大腸がん検診精密実施機関 登録名簿
№ 市町村名

（令和３年10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 生目台カリヨンクリニック

880-0942 宮崎市生目台東４－６－１

3 宮崎市 医療法人清涼会 いきめ大腸・肛門外科内科

880-2104 宮崎市大字浮田３０９９－１

4 宮崎市 石川クリニック

880-0036 宮崎市花ケ島町入道２１９７−１

5 宮崎市 井手医院

880-0929 宮崎市まなび野２－３９－１

6 宮崎市 医療法人敬愛会 稲倉医院

880-0951 宮崎市大塚町馬場崎３５５４－２

7 宮崎市 稲田胃腸科外科

880-0930 宮崎市花山手東１－２－９

8 宮崎市 猪島医院

880-0951 宮崎市大塚町馬場崎３５２６－２

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 かんべ胃腸科内科

880-0805 宮崎市橘通東４丁目３－２１

11 宮崎市 喜島クリニック

880-0051 宮崎市江平西１丁目４－１９

12 宮崎市 北村内科胃腸科医院

889-1702 宮崎市田野町乙９３５３－１

13 宮崎市 木戸内科胃腸科

880-0016 宮崎市西高松町４－８

14 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

15 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

16 宮崎市 県立宮崎病院

880-8510 宮崎市北高松町５番３０号

17 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
18 宮崎市 社会医療法人同心会 古賀総合病院

880-0041 宮崎市池内町数太木１７４９－１

19 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

20 宮崎市 医療法人 児玉胃腸科外科

880-2211 宮崎市高岡町花見９４４－３

21 宮崎市 小緑内科クリニック

889-2151 宮崎市大字熊野４８５

22 宮崎市 迫田病院

880-0917 宮崎市城ヶ崎３丁目２番地１

23 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

24 宮崎市 清水中央クリニック

880-0021 宮崎市清水１丁目３－２６

25 宮崎市 潤和会記念病院

880-2112 宮崎市大字小松１１１９

26 宮崎市 医療法人 杉澤医院 杉澤胃腸科内科

880-0917 宮崎市城ヶ崎４－６－７

27 宮崎市 杉本外科胃腸科医院

880-0908 宮崎市谷川１－７－６

28 宮崎市 社会医療法人善仁会 宮崎善仁会病院

880-0834 宮崎市新別府町江口950番地1

29 宮崎市 医療法人 宮崎そらのクリニック

880-0811 宮崎市錦町1-10 宮崎グリーンスフィア壱番館2階

30 宮崎市 高木内科・胃腸科

880-0035 宮崎市下北方町常盤元９９６－１３

31 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

32 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

33 宮崎市 巴外科内科

880-0916 宮崎市恒久５９８８

34 宮崎市 なかしま外科・内科

880-0904 宮崎市中村東２丁目４－８

35 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

36 宮崎市 医療法人社団 にしぞの内科

880-2224 宮崎市高岡町大字飯田２５４

37 宮崎市 花山手内科クリニック

880-0933 宮崎市大坪町大坪４２９０

38 宮崎市 医療法人日州会 ひが内科・胃腸科

880-0951 宮崎市大塚町樋ノ口１９７６番地１

39 宮崎市 ひだか胃腸科医院

880-0212 宮崎市佐土原町大字下那珂２０２２－８

40 宮崎市 ひろの内科クリニック

880-0925 宮崎市本郷北方字山崎３５８２－１
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41 宮崎市 藤本医院

