医院 日向市大字財光寺２８６４番地の常　勤:    2長　今給黎　承 内   循   現存
     ３ (医       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68306,1061,3 古賀内科胃腸科 〒883-0041 0982-52-8118医療法人社団広和会　古賀　正広 平 4. 1. 1一般        17診療所
     日向市北町１丁目８６番地３ 常　勤:    1理事長　古賀　正広 内   胃   消  現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68406,1063,9 なかむら内科循環器内〒883-0068 0982-52-5488医療法人社団楠友会　中村　剛之 平 5. 4. 1一般        19診療所
     科 日向市亀崎西２丁目１４１番地 常　勤:    1理事長　中村　剛之 組織変更 内   他   現存
     (医       1) 平29. 4. 1循環器内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68506,1067,0 かい外科整形外科スポ〒883-0021 0982-53-5000医療法人社団明和会　甲斐　文明 平 6. 3. 1一般    診療所
     ーツ・リハビリテーシ日向市大字財光寺１６０番地 常　勤:    2理事長　甲斐　文明 組織変更 療養    現存
     ョンクリニック (医       2) 平30. 3. 1外   整外 リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68606,1069,6 吉田クリニック 〒883-0021 0982-55-0770吉田　馨 吉田　馨 平 6.11. 7内   循   診療所
     日向市大字財光寺６１５番地 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24.11. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68706,1070,4 大平整形外科内科医院〒883-0043 0982-52-3337医療法人社団康進会　大平　卓 平 9. 1. 1一般        19診療所
     日向市都町１５番３０号 常　勤:    1理事長　大平　卓 組織変更 整外 内   リハ現存
     (医       1) 平30. 1. 1リウ 
     非常勤:    5
     (医       5)
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  68806,1071,2 日向診療所　尾﨑眼科〒883-0066 0982-52-5600医療法人おざきメディ尾﨑　峯生 平 9. 1. 1一般        19診療所
     日向市亀崎１丁目１５番地 常　勤:    2カルアソシエイツ　理 組織変更 眼   現存
     (医       2)事長　尾﨑　峯生 平30. 1. 1
     非常勤:   16
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68906,1073,8 こどもクリニックたし〒883-0014 0982-56-1515田代　慎二郎 田代　慎二郎 平11. 3. 1小   診療所
     ろ 日向市原町４丁目５８番４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69006,1074,6 医療法人天生堂天生堂〒883-0068 0982-53-8910医療法人天生堂　理事椎葉　睦生 平11. 4. 1一般        19診療所
     医院 日向市亀崎西１丁目２５番地 常　勤:    1長　椎葉　睦生 新規 整外 内   麻  現存
     (医       1) 平29. 4. 1リハ 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69106,1076,1 家村内科 〒883-0021 0982-55-0600家村　文夫 家村　文夫 平11.12. 1一般    診療所
     日向市財光寺１０５６番地１ 常　勤:    1 新規 内   他   現存
     (医       1) 平29.12. 1腎臓内科、循環
     器内科。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69206,1080,3 医療法人　くろき胃腸〒883-0052 0982-55-0505医療法人くろき胃腸科黒木　文敏 平14.11. 1内   胃   診療所
     科 日向市鶴町１丁目６番８号 常　勤:    1　理事長　黒木　文敏 組織変更 現存
     (医       1) 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69306,1081,1 みずのメンタルクリ二〒883-0041 0982-50-0855水野　智秀 水野　智秀 平15.11. 4精   心内 診療所
     ック 日向市北町１丁目２番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.11. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69406,1084,5 沼田皮膚科 〒883-0014 0982-52-3785堀之内　和代 堀之内　和代 平18. 2. 1皮   診療所
     日向市原町１－２－９ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69506,1085,2 日向市立東郷病院 〒883-0102 0982-69-2013日向市長　十屋　幸平佐藤　大亮 平18. 2.25一般        30病院
     日向市東郷町山陰丙１４１２番地常　勤:    4 交代 内   外   整外現存
     １ (医       4) 平30. 2.25リハ 小   
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69606,1086,0 青柳内科循環器科 〒883-0106 0982-68-3611医療法人社団望山会　青栁　淳太郎 平18. 5. 1内   循   整外診療所
     日向市東郷町山陰辛２４１番地１常　勤:    2理事長　青栁　淳太郎 組織変更 現存
     (医       2) 平30. 5. 1
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  69706,1088,6 大王谷こどもクリニッ〒883-0068 0982-50-2000仲地　剛 仲地　剛 平19. 9. 1小   診療所
     ク 日向市亀崎西２丁目１５５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69806,1089,4 たけなか耳鼻咽喉科 〒883-0062 0982-66-6000竹中　美香 竹中　美香 平21. 1.19耳い アレ 診療所
     日向市日知屋塩田７６２４番地２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 1.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69906,1091,0 日向市初期救急診療所〒883-0041 0982-50-1000日向市長　十屋　幸平渡辺　康久 平21. 4. 1内   外   診療所
     日向市北町２丁目１０番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:   47
     (医      47)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70006,1092,8 柳田産婦人科医院 〒883-0043 0982-52-2950柳田　謙一 柳田　謙一 平22. 2.15一般        12診療所
     日向市都町１２番５号 常　勤:    1 交代 産婦 麻   現存
     (医       1) 平28. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70106,1093,6 たかはし眼科 〒883-0014 0982-54-0039医療法人社団たかはし高橋　圭三 平23. 5. 1眼   診療所
     日向市原町４丁目２番５号 常　勤:    1眼科　理事長　高橋　 組織変更 現存
     (医       1)圭三 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70206,1095,1 やまうち泌尿器科内科〒883-0041 0982-55-1234山内　正倫 山内　正倫 平24. 4. 1ひ   内   診療所
     日向市北町１丁目５０番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70306,1096,9 社会医療法人泉和会　〒883-0064 0982-52-7111社会医療法人泉和会　千代反田　晋 平24. 7. 1一般       151病院
     千代田病院 日向市日知屋古田町８８番地 常　勤:   28理事長　千代反田　晋 移動 療養        45現存
     (医      23) 平24. 7. 1内   神内 外  
     (薬       5) 呼外 整外 リウ
     非常勤:   13 ひ   麻   耳い
     (医      13) 放   皮   リハ
     心外 他   
     消化器外科、肛
     門外科、内分泌
     ・代謝内科。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70406,1098,5 稲原眼科医院 〒883-0046 0982-52-2209稲原　芳生 稲原　芳生 平26. 1. 1一般 診療所
     日向市中町５番地 常　勤:    2 交代     一般    19現存
     (医       2) 平26. 1. 1眼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70506,1099,3 なでしこ内科 〒883-0014 0982-57-3860石渡　正子 石渡　正子 平28. 3.11内   他   診療所
     日向市原町１－２－１－１０４ 常　勤:    1 新規 糖尿病内科 現存
     (医       1) 平28. 3.11
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  70606,1100,9 ながみね皮膚科 〒883-0035 0982-66-1201長嶺　英宏 長嶺　英宏 平29. 6. 1皮   診療所
     日向市春原町一丁目３５番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70707,1012,4 医療法人十善会県南病〒888-0001 0987-72-0224医療法人十善会　理事藤元　秀一郎 昭39. 7. 1精神       364病院
