乳がん検診実施機関 登録名簿
№ 市町村名

（令和３年４月１日現在）

医療機関名

郵便番号

所在地

1 宮崎市 あきづきクリニックＭＪ

880-0879 宮崎市宮崎駅東１－７－８

2 宮崎市 あけぼの診療所

889-1703 宮崎市田野町あけぼの２丁目５－１

3 宮崎市 生目台カリヨンクリニック

880-0942 宮崎市生目台東４－６－１

4 宮崎市 医療法人社団青雲 池田台クリニック

889-1605 宮崎市清武町大字加納甲１３３５－１

5 宮崎市 石川クリニック

880-0036 宮崎市花ケ島町入道２１９７−１

6 宮崎市 市来内科・外科医院

880-0023 宮崎市和知川原２－１４－２

7 宮崎市 井手医院

880-0929 宮崎市まなび野２－３９－１

8 宮崎市 うえやま貴子クリニック

880-0865 宮崎市松山２－２３－２ ２Ｆ

9 宮崎市 医療法人憲優会 オーシャンクリニック

880-0824 宮崎市大島町前田３１０－１

10 宮崎市 大坪外科医院

880-0802 宮崎市別府町４番３０号

11 宮崎市 大渕産婦人科クリニック

880-0805 宮崎市橘通東１－５－１０

12 宮崎市 All about breast 乳腺外科クリニック

880-0811 宮崎市錦町１－１０ 宮崎グリーンスフィア２階

13 宮崎市 医療法人社団信和会 おかどめ内科・神経内科

880-0025 宮崎市中津瀬町１２－２

14 宮崎市 川名クリニック

880-0925 宮崎市大字本郷北方字高山２５２０－４３

15 宮崎市 喜島クリニック

880-0051 宮崎市江平西１丁目４－１９

16 宮崎市 医療法人社団青雲 きよたけクリニック

889-1613 宮崎市清武町西新町12番地5

17 宮崎市 医療法人社団 楠元内科胃腸科医院

880-0047 宮崎市平和が丘西町１－１

18 宮崎市 くらもと医院

880-0301 宮崎市佐土原町大字上田島字樋之口１３－７

19 宮崎市 医療法人将優会 クリニックうしたに

880-0916 宮崎市大字恒久５０６５

20 宮崎市 小池レディスクリニック

889-1604 宮崎市清武町大字船引字新川６３３－５

21 宮崎市 神尊産婦人科

880-0916 宮崎市大字恒久５３０８－１

22 宮崎市 独立行政法人地域医療機能推進機構 宮崎江南病院 880-8585 宮崎市大坪西１丁目２番１号
23 宮崎市 古賀駅前クリニック古賀健診センター

880-0812 宮崎市高千穂通2丁目7番14号

24 宮崎市 こさい胃腸科外科

880-0121 宮崎市大字島之内字野入６７２５－４

25 宮崎市 小島医院

880-0822 宮崎市権現町７９－１

26 宮崎市 医療法人向陽会 小村医院

889-1702 宮崎市田野町字学ノ木原乙７２１６－２

27 宮崎市 しおもりクリニック

889-1608 宮崎市清武町池田台北３４番地４０

28 宮崎市 清水中央クリニック

880-0021 宮崎市清水１丁目３－２６

29 宮崎市 医療法人善仁会 市民の森病院

880-0122 宮崎市大字塩路２７８３－３７

30 宮崎市 医療法人 下村産婦人科医院

880-0842 宮崎市青葉町１５１－１

31 宮崎市 杉本外科胃腸科医院

880-0908 宮崎市谷川１－７－６

32 宮崎市 医療法人社団仁和会 竹内病院

880-0032 宮崎市霧島２－２６０

33 宮崎市 医療法人清涼会 竹迫医院

880-0925 宮崎市大字本郷北方2107番地1

34 宮崎市 天満橋中央クリニック

880-0013 宮崎市松橋２丁目１０４番地１

35 宮崎市 巴外科内科

880-0916 宮崎市恒久５９８８

36 宮崎市 なかしま外科・内科

880-0904 宮崎市中村東２丁目４－８

37 宮崎市 医療法人社団誠友会 南部病院

880-0916 宮崎市恒久８９１－１４

38 宮崎市 はた産婦人科医院

880-0023 宮崎市和知川原１－１０７

39 宮崎市 はまだレディスクリニック

880-0121 宮崎市島之内７８２４

40 宮崎市 医療法人廣千会 福元医院

880-0841 宮崎市吉村町北原甲1446

1/3

乳がん検診実施機関 登録名簿
№ 市町村名

（令和３年４月１日現在）

医療機関名

郵便番号

所在地

41 宮崎市 藤元中央病院付属総合健診センター

880-0941 宮崎市北川内町乱橋３５８４－１

42 宮崎市 ブレストセンターさがらクリニック宮崎

