被爆二世健康診断委託医療機関一覧表（R2.4.1現在）
実施機関名

医療機関住所

医療機関電話 多発性

1 公益財団法人 長崎原子爆弾被爆者対策協議会

長崎市茂里町2‐41

095‐844‐3100

2 あいウーマンズクリニック

長崎市五島町5-38五島町中村ﾋﾞﾙ1F

095-818-5318

可

3 医療法人 あおぞら内科クリニック

長崎市元船町5-4ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ元船2F

095-829-2100

可

4 秋山内科医院

長崎市茂木町1694

095-836-0222

可

5 あしざわ内科

長崎市小峰町3-13

095-865-7234

可

6 医療法人 天野内科

長崎市小江原2丁目35-16

095-894-8800

可

7 医療法人社団天本内科医院

長崎市万才町7-1住友ﾋﾞﾙ3F

095-823-8575

可

8 雨森内科医院

長崎市西海町1723-1

095-860-3800

可

9 有高クリニック

長崎市万屋町4-19

095-828-3770

可

10 医療法人 猪狩医院

長崎市小瀬戸町155

095-865-1232

可

11 池辺内科医院

長崎市鍛冶屋町6-47

095-822-1946

可

12 医療法人 石川内科クリニック

長崎市矢上町29-11

095-813-3933

可

13 医療法人 泉田外科

長崎市宿町36

095-838-2256

14 医療法人 伊藤クリニック

長崎市大橋町7-20栄久ﾋﾞﾙB2F

095-847-0018

可

15 伊藤デンタルクリニック本院

長崎市万屋町1-5

095-826-7112

可

16 いとう内科医院

長崎市滑石3丁目25-18

095-856-6010

可

17 いなさ内科・胃腸クリニック

長崎市弁天町13－12

095‐864‐1006

可

18 岩永クリニック

長崎市旭町21-12

095-862-3211

19 医療法人植松整形外科医院

長崎市田中町266-2

095-834-0387

20 浦クリニック

長崎市桶屋町59ｺｱ桶屋町2F

095-824-2339

可

21 江良医院

長崎市住吉町5-15

095-844-0415

可

22 琴生会 大石共立病院

長崎市琴海村松町246

095-884-1111

23 社会医療法人健友会大浦診療所

長崎市大浦町9-30

095-821-1367

可

24 医療法人耕雲会 おおつる内科医院

長崎市中町5-27

095-827-1222

可

25 医療法人 おぐし内科・眼科

長崎市清水町12-4

095-849-6565

26 医療法人社団 奥平外科医院

長崎市梁川町4-15

095-861-5050

可

27 医療法人 奥内科医院

長崎市西山2丁目10-10

095-822-5355

可

28 おくの内科クリニック

長崎市滑石3丁目8-5ﾒﾃﾞｨｶﾙ滑石5F

095-855-8750

可

29 医療法人 落内科医院

長崎市銅座町3-24木下ﾋﾞﾙ

095-824-2066

可

30 影浦内科医院

長崎市勝山町4

095-823-3555

31 社会医療法人健友会 上戸町病院

長崎市上戸町4丁目2-20

095-879-0705

可

32 医療法人 川原内科クリニック

長崎市滑石3丁目8-1

095-855-3907

可

33 かわはら内科循環器科

長崎市花園町1-5

095-861-6111

可

34 医療法人 川本内科医院

長崎市宿町27-3

095-839-8739

可

35 木下漢方内科クリニック

長崎市目覚町13‐8

095-841-8833

可

36 木谷医院

長崎市大浦町8-16

095-822-2964

可

37 医療法人 木谷内科循環器クリニック

長崎市坂本1丁目8-30 ハイバレー1

095-842-4500

可

38 医療法人長寿会 清原龍内科

長崎市川口町8-20

095-813-0005

39 医療法人倉田醫院内科婦人科

長崎市小峰町3-6

095-843-8211

40 医療法人 黒部医院

長崎市片淵1丁目12-22

095-822-1590

41 桑原医院

長崎市布巻町123-2

095-892-8500

42 医療法人太寿会 こうの医院

長崎市京泊3丁目35-1

095-850-6000

可

43 医療法人河野内科医院

長崎市川平町1204

095-846-5101

可

44 社会医療法人健友会 香焼民主診療所

長崎市香焼町501

095-871-0265

可

45 こもり内科医院

長崎市恵美須町4-2平野ﾋﾞﾙ

095-826-0846

46 医療法人 こんどう整形外科

長崎市京泊3丁目30-11

095-850-6355

47 医療法人社団明星会 サイクサ外科医院

長崎市新地町4-8

095-824-3193

可

48 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 済生会長崎病院

長崎市片淵2丁目5‐1

095‐826‐9236

可

49 サイノオ脳神経外科

長崎市築町5-14-2Ｆ

095-895-7717

可

50 医療法人 さかもとクリニック

長崎市弁天町17-1

095-833-1977

可

51 さくら内科

長崎市城栄町23-14-2F

095-814-8480

可

52 かご町サトウ医院

長崎市籠町8-41

095-823-2365
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53 医療法人宏友会 さとう内科医院