     院 串間市大字西方３７２８番地 常　勤:   16長　藤元　秀一郎 療養        70現存
     (医      11) 平24. 7. 1内   心内 放  
     (歯       1) リハ 精   神内
     (薬       4) 整外 ひ   歯  
     非常勤:   27 他   
     (医      27)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70807,1020,7 医療法人昌浩会中島医〒888-0012 0987-72-5202医療法人昌浩会　理事中島　昌文 昭63.10. 1一般         7診療所
     院 串間市西浜２丁目７２４７番地の常　勤:    2長　中島　昌文 療養        12現存
     ７６ (医       2) 平24.10. 1内   小   眼  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70907,1021,5 医療法人秀英会　英医〒889-3531 0987-74-1187医療法人秀英会　理事大野　妙子 平元. 3. 1内   胃   診療所
     院 串間市大字奈留５２８４番地３ 常　勤:    1長　英　保彦 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71007,1023,1 串間市市木診療所 〒889-3311 0987-77-0349串間市長　島田　俊光木村　頼雄 平 7. 4. 1内   整外 診療所
     串間市大字市木２０２６番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71107,1025,6 みつとめ眼科 〒888-0001 0987-72-7000医療法人社団　誠光会満留　武宣 平 9. 5. 1眼   診療所
     串間市大字西方５３９７番地１ 常　勤:    1　理事長　満留　武宣 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71207,1026,4 医療法人社団　とめの〒888-0222 0987-76-1425医療法人社団　とめの留野　朋子 平10. 1. 1内   小   精  診療所
     ファミリークリニック串間市大字都井２１７９番地　　常　勤:    1ファミリークリニック 組織変更 リハ 現存
     　　　　 (医       1)　理事長　留野　朋子 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71307,1027,2 のだ小児科医院 〒888-0001 0987-71-1112野田　隆 野田　隆 平13. 3.10アレ 小   診療所
     串間市大字西方５３３７番３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 3.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  71407,1029,8 串間市民病院 〒888-0001 0987-72-1234串間市長　島田　俊光黒木　和男 平17. 5. 1一般       120病院
     串間市大字西方７９１７番地 常　勤:   12 移動 内   外   整外現存
     (医      11) 平29. 5. 1ひ   産婦 皮  
     (薬       1) 放   リハ 耳い
     非常勤:   18 麻   
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71507,1030,6 にいな内科・循環器科〒888-0001 0987-71-1711医療法人にいな内科・新名　洋美 平18. 6. 1内   循   呼  診療所
     串間市大字西方５３２８番１ 常　勤:    1循環器科　理事長新名 組織変更 現存
     (医       1)　洋美 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71607,1031,4 岡村クリニック 〒888-0001 0987-72-7710岡村　武志 岡村　武志 平22. 8. 8整外 リハ 診療所
     串間市西方５６２７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 8. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71707,1032,2 吾社クリニック 〒888-0008 0987-71-3411加藤　久仁彦 加藤　久仁彦 平26. 5. 1内   診療所
     串間市大字本城７６１０番地２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71807,1033,0 ゆうゆうの森クリニッ〒888-0004 0987-55-9111鴻野　一元 鴻野　一元 平28. 4. 1内   診療所
     ク 串間市串間字南方堀９５１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71908,1013,0 西都市へき地巡回診療〒881-0015 0983-49-3333西都市長　押川　修一南　寛之 昭40. 7. 1内   診療所
     所 西都市聖陵町２丁目１番地 常　勤:    1郞 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72008,1014,8 医療法人恵喜会西都病〒881-0023 0983-43-0143医療法人恵喜会　理事中林　永一 昭41.10.11療養        20病院
     院 西都市大字調殿１０１０番地 常　勤:    8長　中林　永一 精神       155現存
     (医       6) 平29.10.11精   内   神  
     (薬       2) 心内 
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72108,1032,0 佐藤クリニック 〒881-0034 0983-43-5309佐藤　幸憲 佐藤　幸憲 昭61. 2. 1内   ひ   診療所
     西都市妻町３丁目１２８番地 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  72208,1036,1 医療法人隆徳会鶴田病〒881-0016 0983-42-3711医療法人隆徳会　　理中川　博敏 平元. 4. 1一般        60病院
     院 西都市御舟町１丁目７８番地 常　勤:    9事長　鶴田　曜三 療養        50現存
     (医       8) 平28. 4. 1療養        43
     (薬       1) 内   外   整外
     非常勤:   13 精   リウ 皮  
     (医      13) リハ 放   他  
     ひ   
     消化器内科、肛
     門外科、消化器
     外科、人工透析
     内科。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72308,1038,7 大塚皮膚科医院 〒881-0016 0983-43-5234医療法人社団大和会　大塚　和子 平 2.10. 1皮   診療所
     西都市御舟町２丁目５２番地 常　勤:    1理事長　大塚　直純 現存
     (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72408,1041,1 三財病院 〒881-0113 0983-44-5221医療法人暁星会　理事相澤　潔 平 4. 2. 1一般        27病院
     西都市大字下三財３３７８番地 常　勤:    6長　相澤　潔 内   外   小  現存
     (医       5) 平28. 2. 1皮   リハ 放  
     (薬       1) 麻   整外 リウ
     非常勤:    3 脳外 他   
     (医       3) 消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72508,1042,9 西都児玉眼科 〒881-0016 0983-43-3456児玉　芳久 児玉　芳久 平 4. 6. 1一般    診療所
     西都市御舟町１丁目５番地 常　勤:    1 眼   現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72608,1046,0 医療法人社団児玉内科〒881-0005 0983-43-1777医療法人社団児玉内科児玉　健二 平 5. 5. 1内   循   呼  診療所
     クリニック 西都市大字三宅２９４９番地 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 胃   消   現存
     (医       1)児玉　健ニ 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72708,1051,0 医療法人昇山会　上山〒881-0034 0983-43-1129医療法人昇山会　理事上山　征史郎 平 7. 6. 1一般         7診療所
     医院 西都市妻町２丁目３３番地 常　勤:    1長　上山　征史郎 組織変更 療養        12現存
     (医       1) 平28. 6. 1整外 リハ リウ
     非常勤:    1 内   
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72808,1053,6 医療法人社団　黒木胃〒881-0015 0983-43-1304医療法人社団黒木胃腸黒木　重晶 平 8.12. 1内   胃   診療所
     腸科医院 西都市聖陵町２丁目１１番地 常　勤:    1科医院　理事長　黒木 組織変更 現存
     (医       1)　重晶 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  72908,1054,4 鶴田クリニック 〒881-0016 0983-42-3741医療法人　隆徳会　理鶴田　曜三 平 9. 8.18内   外   整外診療所
     西都市御舟町１丁目５５番地 常　勤:    1事長　鶴田　曜三 新規 リウ 皮   リハ現存
     (医       1) 平24. 8.18放   他   ひ  
     非常勤:   16 消化器内科、肛
     (医      16) 門外科。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73008,1056,9 さいとう耳鼻咽喉科 〒881-0003 0983-43-4311医療法人社団齊藤耳鼻斉藤　寿 平10. 1. 1耳い 診療所
     西都市大字右松２２２１番地１ 常　勤:    1咽喉科　理事長　斉藤 組織変更 現存
