
協力難病指定医 (平成29年6月23日現在）

No 氏名 主たる勤務先の医療機関名 郵便番号 主たる勤務先の住所 診療科名 指定有効期間開始 指定有効期間終了

1 福島　洋 社会医療法人玄州会 光風・ふくしまクリニック 811-5132
壱岐市郷ノ浦町東触字平１００６番
地１

内科 平成28年11月21日 平成33年10月31日

2 左野　千秋 医療法人拓進会　さの胃腸科クリニック 811-5313 壱岐市芦辺町諸吉仲触４ー１ 胃腸科,外科,内科 平成28年11月17日 平成33年10月31日
3 松嶋　潮 医療法人潮陽会　松嶋医院 811-5462 壱岐市芦辺町箱崎大左右触550-2 整形外科,一般内科 平成28年4月1日 平成33年3月31日
4 奥　百合子 医療法人　奥内科医院 850-0001 長崎市西山町２丁目１０番１０号 内科,小児科 平成28年11月16日 平成33年10月31日
5 落　義男 医療法人　落内科医院 850-0841 長崎市銅座町３番２４号 内科,消化器科,呼吸器科,循環器科 平成28年11月29日 平成33年10月31日
6 松元　定次 医療法人　きのこ会　松元クリニック 850-0842 長崎市新地町１番５号 内科,外科,消化器内科,肛門外科,リハビリ科 平成28年12月1日 平成33年11月30日
7 有髙　知樹 有高クリニック 850-0852 長崎市万屋町４－１９ 内科 平成28年4月13日 平成33年3月31日
8 西山　髙志 はまのまちハートクリニック 850-0853 長崎市浜町８番１３号 消化器内科 平成28年11月21日 平成33年10月31日
9 早川　滉 出島病院 850-0862 長崎市出島町１２番２３号 内科 平成29年3月14日 平成34年2月28日
10 水町　信行 医療法人昭和会　昭和会病院 850-0911 長崎市東山手町６－５１ 外科 平成28年4月11日 平成33年3月31日
11 松園　和久 医療法人昭和会　昭和会病院 850-0911 長崎市東山手町６－５１ 内科 平成28年4月11日 平成33年3月31日
12 川上　かおる 医療法人昭和会　昭和会病院 850-0911 長崎市東山手町６－５１ 内科 平成28年4月11日 平成33年3月31日
13 今村　祐子 社会医療法人健友会　上戸町病院 850-0953 長崎市上戸町４丁目２番２０号 内科 平成29年6月9日 平成34年5月31日
14 深堀　茂樹 医療法人社団　深堀内科医院 850-0961 長崎市小ケ倉町３丁目７６－７７ 内科 平成29年3月10日 平成34年2月28日
15 松鵜　嘉文 まつう眼科医院 850-0971 長崎市磯道町５－１０ 眼科 平成29年6月8日 平成34年5月31日
16 松本　保和 医療法人社団照和会　松本循環器内科医院 850-0982 長崎市柳田町５７－１ 循環器科,内科,呼吸器科 平成29年3月15日 平成34年2月28日
17 渡部　幸明 医療法人健正会　大久保病院 851-0113 長崎市戸石町１４７０番地１ 外科 平成28年11月24日 平成33年10月31日
18 永田　広 医療法人健正会　大久保病院 851-0113 長崎市戸石町１４７０番地１ 消化器内科 平成28年11月24日 平成33年10月31日
19 右田　礼二郎 右田医院 851-0122 長崎市界町１丁目１－５ 内科 平成29年3月14日 平成34年2月28日
20 山道　和則 社会医療法人健友会　香焼民主診療所 851-0310 長崎市香焼町５０１番地 内科 平成29年4月1日 平成34年3月31日
21 高木　雄二 高木クリニック 851-2101 西彼杵郡時津町西時津郷７５-２０ 外科 平成29年6月12日 平成34年5月31日