880-0015 宮崎市大工1-10-28 ひむかワールドビル6F

43 宮崎市 さがら病院宮崎

880-0052 宮崎市丸山２丁目１１２番地１

44 宮崎市 医療法人社団紘和会 平和台病院

880-0034 宮崎市矢の先町１５０－１

45 宮崎市 医療法人 細川レディスクリニック

880-0035 宮崎市下北方町井手下北４０－７

46 宮崎市 医療法人陽明会 増田病院

880-0045 宮崎市大字大瀬町２１７６－１

47 宮崎市 医療法人まつ婦人科クリニック

880-2103 宮崎市大字生目２１５－１

48 宮崎市 医療法人 三原内科

880-0927 宮崎市源藤町源藤８７６－１

49 宮崎市 宮交シティクリニック

880-0902 宮崎市大淀４丁目６番２８号 宮交シティ３Ｆ

50 宮崎市 医療法人社団晴緑会 宮崎医療センター病院

880-0003 宮崎市高松町２番１６号

51 宮崎市 公益財団法人 宮崎県健康づくり協会

880-0032 宮崎市霧島１丁目１番地２

52 宮崎市 宮崎市郡医師会病院健診センター

880-2102 宮崎市大字有田１１７３番地

53 宮崎市 宮崎生協病院

880-0824 宮崎市大島町天神前１１７１番地

54 宮崎市 山内ファミリークリニック

880-0921 宮崎市本郷南方３９８８番地

55 都城市 はまだクリニック

885-0019 都城市祝吉２丁目４－９

56 都城市 医療法人社団健成会 原田医院

885-0013 都城市郡元町３２４５番地

57 都城市 藤元総合病院付属総合健診センター

885-0055 都城市早鈴町１７－１

58 都城市 都城健康サービスセンター

885-0002 都城市太郎坊町1364-1

59 都城市 医療法人魁成会 宮永病院

885-0077 都城市松元町１５街区１０号

60 延岡市 医療法人伸和会 延岡共立病院

882-0037 延岡市山月町5丁目5679-1

61 延岡市 医療法人健寿会 黒木病院

882-0041 延岡市北小路１４－１

62 延岡市 延岡市医師会病院

882-0856 延岡市出北６丁目１６２１番

63 延岡市 ブレストセンターさがらクリニック延岡

882-0836 延岡市恒富町４－２６

64 日南市 井手胃腸科・肛門科

887-0031 日南市戸高４丁目２－２

65 日南市 北村胃腸科眼科

887-0012 日南市園田２丁目４−２８

66 日南市 小玉共立外科

889-2541 日南市吾田東１０－４－１

67 日南市 産科・婦人科うちむらクリニック

889-2536 日南市吾田西３丁目７番４８号

68 日南市 産婦人科たなかクリニック

887-0012 日南市園田１丁目１番５号

69 日南市 春光会記念病院

889-2533 日南市大字星倉4600番1

70 日南市 医療法人文誠会 百瀬病院

889-3204 日南市南郷町中村乙２１０１

71 小林市 医療法人相愛会 桑原記念病院

886-0004 小林市大字細野１６７

72 小林市 小林市立病院

886-8503 小林市細野２２３５番地３

73 小林市 医療法人けんゆう会 園田病院

886-0003 小林市大字堤３００５－１

74 小林市 医療法人友愛会 野尻中央病院

886-0212 小林市野尻町東麓１１７６

75 小林市 堀胃腸科外科医院

886-0004 小林市大字細野４３６－１０

76 日向市 社会医療法人泉和会 千代田病院

883-0064 日向市大字日知屋字古田町８８番地

77 串間市 串間市民病院

888-0001 串間市大字西方７９１７

78 西都市 医療法人社団大和会 大塚病院

881-0016 西都市御船町２－４５

79 西都市 医療法人隆徳会 鶴田病院

881-0016 西都市御船町１丁目７８番地

80 えびの市 医療法人黎明会 えびの共立病院

889-4151 えびの市大字向江５０６
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81 えびの市 えびのセントロクリニック

889-4304 えびの市大字上江１００７－４

82 国富町 医療法人社団順養会 海老原病院

880-1101 国富町大字本庄４３６５番地

83 高鍋町 医療法人愛生堂 坂田病院

884-0006 高鍋町大字上江８１０８

84 都農町 都農町国民健康保険病院

889-1201 都農町大字川北５２０２
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