     (医       1)　寿 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73108,1059,3 いわみ小児科医院 〒881-0033 0983-42-1500医療法人いわみ小児科岩見　晶臣 平12. 1. 1小   診療所
     西都市妻１５１６番地１ 常　勤:    1医院　理事長　岩見　 組織変更 現存
     (医       1)晶臣 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73208,1061,9 西都市立銀鏡診療所 〒881-1232 0983-46-2330西都市長　押川　修一南　寛之 平13.10. 1内   外   診療所
     西都市大字銀鏡９６番地５ 常　勤:    1郞 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73308,1063,5 のぐち眼科クリニック〒881-0033 0983-42-0039医療法人社団のぐち眼野口　英郎 平14. 2. 1一般    診療所
     西都市大字妻字平田１６６０番地常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 眼   現存
     １ (医       1)　野口　英郎 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73408,1064,3 富田医院 〒881-0012 0983-43-0178医療法人社団　富田医富田　雄二 平15.11. 1内   循   小  診療所
     西都市小野崎２丁目３５番地 常　勤:    1院　理事長　富田　雄 移動 現存
     (医       1)二 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73508,1065,0 東米良診療所 〒881-1123 0983-46-2335西都市　西都市長　押南　寛之 平17. 4. 1一般         4診療所
     西都市大字中尾字小崎１７１番地常　勤:    1川　修一郞 移動 療養        15現存
     ９ (医       1) 平29. 4. 1内   外   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73608,1066,8 大塚病院 〒881-0016 0983-43-0016医療法人社団大和会　大塚　直純 平17. 5. 1一般        27病院
     西都市御舟町２丁目４５番地 常　勤:    4理事長　大塚　直純 組織変更 療養        41現存
     (医       3) 平29. 5. 1外   内   放  
     (薬       1) 整外 形外 
     非常勤:   66 胃腸内科、循環
     (医      66) 器内科、肛門内
     科、乳腺内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  73708,1067,6 水田内科医院 〒881-0012 0983-43-1115水田　能久 水田　能久 平17. 7. 1内   診療所
     西都市小野崎１丁目２６番地 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73808,1068,4 すぎお医院 〒881-0021 0983-41-1177医療法人社団　徳志会杉尾　克徳 平19. 5. 1内   胃   外  診療所
     西都市上町１丁目９４番地 常　勤:    1　理事長　杉尾　克徳 組織変更 こう 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73908,1071,8 こうの整形外科 〒881-0005 0983-43-2200河野　立 河野　立 平23.10.17整外 リウ リハ診療所
     西都市三宅字田中２９５０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74008,1073,4 宇和田胃腸内科 〒881-0003 0983-42-0111医療法人宇和田胃腸内宇和田　収 平24.10. 1内   放   他  診療所
     西都市右松１丁目１１番 常　勤:    1科　理事長　宇和田　 組織変更 現存
     (医       1)収 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74108,1074,2 上山整形外科クリニッ〒881-0035 0983-41-0808医療法人昇山会　理事上山　裕史 平26. 7. 1内   整外 リハ診療所
     ク 西都市中央町２丁目６１番地 常　勤:    2長　上山　征史郎 新規 リウ 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74208,1075,9 上野医院 〒881-0104 0983-44-5100医療法人社団百喜会　上野　尚美 平26.11. 1一般 診療所
     西都市大字鹿野田５５７９番地１常　勤:    1理事長　上野　尚美 組織変更     一般    11現存
     (医       1) 平26.11. 1内   他   
     循環器内科（人
     工透析）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74308,1076,7 地方独立行政法人西都〒881-0033 0983-32-5500地方独立行政法人西都長田　直人 平28. 4. 1一般        91病院
     児湯医療センター 西都市大字妻１５５０番地 常　勤:    7児湯医療センター　理 組織変更 脳外 呼内 他  現存
     (医       7)事長　長田　直人 平28. 4. 1内   外   麻  
     非常勤:   66 放   リハ 整外
     (医      66) リウ 
     循環器内科、消
     化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74409,1021,1 えびの市立病院 〒889-4301 0984-33-1023えびの市長　村岡　隆河内　謙介 昭41.11. 3一般        50病院
     えびの市大字原田３２２３番地 常　勤:    5明 内   外   整外現存
     (医       4) 平29.11. 3リハ 放   
     (薬       1)
     非常勤:   29
     (医      29)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  74509,1033,6 医療法人芳徳会京町共〒889-4151 0984-37-1011医療法人芳徳会　理事薗田　通広 昭62. 8. 1一般        33病院
     立病院 えびの市大字向江５０８番地 常　勤:    4長　志戸本　宗徳 療養        50現存
     (医       4) 平29. 8. 1内   放   リハ
     非常勤:    9 脳外 他   
     (医       9) 消化器内科、循
     環器内科、腎臓
     内科、糖尿病内
     科、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74609,1038,5 渡辺医院 〒889-4151 0984-37-1109医療法人渡辺医院　理渡邊　千尋 平 4.12. 1一般         7診療所
     えびの市大字向江９２９番地 常　勤:    2事長　渡邊　千尋 療養        12現存
     (医       2) 平28.12. 1内   小   外  
     リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74709,1041,9 前田医院 〒889-4221 0984-35-1151医療法人伸和会　理事前田　和伸 平 6.12. 1内   小   胃  診療所
     えびの市大字栗下字石島２１８番常　勤:    2長　前田　和伸 組織変更 循   現存
     地１ (医       2) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74809,1046,8 医療法人黎明会　えび〒889-4151 0984-37-1313医療法人黎明会　理事黒木　透 平 9. 1. 1一般        34病院
     の共立病院 えびの市大字向江５０６番地 常　勤:    3長　黒木　透 組織変更 産   婦   麻  現存
     (医       3) 平30. 1. 1放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74909,1048,4 えびの整形外科医院 〒889-4222 0984-35-1250医療法人香仁会　理事佐保　修二 平10. 7. 1整外 診療所
     えびの市大字小田１１６９番地１常　勤:    2長　佐保　修二 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75009,1049,2 えびの眼科こだま小児〒889-4311 0984-35-3003医療法人美芳会　理事児玉　芳知 平10. 7. 1眼   小   診療所
     科医院 えびの市大字大明司１０２３番地常　勤:    2長　児玉　芳知 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75109,1051,8 若葉クリニック 〒889-4313 0984-33-3838医療法人社団救栄会　田中　哲夫 平11. 5. 1内   眼   診療所
     えびの市杉水流字春日５０番地１常　勤:    2理事長　田中　哲夫 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75209,1052,6 丹医院 〒889-4314 0984-33-0107医療法人公佑会　理事丹　光明 平11. 7. 1一般         7診療所
     えびの市大字大河平４３２７番地常　勤:    1長　丹　光明 移動 療養        12現存
     ３７ (医       1) 平29. 7. 1皮   内   外  
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  75309,1055,9 井尻眼科医院 〒889-4151 0984-37-3007医療法人弘良会　理事井尻　裕司 平12.12. 1眼   診療所
     えびの市大字向江２６１番地 常　勤:    1長　井尻　裕司 組織変更 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75409,1056,7 えびのセントロクリニ〒889-4304 0984-33-5777医療法人えびのセント長井　章 平13. 6. 1一般        19診療所
     ック えびの市大字上江１００７番地４常　勤:    1ロクリニック　理事長 組織変更 内   呼   循  現存