22 成田　晋二 医療法人　成田内科医院 851-2126
西彼杵郡長与町吉無田郷２０２６番
地６

内科 平成28年11月15日 平成33年10月31日

23 中島　康雄 医療法人恵会　光風台病院 851-2215 長崎市鳴見台２丁目４５－２０ 内科 平成29年3月17日 平成34年2月28日
24 戸川　惠 医療法人恵会　光風台病院 851-2215 長崎市鳴見台２丁目４５－２０ 内科 平成29年3月17日 平成34年2月28日
25 丸林　秀太郎 医療法人宏和会　神浦診療所 851-2403 長崎市神浦江川町５５４番地３ 内科 平成28年4月7日 平成33年3月31日
26 浦川　聡史 医療法人緑風会　長崎みどり病院 852-8022 長崎市富士見町１８番２４号 リハビリテーション科 平成28年3月31日 平成33年2月28日
27 廣瀬　清人 ひろせ内科 852-8061 長崎市滑石１丁目２ー５ 内科 平成29年6月19日 平成34年5月31日
28 田川　秀樹 たがわ内科 852-8107 長崎市浜口町１番６号ＴＳビル２階 内科,循環器科,呼吸器科 平成29年2月4日 平成34年1月31日
29 出口　通子 医療法人稲仁会　三原台病院 852-8123 長崎市三原１丁目８番３５号 内科 平成28年4月18日 平成33年3月31日
30 出口　剛 医療法人稲仁会　三原台病院 852-8123 長崎市三原１丁目８番３５号 内科 平成28年4月18日 平成33年3月31日
31 内藤　達二 医療法人稲仁会　三原台病院 852-8123 長崎市三原１丁目８番３５号 内科 平成28年11月16日 平成33年10月31日
32 山川　明日佳 医療法人稲仁会　三原台病院 852-8123 長崎市三原１丁目８番３５号 内科 平成28年4月18日 平成33年3月31日

33 崎村　直史
宗教法人　聖フランシスコ病院会　聖フランシス
コ病院

852-8125 長崎市小峰町９番２０号 内科 平成29年5月11日 平成34年4月30日

34 原川　誠二郎 はらかわ内科クリニック 852-8132 長崎市扇町１３番３号 内科 平成28年11月17日 平成33年10月31日
35 立石　訓己 諸熊内科医院 852-8155 長崎市中園町１１－２２ 内科 平成29年6月12日 平成34年5月31日
36 浦　繁郎 医療法人雄仁会　浦クリニック 853-0001 五島市栄町９－１６ 内科 平成28年11月17日 平成33年10月31日
37 井上　効子 医療法人　井上内科小児科医院 853-0017 五島市武家屋敷１丁目２番１３号 内科 平成29年6月14日 平成34年5月31日
38 宮崎　幸哉 社会医療法人健友会　五島ふれあい診療所 853-0064 五島市三尾野２丁目１ー２９ 内科 平成29年4月1日 平成34年3月31日