長崎市富士見町3-25

095-861-1477

可

54 しながわ内科クリニック

長崎市愛宕2丁目11-33

095-823-2662

可

55 重工記念長崎病院

長崎市飽の浦町1-73

095-828-4823

56 社会福祉法人十善会 十善会病院

長崎市籠町7‐18

095-821-1214

可

57 じゅうばし内科医院

長崎市滑石1丁目25-12

095-855-1084

可

58 社会医療法人春回会 春回会クリニック

長崎市目覚町7-2HCS長崎ビル６F

095-843-3777

可

59 医療法人 白髭内科医院

長崎市片淵1丁目13-28

095-822-5620

可

60 医療法人社団健昌会 新里クリニック浦上

長崎市茂里町3-20

095-813-1234

可

61 医療法人社団健昌会 新里クリニック城山台

長崎市立岩町34-10

095-833-1234

可

62 医療法人 杉田レディースクリニック

長崎市松山町3-94松屋ﾋﾞﾙ3F

095-849-3040

可

63 医療法人秀友会 すぎやま内科クリニック

長崎市琴海村松町729-1

095-814-3322

可

64 医療法人民英会 すぎやま内科・消化器科

長崎市千歳町6-1

095-847-1222

可

65 宗教法人聖フランシスコ病院会 聖フランシスコ病院

長崎市小峰町9‐20

095-846-1888

可

66 医療法人里佳会 ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞまつざきクリニック

長崎市ダイヤランド2丁目19-25

095-879-2200

可

67 田浦医院

長崎市西海町1734

095-884-1875

可

68 医療法人 たかすぎ内科クリニック

長崎市橋口町3-7

095-814-0296

69 医療法人社団 髙村内科医院

長崎市万屋町2-10

095-822-4332

可

70 たがわ内科

長崎市浜口町1-6 ＴＳビル2F

095-843-8002

可

71 医療法人 たくま医院

長崎市深堀町3-285-3

095-871-3478

可

72 竹下内科医院

長崎市小江原2丁目29-12

095-847-0707

可

73 武田内科医院

長崎市住吉町2-22

095-846-9230

可

74 医療法人 田中外科眼科クリニック

長崎市宝栄町23-15

095-862-6580

75 医療法人 谷川放射線科胃腸科医院

長崎市若葉町6-1

095-844-0417

可

76 医療法人誠仁会 千綿病院

長崎市矢上町9-12

095-839-2121

可

77 医療法人 築町クリニック

長崎市築町3-1

095-827-3333

可

78 つのだ医院

長崎市つつじが丘1丁目15-24

095-839-7022

可

79 医療法人 哲翁内科医院

長崎市浜口町13-9

095-846-5563

可

80 朝長医院

長崎市長浦町2583

095-885-2722

可

81 独立行政法人国立病院機構 長崎病院

長崎市桜木町6‐41

095-823-2261

可

82 医療法人昭和会 長崎あじさい病院

長崎市大浦町10-40

095-828-9700

可

83 医療法人徳洲会 長崎北徳洲会病院

長崎市滑石1丁目12-5

095-857-3000

84 長崎記念病院

長崎市深堀町1丁目11‐54

095-871-1515

可

85 日本赤十字社 長崎原爆病院

長崎市茂里町3‐15

095-847-1511

可

86 医療法人緑風会 長崎みどり病院

長崎市富士見町18-24

095-833-1350

87

長崎市新地町6‐39

095-822-3251

88 医療法人共生会 長崎友愛病院

長崎市蚊焼町2314‐1

095-892-0630

89 医療法人 中嶋クリニック

長崎市三原2丁目11-50

095-843-4545

可

90 なかしま内科クリニック

長崎市葉山1丁目28-15

095-894-1663

可

91 中村内科医院

長崎市上戸町3丁目4-21

095-832-5511

可

92 医療法人知正会 中村内科クリニック

長崎市竹の久保町1-2

095-864-1234

可

93 なかやま内科診療所

長崎市浜町3-20浜町くまﾋﾞﾙ6F

095-801-1722

可

94 滑石まごころクリニック

長崎市滑石5丁目5-24

095-894-8891

可

95 鳴見台山中クリニック

長崎市鳴見台1丁目28-5

095-814-1171

可

96 西田内科胃腸内科医院

長崎市油屋町6-11

095-826-0982

可

97 西谷クリニック

長崎市西海町1694-6

095-884-3822

98 医療法人社団大同会 ニュー琴海病院

長崎市琴海形上町1849‐7

095-885-2016

可

99 野田消化器クリニック

地方独立行政法人長崎市立病院機構 長崎みなとメディカルセンター

可

長崎市浜町2-18ｸﾘｴｰﾄ長崎ﾋﾞﾙ2F

095-826-9252

可