     (医       1)　長井　章 平25. 6. 1婦   外   こう
     非常勤:    1 消   
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75509,1057,5 杉原耳鼻咽喉科 〒889-4301 0984-21-3100杉原　純次 杉原　純次 平13.10. 2耳い 気食 アレ診療所
     えびの市大字原田３２３６番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75609,1060,9 京町温泉クリニック 〒889-4155 0984-37-2233医療法人社団　さつき後庵　究 平19.10. 1一般        19診療所
     えびの市大字亀沢３９１番１ 常　勤:    1会　理事長　後庵　究 組織変更 内   胃   リハ現存
     (医       1) 平25.10. 1皮   循   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75709,1061,7 えびの第一クリニック〒889-4301 0984-33-0148医療法人武雄会　理事新添　謙一 平21. 4. 1内   皮   他  診療所
     えびの市大字原田２２３６番地 常　勤:    1長　齋田　洋子 その他 循環器内科 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75809,1062,5 いしざわ循環器内科 〒889-4301 0984-33-1438石澤　宗純 石澤　宗純 平23. 4. 8循   消   内  診療所
     えびの市原田２１４３－１ 常　勤:    1 新規 麻   現存
     (医       1) 平29. 4. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75909,1063,3 のなか整形外科 〒889-4301 0984-33-2000野中　隆史 野中　隆史 平25. 8. 1一般    診療所
     えびの市大字原田字西谷ノ口３１常　勤:    1 新規 整外 リハ 現存
     ８７番 (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76017,1024,8 大悟病院 〒889-1911 0986-52-5800一般社団法人　藤元メ井上　輝彦 昭56.12. 1精神       311病院
     北諸県郡三股町大字長田１２７０常　勤:   10ディカルシステム　理 内   精   神  現存
     番地 (医       8)事長　藤元　勇一郎 平29.12. 1
     (薬       2)
     非常勤:   26
     (医      26)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  76117,1039,6 医療法人社団白水会　〒889-1903 0986-52-1135医療法人社団白水会　泊　直十郎 平元. 7. 1一般        13診療所
     とまり内科外科胃腸科北諸県郡三股町稗田４７番地５ 常　勤:    2理事長　泊　直十郎 療養         6現存
     医院 (医       2) 平28. 7. 1内   外   リハ
     非常勤:    1 他   
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76217,1046,1 田中隆内科 〒889-1912 0986-52-0301医療法人養賢会　理事田中　隆 平 2.10. 1内   他   ひ  診療所
     北諸県郡三股町大字宮村２８７２常　勤:    3長　田中　隆 腎臓内科（人工現存
     番地１ (医       2) 平29.10. 1透析）循環器内
     (薬       1) 科、呼吸器内科
     。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76317,1050,3 医療法人　畠中小児科〒889-1904 0986-52-6000医療法人　畠中小児科畠中　道己 平 4.12. 1一般        19診療所
     医院 北諸県郡三股町新馬場２４番地１常　勤:    2医院　理事長　畠中　 小   現存
     (医       2)道己 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76417,1051,1 一心外科医院 〒889-1901 0986-52-7788医療法人一心外科医院小牧　文雄 平 4.12. 1一般        19診療所
     北諸県郡三股町大字樺山４９６９常　勤:    1　理事長　小牧　文雄 内   胃   外  現存
     番地１ (医       1) 平28.12. 1こう リハ 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76517,1061,0 たけしたこども医院 〒889-1901 0986-51-0005竹下　健一 竹下　健一 平10. 8.20小   診療所
     北諸県郡三股町大字樺山４５４０常　勤:    1 新規 現存
     番地２ (医       1) 平28. 8.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76617,1065,1 長倉医院 〒889-1901 0986-52-2109医療法人　長倉医院　長倉　穂積 平16. 7. 1一般    診療所
     北諸県郡三股町樺山３４９１－２常　勤:    1理事長　長倉　穂積 組織変更 療養    現存
     (医       1) 平28. 7. 1内   他   
     循環器内科、内
     分泌代謝内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76717,1066,9 坂田　医院 〒889-1914 0986-51-2003坂田　純一郎 坂田　純一郎 平18. 4. 1内   胃   診療所
     北諸県郡三股町大字蓼池３６０８常　勤:    1 新規 現存
     －１４ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76817,1067,7 岩下耳鼻咽喉科 〒889-1901 0986-51-1187医療法人　雄睦会　理岩下　睦郎 平19. 1. 1耳い アレ 診療所
     北諸県郡三股町大字樺山字中原５常　勤:    1事長　岩下　睦郎 組織変更 現存
     ０３６番地８９ (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76917,1072,7 医療法人社団　睦由会〒889-1912 0986-51-1122医療法人社団　睦由会江夏　剛 平25. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     　江夏整形外科クリニ北諸県郡三股町大字宮村２８４１常　勤:    1　理事長　江夏　剛 組織変更 現存
     ック －４ (医       1) 平25. 5. 1
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  77017,1073,5 山下医院 〒889-1901 0986-52-1348郡山　晴喜 郡山　晴喜 平28. 1. 1内   呼内 診療所
     北諸県郡三股町大字樺山４６７２常　勤:    1 新規 現存
     番地４ (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77117,1074,3 みしま内科クリニック〒889-1901 0986-51-8100医療法人みしま内科ク三嶋　和也 平29. 5. 1内   他   診療所
     北諸県郡三股町大字樺山字中原５常　勤:    1リニック　理事長　三 組織変更 他：循環器内科現存
     ０３６番地５ (医       1)嶋　和也 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77218,1020,4 児玉眼科 〒889-4412 0984-42-1109医療法人和芳会　理事児玉　マサ子 平元. 6. 1眼   診療所
     西諸県郡高原町大字西麓８４５番常　勤:    1長　児玉　マサ子 現存
     地 (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77318,1022,0 川井田医院 〒889-4412 0984-42-2000医療法人豊寿会　理事川井田　繁 平 2. 3. 1一般         5診療所
     西諸県郡高原町大字西麓１７３番常　勤:    2長　川井田　繁 療養        12現存
     地３ (医       2) 平29. 3. 1内   胃   外  
     こう リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77418,1027,9 国民健康保険　高原病〒889-4412 0984-42-1022高原町長　高妻　経信莫根　隆一 平19. 3. 1一般        56病院
     院 西諸県郡高原町大字西麓８７１番常　勤:    4 その他 外   内   リハ現存
     地 (医       3) 平25. 3. 1
     (薬       1)
     非常勤:   18
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77518,1028,7 ふきやま霧島東麓クリ〒889-4412 0984-25-6010柊山　了 柊山　了 平24. 8. 1小   内   アレ診療所
     ニック 西諸県郡高原町西麓上馬場８４９常　勤:    1 新規 現存
     －３ (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77619,1025,1 白石内科 〒880-1101 0985-75-3311白石　正路 白石　正路 昭59. 8. 1一般         9診療所
     東諸県郡国富町大字本庄４５１６常　勤:    1 内   胃   循  休止
     番地 (医       1) 平11. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77719,1031,9 医療法人綾風会綾立元〒880-1303 0985-77-0333医療法人綾風会　理事立元　祐保 昭63.10. 1内   小   外  診療所
     診療所 東諸県郡綾町大字南俣６２２番地常　勤:    2長　立元　祐保 現存
     ３ (医       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77819,1034,3 田中外科内科医院 〒880-1101 0985-75-8585医療法人　俊生会　理田中　俊正 平 2.10. 1一般        13診療所
     東諸県郡国富町大字本庄１９４６常　勤:    2事長　田中　俊正 療養         6現存