39 津田　俊彦
長崎県五島中央病院附属診療所奈留医療セン
ター

853-2201 五島市奈留町浦１６４４番地 内科 平成29年4月1日 平成34年3月31日

40 江崎　公輔
長崎県五島中央病院附属診療所奈留医療セン
ター

853-2201 五島市奈留町浦１６４４番地 内科 平成29年6月5日 平成34年5月31日

41 仲村　匡也 新上五島町若松国民健康保険診療所 853-2301 南松浦郡新上五島町若松郷２８７番内科,外科,小児科 平成28年4月27日 平成33年3月31日
42 角尾　尚人 医療法人　つのお内科 854-0005 諫早市城見町１３番６号 内科 平成29年4月1日 平成34年3月31日
43 鶴川　陽一 医療法人　つるかわ内科 854-0014 諫早市東小路町４番２６号 内科 平成28年4月4日 平成33年3月31日
44 三村　一郎 三村医院 854-0026 諫早市東本町３番１３号 内科,眼科 平成28年11月15日 平成33年10月31日
45 村谷　智子 医療法人和光会　恵寿病院 854-0121 諫早市有喜町５９３番地１ 内科 平成28年4月10日 平成33年3月31日
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46 出口　泰子 医療法人和光会　恵寿病院 854-0121 諫早市有喜町５９３番地１ 内科 平成29年3月10日 平成34年2月28日
47 曽野　弘士 医療法人伴帥会　愛野記念病院 854-0301 雲仙市愛野町甲３８３８番地１ 内科 平成28年4月2日 平成33年3月31日
48 岡　六四 医療法人檜山会　中澤病院 856-0032 大村市東大村１丁目２５２４－３ 精神科,内科 平成29年1月13日 平成33年12月31日
49 武田　裕子 楠木眼科医院 856-0826 大村市東三城町１５２ 眼科 平成28年4月11日 平成33年3月31日
50 新宮　浩 医療法人仁寿会　南野病院 856-0826 大村市東三城町３３番地 内科 平成28年3月31日 平成33年2月28日
51 犬塚　千寿 医療法人社団　犬塚内科循環器科医院 857-0067 佐世保市神島町１番１号 内科,循環器科 平成28年11月18日 平成33年10月31日
52 犬塚　周 医療法人社団　犬塚内科循環器科医院 857-0067 佐世保市神島町１番１号 内科,循環器科,小児科 平成28年11月18日 平成33年10月31日
53 迎　徹 医療法人　むかい医院 857-0833 佐世保市若葉町１ー１７ 胃腸科,外科 平成29年3月10日 平成34年2月28日
54 音琴　要一郎 医療法人社団　音琴クリニック 857-0841 佐世保市大宮町２９－５ 外科,内科,胃腸科,肛門科,リハビリテーション科 平成29年3月13日 平成34年2月28日
55 犬塚　清久 医療法人犬塚皆春会　犬塚医院 857-0854 佐世保市福石町１７番３７号 内科,外科 平成28年11月16日 平成33年10月31日
56 田中　博也 医療法人博雅会　田中医院 857-0871 佐世保市本島町２番１１号 外科,内科,胃腸科,肛門科 平成28年11月15日 平成33年10月31日
57 加瀬　真一郎 医療法人真心会　加瀬クリニック 857-1151 佐世保市日宇町６４９番地の９ 内科 平成29年3月22日 平成34年2月28日

58 中村　洋樹 医療法人愛健会　愛健医院 858-0903 佐世保市上本山町１０５９
リハビリテーション科,整形外科,外科,内科,循環
器内科

平成28年4月1日 平成33年3月31日

59 鷲峯　久紀 医療法人　まつお内科医院 858-0905 佐世保市下本山町１３１６番地４ 内科,人工透析内科 平成28年4月15日 平成33年3月31日
60 高平　良二 医療法人　たかひら外科 858-0923 佐世保市日野町１９０１番地４ 外科,胃腸科,肛門科,整形外科 平成29年6月13日 平成34年5月31日
61 高木　芳秀 たかき内科胃腸科 858-0925 佐世保市椎木町２０６－２ 内科,消化器科,呼吸器科 平成29年3月18日 平成34年2月28日
62 松本　卓郎 医療法人社団淳生会　慈恵病院 859-0401 諫早市多良見町化屋９９５ 内科 平成29年3月15日 平成34年2月28日
63 植木　英祐 植木内科医院 859-2502 南島原市口之津町甲１６４２番地 内科 平成28年4月1日 平成33年3月31日
64 卜部　克彦 うらべ内科・胃腸科医院 859-6143 佐世保市鹿町町深江潟９６番地１ 内科,小児科,放射線科,皮膚科 平成28年11月15日 平成33年10月31日

65 大里　裕治
医療法人ウェルネス　おおさと整形外科リハビリ
テーション科

859-6305 佐世保市吉井町直谷１２６０ 整形外科 平成29年3月13日 平成34年2月28日