880-0057 宮崎市桜町４－１

42 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

43 宮崎市 細川内科クリニック

880-0303 宮崎市佐土原町大字東上那珂１４９０１番地４

44 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

45 宮崎市 丸田医院

880-0053 宮崎市神宮１－４６

46 宮崎市 丸山胃腸科クリニック

880-0806 宮崎市広島２丁目６－４

47 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

48 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

49 宮崎市 宮崎市立田野病院

889-1704 宮崎市田野町南原１丁目６番地２

50 宮崎市 宮崎生協病院

880-0824 宮崎市大島町天神前１１７１番地

51 宮崎市 宮崎大学医学部附属病院

889-1692 宮崎市清武町木原５２００番地

52 宮崎市 独立行政法人国立病院機構 宮崎東病院

880-0911 宮崎市大字田吉４３７４番地１

53 宮崎市 元村胃腸科外科

880-0844 宮崎市柳丸町１１９

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 宮崎市 医療法人青翠会 山本医院

880-0007 宮崎市原町１２番１号

56 宮崎市 やまもと胃腸内科

880-0903 宮崎市太田４丁目１－５－１

57 宮崎市 山脇内科小児科医院

880-0211 宮崎市佐土原町大字下田島２０５１０－４０

58 宮崎市 ゆち内科胃腸科クリニック

880-0913 宮崎市恒久５－１１－３

59 宮崎市 竜内科クリニック

880-0923 宮崎市希望ヶ丘１－２１－１６

60 都城市 あきと内科胃腸科

885-0094 都城市都原町８１４６－１

61 都城市 いづみ内科医院

885-0081 都城市鷹尾３－３３－３

62 都城市 宇宿医院

885-0023 都城市栄町１８－１８

63 都城市 大岐医院

889-1802 都城市山之口町大字花木２５６７－３

64 都城市 医療法人社団寿礼会 仮屋外科胃腸科

885-0093 都城市志比田町５４２７－１

65 都城市 川畑医院

885-0017 都城市年見町８－２

66 都城市 医療法人社団田中会 久保原田中医院

885-0086 都城市久保原町１３－１

67 都城市 医療法人社団恵心会 坂元医院

885-0079 都城市牟田町１２－８

68 都城市 医療法人倫生会 三州病院

885-0037 都城市花繰町３街区１４号

69 都城市 医療法人海誠会 庄内医院

885-0114 都城市庄内町８６１０番地

70 都城市 隅病院

889-4505 都城市高崎町大字大牟田１２０４

71 都城市 瀬ノ口医院

885-0073 都城市姫城町１２－４

72 都城市 たかお浜田医院

885-0081 都城市鷹尾４－４－２

73 都城市 医療法人社団浩然会 都北鮫島クリニック

885-0004 都城市都北町５７３４番地１

74 都城市 野邊医院

885-0072 都城市上町１０－４

75 都城市 はまだクリニック

885-0019 都城市祝吉２丁目４－９

76 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

77 都城市 ふくしまクリニック

885-0011 都城市下川東２－２－１２

78 都城市 医療法人社団 福島外科胃腸科医院

885-0004 都城市都北町６４３０

79 都城市 藤元総合病院

885-0055 都城市早鈴町１７－１

80 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
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81 都城市 宗正病院