     番地 (医       2) 平29.10. 1胃   外   呼外
     非常勤:    2 こう リハ 
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  77919,1048,3 日高内科・胃腸科 〒880-1101 0985-75-8500日高　令一郎 日高　令一郎 平 7. 5.29内   胃   診療所
     東諸県郡国富町大字本庄４３２９常　勤:    1 交代 現存
     番地 (医       1) 平28. 5.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78019,1052,5 向陽の里診療所 〒880-1101 0985-75-7752社会福祉法人　宮崎県並木　薫 平 8. 4. 1精   内   診療所
     東諸県郡国富町大字本庄竹原１４常　勤:    1社会福祉事業団　理事 新規 現存
     ０７番地 (医       1)長　渋谷　弘二 平29. 4. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78119,1055,8 たまきクリニック 〒880-1303 0985-77-2512医療法人社団昇陽会　玉置　昇 平 9. 5. 1内   小   診療所
     東諸県郡綾町南俣字深田６５７番常　勤:    2理事長　玉置　昇 組織変更 現存
     地４ (医       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78219,1059,0 医療法人慶明会　くに〒880-1101 0985-75-8222医療法人慶明会　理事津曲　康一郎 平 9.12. 1眼   診療所
     とみ眼科クリニック 東諸県郡国富町大字本庄十日町６常　勤:    1長　大浦　福市 新規 現存
     ７４１番地１ (医       1) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78319,1060,8 医療法人敏仁会　棚田〒880-1101 0985-75-1000医療法人敏仁会　理事棚田　敏文 平11. 4. 1内   ひ   リハ診療所
     内科泌尿器科 東諸県郡国富町大字本庄１９６２常　勤:    1長　棚田　敏文 組織変更 現存
     番地１ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78419,1065,7 医療法人萃信会　綾外〒880-1303 0985-77-3355医療法人萃信会綾外科岩本　勲 平13. 6. 1一般    診療所
     科 東諸県郡綾町大字南俣６１７番１常　勤:    2　理事長　岩本　勲 組織変更 療養    現存
     (医       2) 平25. 6. 1外   整外 呼  
     胃   循   リハ
     内   
     主たる診療科名
     は外科。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78519,1067,3 こざくら整形外科 〒880-1101 0985-75-2121医療法人社団　幸輝会小櫻　博幸 平15. 2. 1整外 リハ 診療所
     東諸県郡国富町大字本庄１８６２常　勤:    1　理事長　小櫻　博幸 組織変更 現存
     番地１ (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78619,1068,1 医療法人社団順養会　〒880-1101 0985-75-2115医療法人社団　順養会海老原　為博 平15. 4. 1療養        52病院
     海老原病院 東諸県郡国富町大字本庄４３６５常　勤:    3　理事長　海老原　爲 組織変更 療養        32現存
     番地 (医       3)博 平27. 4. 1整外 リハ 皮  
     非常勤:   14 内   外   呼  
     (医      14) 心外 胃   ひ  
     他   
     循環器内科。
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  78719,1069,9 小橋皮膚科医院 〒880-1101 0985-75-1201小橋　正洋 小橋　正洋 平16.11. 1皮   診療所
     東諸県郡国富町本庄字出来所１２常　勤:    1 移動 現存
     ６８ (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78819,1071,5 医療法人慶明会　けい〒880-1111 0985-75-7007医療法人慶明会　理事大浦　福市 平17. 7. 1一般        41病院
     めい記念病院 東諸県郡国富町岩知野字六江７６常　勤:    9長　大浦　福市 組織変更 内   整外 眼  現存
     ２ (医       8) 平29. 7. 1耳い リハ リウ
     (薬       1) 呼   消   脳外
     非常勤:    7 循   
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78919,1073,1 平山こどもクリニック〒880-1102 0985-75-5600医療法人すこやか会　平山　善章 平18. 1. 1小   小外 診療所
     東諸県郡国富町大字宮王丸２８０常　勤:    1理事長　平山　善章 組織変更 現存
     番地３ (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79019,1074,9 山下医院 〒880-1101 0985-75-2104山下　政紀 山下　政紀 平18. 8. 1一般        16診療所
     東諸県郡国富町大字本庄４０３３常　勤:    1 交代 内   循   現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79119,1075,6 国富耳鼻咽喉科医院 〒880-1101 0985-30-6217医療法人　田燕会　須須田　佳人 平21. 6. 1耳い 診療所
     東諸県郡国富町本庄４６３４番１常　勤:    1田　佳人 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79219,1076,4 結い診療所 〒880-1303 0985-30-7383中村　政人 中村　政人 平21. 9.17内   診療所
     東諸県郡綾町大字南俣字桑下３１常　勤:    1 新規 現存
     ９番地４ (医       1) 平27. 9.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79320,1028,3 木城町立石河内へき地〒884-0104 0983-39-1065木城町　木城町長　半永田　昌彦 昭40. 3.15内   外   他  診療所
     出張診療所 児湯郡木城町大字石河内１３２６常　勤:    1渡　英俊 胃腸内科、循環現存
     番地 (医       1) 平28. 3.15器内科。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79420,1038,2 都農町国民健康保険病〒889-1201 0983-25-1031都農町長　河野　正和立野　進 昭49.12. 1一般        61病院
     院 児湯郡都農町大字川北５２０２番常　勤:    6 一般（感染） 現存
     地 (医       4) 平28.12. 1    感染     4
     (薬       2) 内   外   小  
     非常勤:   21 整外 放   リハ
     (医      20) アレ 他   眼  
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79520,1041,6 小川出張診療所 〒881-1302 0983-36-1111西米良村長　黒木　定片山　陽平 昭50. 4. 1内   外   診療所
     児湯郡西米良村大字小川２１０番常　勤:    2藏 現存
     地１ (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  79620,1054,9 永友慶子小児科 〒884-0002 0983-23-1082永友　慶子 永友　慶子 昭57. 2. 1小   診療所
     児湯郡高鍋町大字北高鍋１０００常　勤:    1 現存
     番地 (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79720,1059,8 髙嶋医院 〒889-1201 0983-25-0062髙嶋　章 髙嶋　章 昭58.10. 8内   小   診療所
     児湯郡都農町大字川北４７８６番常　勤:    1 現存
     地 (医       1) 平28.10. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79820,1065,5 黒木内科医院 〒884-0002 0983-23-2882黒木　宗俊 黒木　宗俊 昭62.12. 1一般    診療所
     児湯郡高鍋町大字北高鍋２６０３常　勤:    1 内   現存
     番地 (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79920,1068,9 河野産科婦人科医院 〒884-0002 0983-22-0341河野　通久 河野　通久 平元.12.15一般        14診療所
     児湯郡高鍋町大字北高鍋２６０５常　勤:    1 産   婦   現存
     番地 (医       1) 平28.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80020,1070,5 医療法人　蟻塚クリニ〒884-0002 0983-23-2316医療法人　蟻塚クリニ蟻塚　高生 平 2.12. 1一般        11診療所
     ック 児湯郡高鍋町大字北高鍋７８５番常　勤:    1ック　理事長　蟻塚　 眼   現存
     地 (医       1)高生 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80120,1071,3 大森内科医院 〒884-0002 0983-22-0055大森　史彦 大森　史彦 平 3. 4.20内   他   診療所
     児湯郡高鍋町大字北高鍋１３４７常　勤:    1 現存
     番地２ (医       1) 平30. 4.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80220,1072,1 児玉医院 〒889-1411 0983-33-0700児玉　幹夫 児玉　幹夫 平 3. 6. 1一般    診療所
     児湯郡新富町富田３丁目６番地３常　勤:    1 療養    現存
     (医       1) 平30. 6. 1内   循   小  
     リハ 呼   消胃