100 医療法人有葵会 のぼる内科

長崎市中園町10-5

095-843-1110

可

101 医療法人太樹会 のりむらクリニック

長崎市葉山1丁目5-2浜福ビル2・3F

095-855-3911

可

102 はざま神経内科・内科医院

長崎市中川1丁目11-28

095-822-4877

103 羽野内科

長崎市上黒崎町20

0959-25-1500

104 浜崎内科クリニック

長崎市小ケ倉町2-183

095-878-7122

105 医療法人常照会 はまのまち内科循環器科

長崎市浜町7-23松永ビル3F

095-832-2277

可

106 医療法人蘭佑会 濱辺外科クリニック

長崎市下西山町2-2

095-827-1799

可

可
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107 はらかわ内科クリニック

長崎市扇町13-3

095-870-5512

可

108 医療法人 原口医院

長崎市鶴見台1-14-15

095-878-3535

可

109 医療法人 原田医院

長崎市平和町11-11

095-844-0594

110 はらだ内科医院

長崎市赤迫1丁目2-12

095-801-3333

111 医療法人柴友会 晴海台クリニック

長崎市晴海台町43-5

095-892-1191

112 医療法人外海弘仁会 日浦病院

長崎市下黒崎町1402

0959-25-0039

113 ひさまつ腎・泌尿器科クリニック

長崎市銅座町2-15NKイリスビル2F

095-893-8980

114 飛田内科クリニック

長崎市琴海形上町1782-1

095-860-7777

115 医療法人 平田クリニック

長崎市上野町1-5

095-845-6175

116 医療法人社団 深堀内科医院

長崎市小ヶ倉町3丁目76-77

095-878-1182

117 医療法人福曜会 福田医院

長崎市鍛冶屋町6-6

095-823-5071

118 藤井外科医院

長崎市茂木町2172-13

095-836-3233

119 医療法人 古市外科胃腸科医院

長崎市緑が丘町2-1

095-844-5555

120 医療法人順成堂 古川宮田整形外科内科クリニック 長崎市中園町22-10

095-846-0022

可

121 医療法人社団三和会 本田内科医院

長崎市中里町20

095-838-2066

可

122 牧医院

長崎市東立神町8-13

095-861-5413

123 まさき内科呼吸器クリニック

長崎市銅座町5-7ｻｲﾉｵﾋﾞﾙ3F

095-801-5908

可

124 松尾内科医院

長崎市栄町3-10

095-825-0211

可

125 医療法人樹花会 松崎内科循環器科

長崎市魚の町7-3ｻﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ眼鏡橋1F

095-811-0222

可

126 医法社団照和会 松本循環器内科医院

長崎市柳田町57-1

095-879-2005

127 まつもと内科・麻酔科クリニック

長崎市平山町828－1

095-834-5511

128 医療法人社団 まわたり内科医院

長崎市西山2丁目9-2

095-822-0101

129 みきクリニック

長崎市横尾1-10-3

095-801-2900

可

130 右田医院

長崎市界１丁目1-5

095-839-5100

可

131 三島内科医院

長崎市上戸町2丁目8-16

095-878-2121

可

132 医療法人 みしま内科・消化器内科クリニック

長崎市大手1丁目28-15

可

133 医療法人緑風会 みどりクリニック

長崎市城栄町32-20

095-814-0001
095-844-7191

134 みのり会診療所

長崎市梅香崎町2-14フェリーチェ梅香崎2F

095-820-0833

可

135 医療法人稲仁会 三原台病院

長崎市三原1-8-35

095-846-8585

可

136 医療法人 宮崎内科医院

長崎市白鳥町3-12

095-845-0312

可

137 武藤内科循環器内科

長崎市寄合町3-41

095-823-1822

可

138 もとしま内科

長崎市矢上町25-1

095-865-8277

139 胃腸科もりクリニック

長崎市松山町6-9

095-842-7660

140 諸熊医院

長崎市浜町4-20

095-827-6114

141 諸熊内科医院

長崎市中園町11-22

095-846-3535

142 医療法人やない小児科医院

長崎市岩見町5-13

095-861-3711

可

143 山川内科

長崎市岩屋町23-3

095-801-5858

可

144 医療法人 山口内科・循環器内科

長崎市竹の久保町11-10

095-818-1333

可

145 山崎医院

長崎市四杖町1738

095-841-0010

146 医療法人 やました内科

長崎市城山町31-14さとみﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ4F