885-0075 都城市八幡町１５街区３号

82 都城市 医療法人宏仁会 メディカルシティ東部病院

885-0035 都城市立野町３６３３－１

83 都城市 山路医院

889-4601 都城市山田町大字山田４３０９

84 都城市 医療法人仁愛会 横山病院

885-0083 都城市都島町５０６番地

85 都城市 吉松病院

885-0051 都城市蔵原町５－２９

86 都城市 医療法人吉誠会 吉見クリニック

885-1202 都城市高城町大字穂満坊４５９－１

87 延岡市 板野内科・胃腸科医院

882-0801 延岡市野田町１８３６－１

88 延岡市 いまだ内科・消化器科

882-0864 延岡市塩浜町２丁目１９３２－１

89 延岡市 医療法人甲申会 岸医院

882-0812 延岡市本小路９１-１０

90 延岡市 北方医院

882-0125 延岡市北方町卯１４１２－１

91 延岡市 木谷医院

882-0824 延岡市南町１－２－１

92 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

93 延岡市 医療法人健寿会 黒木病院

882-0041 延岡市北小路１４－１

94 延岡市 宮崎県立延岡病院

882-0835 延岡市新小路２丁目１番地１０

95 延岡市 医療法人社団杏子會 小島胃腸科内科医院

882-0863 延岡市緑ヶ丘２丁目２５－１０

96 延岡市 堺胃腸内科クリニック

882-0837 延岡市古城町４丁目１３１

97 延岡市 桜ヶ丘ファミリークリニック

882-0005 延岡市夏田町４１４－１

98 延岡市 延岡市医師会病院

882-0856 延岡市出北６丁目１６２１番

99 延岡市 医療法人中心会 野村病院

882-0856 延岡市出北５－４－２６

100 延岡市 医療法人社団 平野消化器科

882-0803 延岡市大貫町２丁目３０２９－２

101 延岡市 みぞくち医院

889-0503 延岡市伊形町５２１６－８

102 延岡市 医療法人天祐会 もうりクリニック

889-0101 延岡市北川町川内名７０５５－１

103 延岡市 医療法人博生会 山本医院

882-0866 延岡市平原町１丁目２７１番地

104 日南市 愛泉会日南病院

887-0034 日南市大字風田３６４９番２

105 日南市 井手胃腸科・肛門科

887-0031 日南市戸高４丁目２－２

106 日南市 社会医療法人慶明会 おび中央病院

889-2535 日南市飫肥６丁目２－２８

107 日南市 北村胃腸科眼科

887-0012 日南市園田２丁目４−２８

108 日南市 宮崎県立日南病院

887-0013 日南市木山１－９－５

109 日南市 小玉共立外科

889-2541 日南市吾田東１０－４－１

110 日南市 瀬川クリニック

889-2536 日南市吾田西３－２－５３

111 日南市 医療法人愛沙会 長友医院

889-2402 日南市北郷町郷之原乙１４０３番地１

112 日南市 春光会記念病院

889-2533 日南市大字星倉4600番1

113 日南市 日南市立中部病院

889-3141 日南市大堂津５－１０－１

114 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

115 小林市 医療法人三和会 池田病院

886-0007 小林市大字真方２７－１

116 小林市 医療法人興生会 押川病院

886-0212 小林市野尻町大字東麓１０８２－１

117 小林市 医療法人相愛会 桑原記念病院

886-0004 小林市大字１６７

118 小林市 小林市立病院

886-8503 小林市細野２２３５番地３

119 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

120 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
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121 小林市 堀胃腸科外科医院

886-0004 小林市大字細野４３６－１０

122 小林市 医療法人仁友会 前田内科医院

886-0004 小林市大字細野２７５９－１

123 小林市 医療法人健風会 槇 内視鏡内科医院

886-0007 小林市大字真方２４２番地

124 日向市 浦上内科外科医院

883-0011 日向市曽根町１－１５５

125 日向市 医療法人社団広和会 古賀内科胃腸科

883-0041 日向市北町１丁目８６番地３

126 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

127 日向市 医療法人清和会 吉森医院

883-0014 日向市原町４丁目１番８号

128 日向市 医療法人誠和会 和田病院

883-0051 日向市向江町１丁目１９６番地１

129 串間市 串間市民病院

888-0001 串間市大字西方７９１７

130 串間市 医療法人秀英会 英医院

889-3531 串間市大字奈留５２８４－３

131 西都市 宇和田胃腸内科

881-0003 西都市右松１－１１

132 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

133 西都市 すぎお医院

881-0021 西都市上町１丁目９４

134 西都市 医療法人隆徳会 鶴田クリニック

881-0016 西都市御舟町１丁目５５番地

135 西都市 医療法人隆徳会 鶴田病院

881-0016 西都市御舟町１丁目７８番地

136 えびの市 えびの市立病院

889-4301 えびの市大字原田３２２３番地

137 えびの市 医療法人芳徳会 京町共立病院

889-4151 えびの市大字向江５０８番地

138 えびの市 医療法人社団さつき会 京町温泉クリニック

889-4155 えびの市大字亀沢３９１番１号

139 えびの市 前田医院

889-4221 えびの市大字栗下２１８－１

140 えびの市 若葉クリニック

889-4313 えびの市杉水流字春日５０－１

141 三股町 一心外科医院

889-1901 三股町大字樺山４９６９－１

142 三股町 坂田医院

889-1914 三股町大字蓼池３６０８－１４

143 三股町 医療法人社団白水会 とまり内科外科胃腸科医院 889-1903 三股町稗田４７－５
144 高原町 医療法人豊寿会 川井田医院

889-4412 高原町大字西麓１７３－３

145 高原町 国民健康保険高原病院

889-4412 高原町大字西麓８７１

146 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

147 国富町 医療法人俊生会 田中外科内科医院

880-1101 国富町本庄１９４６

148 国富町 日高内科胃腸科

880-1101 国富町本庄４３２９

149 高鍋町 崎浜胃腸科医院

884-0006 高鍋町大字上江１０１２

150 高鍋町 永友胃腸科内科医院

884-0002 高鍋町大字北高鍋１２４３－５

151 高鍋町 医療法人 野津手・加来内科医院

884-0006 高鍋町大字上江8250番地

152 新富町 小村医院

889-1406 新富町大字新田４８１－１

153 西米良村 国民健康保険西米良診療所

881-1411 西米良村大字村所６６番地１

154 川南町 医療法人社団聖山会 川南病院

889-1301 川南町大字川南１８１５０番地４７

155 都農町 都農町国民健康保険病院

889-1201 都農町大字川北５２０２

156 門川町

889-0692 門川町南町４丁目１２８番地

社会福祉法人恩賜財団済生会支部 宮崎県済生会日向病院

157 門川町 医療法人ふくろう会 森迫胃腸科内科

889-0601 門川町須賀崎１丁目４０番地１

158 諸塚村 国民健康保険諸塚診療所

883-1301 諸塚村大字家代3063

159 美郷町 美郷町国民健康保険西郷病院

883-1101 美郷町西郷田代２９番地

160 その他 社会医療法人社団高野会 大腸肛門病センター高野病院 862-0971 熊本県熊本市中央区大江３丁目２番５５号
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