     放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80320,1073,9 医療法人社団善仁会尾〒889-1301 0983-27-2799社会医療法人善仁会　吹井　聖継 平 3.10.16内   外   眼  診療所
     鈴クリニック 児湯郡川南町大字川南１３６８１常　勤:    1理事長　濱砂　カヨ 整外 現存
     番地１ (医       1) 平24.10.16
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80420,1074,7 永友クリニック 〒884-0002 0983-23-3543永友　和之 永友　和之 平 3.11. 5皮   ひ   診療所
     児湯郡高鍋町大字北高鍋１００６常　勤:    1 現存
     番 (医       1) 平24.11. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  80520,1079,6 喜多医院 〒889-1302 0983-27-1711医療法人　慈省会　理喜多　保一郎 平 4. 8. 1内   小   外  診療所
     児湯郡川南町大字平田２３８０番常　勤:    2事長　喜多　保一郎 放   現存
     地の２ (医       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80620,1080,4 川南病院 〒889-1301 0983-27-4111医療法人社団聖山会　岩田　鉱司 平 6. 2. 1一般       112病院
     児湯郡川南町大字川南１８１５０常　勤:   10理事長　德田　孝德 組織変更 療養        60現存
     番地４７ (医      10) 平30. 2. 1内   外   整外
     非常勤:   47 リハ ひ   放  
     (医      47) 麻   脳外 神内
     心外 呼内 皮  
     循環器内科、消
     化器内科・外科
     、人工透析内科
     、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80720,1081,2 医療法人山仁会山口整〒884-0002 0983-22-3157医療法人山仁会山口整山口　政一朗 平 6. 3. 1一般         7診療所
     形外科 児湯郡高鍋町大字北高鍋３２３５常　勤:    2形外科　理事長　山口 組織変更 療養        12現存
     番地３ (医       2)　政仁 平30. 3. 1整外 リハ 放  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80820,1083,8 内田医院 〒884-0002 0983-23-0041医療法人忠恕会　内田内田　俊浩 平 7. 6. 1内   診療所
     児湯郡高鍋町大字北高鍋７８４番常　勤:    2医院　理事長　内田　 組織変更 現存
     地 (医       2)俊浩 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80920,1084,6 崧雲会　林クリニック〒889-1302 0983-27-1678医療法人崧雲会　理事林　嘉昌 平 7. 6. 1一般        11診療所
     児湯郡川南町大字平田字堤牟田１常　勤:    1長　林　嘉昌 組織変更 整外 形外 外  現存
     ４０２番地７４ (医       1) 平28. 6. 1内   皮   リハ
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81020,1086,1 黒木皮膚科 〒884-0004 0983-23-0874黒木　康博 黒木　康博 平 8. 4. 1皮   診療所
     児湯郡高鍋町大字蚊口浦２５番地常　勤:    1 交代 現存
     ２６ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81120,1087,9 崎浜胃腸科医院 〒884-0006 0983-22-3345崎濱　国治 崎濱　国治 平 8. 7.18胃   こう 外  診療所
     児湯郡高鍋町大字上江８０１４番常　勤:    2 新規 内   現存
     地 (医       1) 平29. 7.18
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81220,1089,5 小村医院 〒889-1406 0983-33-0120医療法人育心会　理事小村　浩史 平 8.12. 2内   消   リハ診療所
     児湯郡新富町大字新田４８１番１常　勤:    1長　小村　浩史 移動 現存
     (医       1) 平29.12. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  81320,1091,1 永友胃腸科内科医院 〒884-0002 0983-22-3320永友　研一 永友　研一 平 9. 4.30内   小   消胃診療所
     児湯郡高鍋町大字北高鍋１２４３常　勤:    1 交代 現存
     番地５ (医       1) 平30. 4.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81420,1092,9 たかやま小児科 〒884-0002 0983-23-4423高山　修二 高山　修二 平 9.12. 6小   アレ 診療所
     児湯郡高鍋町大字北高鍋４７３２常　勤:    1 新規 現存
     番地８ (医       1) 平27.12. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81520,1095,2 ながとも眼科 〒884-0002 0983-21-1780永友　孝幸 永友　孝幸 平10. 8.21眼   診療所
     児湯郡高鍋町大字北高鍋２５９０常　勤:    1 新規 現存
     番地１ (医       1) 平28. 8.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81620,1096,0 北村医院 〒889-1411 0983-21-5611北村　洋 北村　洋 平11.11. 1外   胃   内  診療所
     児湯郡新富町富田二丁目５３ 常　勤:    1 新規 こう 整外 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81720,1100,0 ながとも医院 〒889-1201 0983-21-2520永友　淳司 永友　淳司 平14. 1. 8内   外   胃  診療所
     児湯郡都農町大字川北５４７９－常　勤:    1 新規 リハ 現存
     ２ (医       1) 平26. 1. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81820,1102,6 海老原総合病院 〒884-0006 0983-23-1111医療法人　宏仁会　理米澤　勤 平14. 7. 1一般        86病院
     児湯郡高鍋町大字上江２０７番地常　勤:    9事長　海老原　宏 移動 療養       113現存
     (医       9) 平26. 7. 1内   外   心外
     非常勤:   78 脳外 小   皮  
     (医      78) 眼   耳い 放  
     アレ リハ 整外
     形外 他   
     呼吸器内科、腎
     臓内科。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81920,1104,2 前田　医院 〒889-1201 0983-25-1115前田　正幸 前田　正幸 平15. 4. 1内   外   呼  診療所
     児湯郡都農町大字川北４５８９番常　勤:    1 新規 胃   循   こう現存
     (医       1) 平27. 4. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82020,1106,7 つねよしクリニック 〒889-1201 0983-25-3036恒吉　淳 恒吉　淳 平16. 6. 1内   外   リハ診療所
     児湯郡都農町川北１２２９番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82120,1108,3 大山脳神経外科クリニ〒889-1411 0983-26-8111医療法人社団　博心会大山　博司 平17. 1. 1脳外 神内 リハ診療所
     ック 児湯郡新富町富田１丁目３番地２常　勤:    1　理事長　大山　博司 組織変更 心内 精   現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  82220,1110,9 国民健康保険西米良診〒881-1411 0983-36-1031西米良村　西米良村長片山　陽平 平17. 8. 1療養         6診療所
     療所 児湯郡西米良村村所６６番地１号常　勤:    2　黒木　定藏 その他 一般        13現存
     (医       2) 平29. 8. 1内   外   小  
     整外 リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82320,1114,1 中之又へき地出張診療〒884-0105 0982-69-8810木城町　木城町長　半永田　昌彦 平18. 4. 1内   外   他  診療所
     所 児湯郡木城町大字中之又３５１－常　勤:    1渡　英俊 移動 胃腸内科、循環現存
     １１ (医       1) 平30. 4. 1器内科。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82420,1116,6 たにはた整形外科 〒889-1411 0983-33-6631医療法人　たにはた整谷畠　満 平19. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     児湯郡新富町富田３丁目５１番地常　勤:    1形外科　理事長　谷畠 組織変更 現存
     (医       1)　満 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82520,1117,4 医療法人　高見会　木〒884-0101 0983-32-3322医療法人　高見会　理永田　昌彦 平19. 6. 1内   循   胃  診療所
     城クリニック 児湯郡木城町大字高城３８４８番常　勤:    1事長　永田　昌彦 組織変更 外   現存
     地 (医       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82620,1121,6 医療法人　おがわクリ〒884-0004 0983-32-5726医療法人　おがわクリ小川　泰洋 平23. 9. 1心内 精   診療所
     ニック 児湯郡高鍋町大字蚊口浦６１９９常　勤:    1ニック　理事長　小川 組織変更 現存
     番地６１ (医       1)　泰洋 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82720,1122,4 川南山口整形外科医院〒889-1301 0983-27-3883医療法人慶徳会　理事山口　一郎 平24. 5. 1整外 リハ 診療所
     児湯郡川南町大字川南１３８６４常　勤:    1長　山口　一郎 組織変更 現存
     番地９６ (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82820,1123,2 野津手・加来内科医院〒884-0006 0983-22-2104医療法人　野津手・加野津手　大輔 平24. 7. 1内   放   他  診療所
     児湯郡高鍋町大字上江字西畑田８常　勤:    2来内科医院　理事長　 移動 現存
     ２５０番地 (医       2)野津手　大輔 平24. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82920,1125,7 おしかわ内科クリニッ〒889-1403 0983-33-4130医療法人悠和会　理事押川　克久 平27. 9. 1呼内 アレ 診療所
     ク 児湯郡新富町大字上富田３３３５常　勤:    1長　押川　克久 新規 現存
     番地１ (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83020,1126,5 坂田病院 〒884-0006 0983-22-3426医療法人愛生堂坂田病坂田　師隣 平27.11. 1一般 病院
     児湯郡高鍋町大字上江８１０８番常　勤:    3院　理事長　坂田　師 組織変更     一般    31現存
     地 (医       3)隣 平27.11. 1外   内   婦  
     非常勤:    1 リウ アレ 呼内
     (医       1)
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  83120,1127,3 やまぐち脳神経外科 〒884-0002 0983-32-5555医療法人やまぐち脳神山口　真太朗 平28. 4. 1脳外 神内 リハ診療所
     児湯郡高鍋町大字北高鍋４７６４常　勤:    1経外科　理事長　山口 組織変更 現存
     番地５ (医       1)　真太朗 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83220,1128,1 糸井医院 〒889-1302 0983-27-0032糸井　仁 糸井　仁 平28. 4. 1内   他   皮  診療所
     児湯郡川南町平田１８８８番地 常　勤:    2 交代 胃腸内科 現存
     (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83320,1129,9 おりたこどもクリニッ〒884-0002 0983-32-5522医療法人　高悠会　理織田　真悠子 平28. 8. 1小   他   診療所
     ク 児湯郡高鍋町大字上江字西畑田８常　勤:    1事長　高橋　政見 新規 小児耳鼻いんこ現存
     ２７９ (医       1) 平28. 8. 1う科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83420,1130,7 おおやまこどもクリニ〒889-1413 0983-32-8303大山　龍介 大山　龍介 平29.10. 1小   診療所
     ック 児湯郡新富町富田西２丁目２番１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83521,1012,5 椎葉村国民健康保険病〒883-1601 0982-67-2008椎葉村長　椎葉　晃充吉持　厳信 昭42. 9. 1一般        30病院
     院 東臼杵郡椎葉村大字下福良１７４常　勤:    3 内   外   整外現存
     ７番地５ (医       3) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83621,1028,1 医療法人　浩洋会　田〒889-0623 0982-63-2211医療法人　浩洋会　理田中　浩夫 昭52.12. 1療養        50病院
     中病院 東臼杵郡門川町宮ケ原４丁目８０常　勤:   11事長　田中　浩夫 精神       203現存
     番地 (医      11) 平28.12. 1内   精   放  
     非常勤:    9 リハ 
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83721,1041,4 白石病院 〒889-0611 0982-63-1365医療法人社団　孝誠会白石　正浩 平 5. 4. 1療養 病院
     東臼杵郡門川町大字門川尾末８６常　勤:    3　理事長　白石　正浩 組織変更     療養    30現存
     ００番地１００ (医       3) 平29. 4. 1内   リハ 他  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83821,1055,4 萩原眼科門川分院 〒889-0621 0982-63-7222医療法人苓州会　理事萩原　忍 平16. 1. 1眼   診療所
     東臼杵郡門川町東栄町１丁目５番常　勤:    1長　萩原　忍 移動 現存
     地１１ (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83921,1061,2 美郷町国民健康保険北〒889-0901 0982-62-5008美郷町　美郷町長　田井口　真由美 平18. 1. 1一般    診療所
     郷診療所 東臼杵郡美郷町北郷宇納間４４０常　勤:    1中　秀俊 交代 整外 内   外  現存
     番地 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  84021,1063,8 美郷町国民健康保険西〒883-1101 0982-66-3141美郷町　美郷町長　田東　善昌 平18. 1. 1一般        29病院
     郷病院 宮崎県東臼杵郡美郷町西郷田代２常　勤:    5中　秀俊 交代 内   整外 リハ現存
     ９番地 (医       4) 平30. 1. 1放   
     (薬       1)
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84121,1064,6 美郷町国民健康保険南〒883-0306 0982-59-0017美郷町長　田中　秀俊児嶋　一司 平18. 5. 1一般        19診療所
     郷診療所 東臼杵郡美郷町南郷神門１０７８常　勤:    2 組織変更 内   外   整外現存
     番地 (医       2) 平30. 5. 1小   放   
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84221,1065,3 柴尾医院 〒889-0616 0982-50-4332医療法人　正美会　理柴尾　正剛 平19. 2. 1内   診療所
     宮崎県東臼杵郡門川町南町２丁目常　勤:    1事長　柴尾　正剛 組織変更 現存
     ２０番地２ (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84321,1066,1 森迫胃腸科内科 〒889-0601 0982-63-2048医療法人　ふくろう会森迫　和仁 平19. 5. 1内   胃   診療所
     東臼杵郡門川町須賀崎１丁目４０常　勤:    1　理事長　森迫　和仁 組織変更 現存
     番地１ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84421,1067,9 長田整形外科 〒889-0612 0982-63-0507医療法人　浩伸会　理長田　浩伸 平19. 5. 1一般        19診療所
     東臼杵郡門川町中須３丁目３２番常　勤:    1事長　長田　浩伸 組織変更 整外 リハ リウ現存
     地３ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84521,1068,7 国民健康保険　諸塚診〒883-1301 0982-65-0140諸塚村長　西川　健 桐村　泰廣 平24. 4. 1一般        19診療所
     療所 東臼杵郡諸塚村家代３０６３番地常　勤:    2 その他 内   小   外  現存
     (医       2) 平30. 4. 1
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84622,1008,1 五ケ瀬町国民健康保険〒882-1201 0982-82-0108五ヶ瀬町　五ケ瀬町長崔　林承 昭41.10.26内   診療所
     病院附属鞍岡診療所 西臼杵郡五ケ瀬町大字鞍岡５７９常　勤:    1　原田　俊平 休止
     １番地 (医       1) 平29.10.26
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84722,1010,7 高千穂町国民健康保険〒882-1101 0982-73-1700高千穂　町長　内倉　久米　修一 昭41.10.26一般        60病院
     病院 西臼杵郡高千穂町大字三田井４３常　勤:   13信吾 療養        60現存
     ５番地１ (医      11) 平29.10.26内   外   整外
     (薬       2) 小   眼   ひ  
     非常勤:   19 循   耳い 皮  
     (医      19) リハ 
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  84822,1015,6 坂本へき地出張診療所〒882-1203 0982-82-0922五ヶ瀬町　五ヶ瀬町長崔　林承 昭41.12.17内   診療所
     西臼杵郡五ケ瀬町大字三ケ所３１常　勤:    1　原田　俊平 休止
     ９９番地 (医       1) 平29.12.17
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84922,1016,4 土生へき地出張診療所〒882-1202 0982-82-1521五ヶ瀬町　五ケ瀬町長崔　林承 昭41.12.17内   診療所
     西臼杵郡五ケ瀬町大字桑野内１５常　勤:    1　原田　俊平 休止
     ４３番地 (医       1) 平29.12.17
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85022,1017,2 医療法人和敬会　国見〒882-1102 0982-72-3151医療法人　和敬会　理植松　昌俊 昭46. 4. 1精神       265病院
     ケ丘病院 西臼杵郡高千穂町大字押方東平１常　勤:    9事長　植松　昌俊 内   精   神  現存
     １３０番地 (医       6) 平28. 4. 1
     (薬       3)
     非常勤:   10
     (医       9)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85122,1018,0 五ケ瀬町国民健康保険〒882-1203 0982-73-5500五ヶ瀬町　五ケ瀬町長崔　林承 昭48. 6. 1一般        36病院
     病院 西臼杵郡五ケ瀬町大字三ケ所２１常　勤:    2　原田　俊平 療養        18現存
     ０９番地１ (医       2) 平30. 6. 1内   外   整外
     非常勤:    4 リハ 放   消  
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85222,1025,5 高千穂町田原診療所 〒882-1414 0982-75-1146白石　達史 白石　達史 昭60. 5. 1内   小   診療所
     西臼杵郡高千穂町大字河内７５番常　勤:    1 現存
     地 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85322,1028,9 古賀医院 〒882-1101 0982-72-6178古賀　志朗 古賀　志朗 昭61. 3.16内   胃   小  診療所
     西臼杵郡高千穂町大字三田井６１常　勤:    1 現存
     ７０番地１ (医       1) 平28. 3.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85422,1031,3 医療法人　佐藤医院 〒882-1621 0982-73-2010医療法人　佐藤医院　佐藤　元二郎 平 3. 2. 1内   胃   循  診療所
     西臼杵郡高千穂町大字岩戸７２番常　勤:    1理事長　佐藤　元二郎 小   現存
     地１ (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85522,1033,9 日之影町国民健康保険〒882-0401 0982-87-2021日之影町長　佐藤　貢上田　修三 平15. 4. 1一般        50病院
     病院 西臼杵郡日之影町大字七折９０７常　勤:    3 移動 内   外   リハ現存
     ４番地３ (医       3) 平27. 4. 1
     非常勤:   24
     (医      24)
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  85622,1035,4 高千穂産婦人科診療所〒882-1101 0982-21-5110医療法人社団　育生会井上　博 平25. 8. 1一般    診療所
     西臼杵郡高千穂町大字三田井１０常　勤:    1　理事長　井上　博 新規 産婦 現存
     ９９番地１４ (医       1) 平25. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85780,1001,4 独立行政法人　国立病〒880-0911 0985-56-2311独立行政法人　国立病塩屋　敬一 昭41. 7. 1一般       240病院
     院機構　宮崎東病院 宮崎市大字田吉４３７４番地１ 常　勤:   21院機構　理事長　楠岡 結核        54現存
     (医      20)　英雄 平29. 7. 1精神        30
     (薬       1) 内   心内 神内
     非常勤:    3 外   呼外 小  
     (医       3) リハ 放   整外
     他   
     呼吸器内科・腫
     瘍内科・循環器
     内科・児童精神
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85880,1002,2 独立行政法人国立病院〒885-0014 0986-23-4111独立行政法人　国立病冷牟田　浩司 昭41. 7. 1一般       307病院
     機構　都城医療センタ都城市祝吉町５０３３番地１ 常　勤:   45院機構　理事長　楠岡 内   小   外  現存
     ー (医      40)　英雄 平29. 7. 1整外 脳外 皮  
     (歯       1) ひ   産婦 眼  
     (薬       4) 耳い 放   麻  
     非常勤:    3 リウ リハ 呼内
     (医       3) 呼外 他   
     循環器内科。消
     化器内科。消化
     器外科。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85980,1004,8 独立行政法人　国立病〒889-1301 0983-27-1036独立行政法人　国立病江崎　公明 昭41. 7. 1一般       199病院
     院機構　宮崎病院 児湯郡川南町大字川南１９４０３常　勤:    7院機構　理事長　楠岡 内   小   整外現存
     番地４ (医       7)　英雄 平29. 7. 1放   他   麻  
     非常勤:    7 神内 リハ 
     (医       7) 他→糖尿病・代
     謝内科、呼吸器
     内科、消化器内
     科、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  86080,1006,3 宮崎大学医学部附属病〒889-1601 0985-85-1510国立大学法人宮崎大学鮫島　浩 昭 2. 3. 1一般       596特定機能
     院 宮崎市清武町木原５２００番地 常　勤:  382　学長　池ノ上　克 精神        36病院
     (医     362) 平29. 3. 1内   外   心外現存
     (薬      20) 整外 脳外 精  
     非常勤:   97 小   皮   ひ  
     (医      96) 呼内 眼   病理
     (薬       1) 放   麻   神内
     リウ リハ 耳い
     形外 
     産科・婦人科、
     頭頸部外科、消
     化器外科、救急
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86181,1002,0 県立宮崎病院 〒880-0017 0985-24-4181宮崎県病院局長　桑山菊池　郁夫 昭41. 7. 1一般       589病院
     宮崎市北高松町５番３０号 常　勤:  134　秀彦 精神        42現存
     (医     134) 平29. 7. 1一般（感染）
     非常勤:    2              7
     (医       2) 内   精   神内
     小   外   整外
     脳外 心外 皮  
     ひ   産婦 眼  
     耳い リハ 放  
     麻   循   他  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86281,1003,8 独立行政法人地域医療〒880-0932 0985-51-7575独立行政法人　地域医白尾　一定 昭41. 7. 1一般       269地域支援
     機能推進機構　宮崎江宮崎市大坪西１丁目２番１号 常　勤:   35療機能推進機構　理事 内   循   外  病院
     南病院 (医      31)長　尾身　茂 平29. 7. 1整外 形外 リハ現存
     (薬       4) 放   麻   
     非常勤:   16
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  86381,1008,7 県立延岡病院 〒882-0835 0982-32-6181宮崎県病院局長　桑山栁邊　安秀 昭41. 7. 1一般       456地域支援
     延岡市新小路２丁目１番地１０ 常　勤:   57　秀彦 一般（感染） 病院
     (医      57) 平29. 7. 1             4現存
     非常勤:    2 内   神内 小  
     (医       2) 外   整外 脳外
     皮   ひ   産婦
     眼   耳い 心内
     放   麻   心外
     精   リハ 他  
     呼外 
     循環器内科、臨
     床検査科、病理
     診断科、救急科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86481,1010,3 県立日南病院 〒887-0013 0987-23-3111宮崎県病院局長　桑山峯　一彦 昭41. 7. 1一般       330病院
     (81,3005,7) 日南市木山１丁目９番５号 常　勤:   43　秀彦 一般（感染） 現存
     (医      41) 平29. 7. 1             4
     (歯       2) 内   小   外  
     非常勤:   19 整外 脳外 皮  
     (医      19) ひ   産婦 眼  
     耳い 放   麻  
     神内 精   心内
     リハ 他   歯外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86581,1019,4 宮崎県済生会日向病院〒889-0616 0982-63-1321社会福祉法人恩賜財団林　克裕 昭42. 5.15一般       103病院
     東臼杵郡門川町南町４丁目１２８常　勤:   22済生会支部宮崎県済生 療養        92現存
     番地 (医      20)会　支部長　中島　清 平30. 5.15一般（感染）
     (薬       2)美              4
     非常勤:   62 内   ひ   小  
     (医      62) 外   整外 眼  
     リハ 放   耳い
     脳外 麻   形外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86681,1021,0 宮崎県精神保健福祉セ〒880-0032 0985-27-5663宮崎県知事 直野　慶子 昭50. 5. 1精   診療所
     ンター内診療所 宮崎市霧島１丁目１番地２ 常　勤:    3 現存
     (医       3) 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86781,1023,6 宮崎県立こども療育セ〒889-1601 0985-85-6500宮崎県知事　河野　俊川野　彰裕 昭62. 4. 1一般        65病院
     ンター 宮崎市清武町木原４２５７番地８常　勤:    3嗣 整外 小   ひ  現存
     (医       3) 平29. 4. 1眼   
     非常勤:    2
     (医       2)