095-861-3070

可

147 横田医院

長崎市大園町10-12

095-857-2406

可

148 横田医院

長崎市桜馬場2丁目1-15

095-822-5005

可

149 吉田医院

長崎市桜馬場1丁目10-17

095-822-6817

可

150 医療法人 吉見内科胃腸科

長崎市千歳町10-3よしみビル5F

095-841-8441

可

151 医療法人 恵愛会ヨゼフクリニック

長崎市坂本1丁目6-1

095-814-0212

可

152 医療法人和仁会 和仁会病院

長崎市中里町96

095-839-2051

可

153 わたべクリニック

長崎市元船町12-11藤村ﾋﾞﾙ2F

095-827-6811

可

154 医療法人 井川内科医院

西彼杵郡長与町吉無田郷2022-7

095-883-1661

可

155 医療法人明和会 伊崎脳神経外科・内科

大村市東本町168

0957-54-4230

156 諫早そよかぜクリニック

諫早市津水町160

0957-49-8855

157 医療法人社団博栄会 イヌオ胃腸科外科医院

諫早市多良見町化屋716番地1

0957-43-3022

158 大福地外科胃腸科医院

西彼杵郡長与町吉無田郷2022-6

095-883-3532

159 小川クリニック

西彼杵郡長与町まなび野2丁目30-6

095-813-5588

160 かたやまハートケアクリニック

西彼杵郡長与町北陽台1丁目2-1

095-865-7064

可

可

可

可

可

可

可
可
可

被爆二世健康診断委託医療機関一覧表（R2.4.1現在）
161 医療法人新成会 川﨑胃腸科外科医院

西彼杵郡長与町岡郷37-11

095-883-0002

可

162 黒﨑医院

西彼杵郡時津町浦郷275-4

095-882-2125

可

163 医療法人行清会 鍬先医院

西彼杵郡時津町浜田郷520-5

095-882-2622

可

164 医療法人 こが内科外科クリニック

西彼杵郡長与町嬉里郷378-1

095-883-4535

可

165 医療法人 近藤医院

西彼杵郡時津町日並郷1325-8

095-882-7060

可

166 医療法人 さがら整形外科

西彼杵郡時津町野田郷9-1

095-814-2736

167 医療法人社団尚健会 佐藤内科医院

西彼杵郡長与町嬉里郷413-4

095-883-5511

可

168 医療法人社団淳生会 慈恵病院

諫早市多良見町化屋995番地

0957-43-2115

可

169 医療法人和幸会 しもぐち内科

西彼杵郡長与町高田郷848-19

095-843-7225

可

170 医療法人社団公孫樹 しらいし胃腸クリニック

西彼杵郡時津町野田郷48-2

095-881-2828

可

171 医療法人栄寿会 真珠園療養所

西海市西彼町八木原郷3453-1

0959-28-0038

172 せいひ中央クリニック

西海市西彼町鳥加郷2201-2

0959-28-1190

可

173 医療法人 そのだ内科クリニック

西彼杵郡長与町まなび野2丁目2-2

095-814-5101

可

174 高木クリニック

西彼杵郡時津町西時津郷75-20

095-881-3230

可

175 とおやま内科

西彼杵郡時津町浦郷301-22

095-881-2662

可

176 医療法人 戸田内科

西彼杵郡時津町元村郷908-15

095-881-3888

可

177 医療法人新緑会 長崎けやき医院

西彼杵郡長与町高田郷3607-1

095-840-5111

可

178 日本赤十字社 長崎原爆諫早病院

諫早市多良見町化屋986-2

0957-43-2111

可

179 医療法人爽風会 長崎呼吸器リハビリクリニック

諫早市貝津町1694

0957-25-2323

可

180 長沢医院

西彼杵郡長与町嬉里郷715

095-883-5622

可

181 医療法人社団大同会 中山整形外科医院

西彼杵郡時津町左底郷78-18

095-882-5865

182 医療法人常葉会 長与病院

西彼杵郡長与町吉無田郷647

095-883-6668

可

183 医療法人 成田内科医院

西彼杵郡長与町吉無田郷2026-6

095-883-2011

可

184 西田医院

西彼杵郡長与町嬉里郷459-1

095-887-0202

185 原田外科・胃腸科クリニック

西彼杵郡長与町高田郷849-7

095-844-9100

可

186 医療法人修樹会 平井内科医院

西彼杵郡長与町嬉里郷661

095-883-6565

可

187 藤本クリニック

西彼杵郡時津町久留里郷1458

095-801-8862

可

188 医療法人社団清巒会 三浦産婦人科

西彼杵郡時津町野田郷25-1

095-882-7000

可

189 都クリニック

西彼杵郡長与町高田郷47

095-855-9777

可

190 宮崎総合健診センター

諫早市久山台9-10

0957-25-4800

191 医療法人平成会 女の都病院

西彼杵郡長与町高田郷849-18

095-847-8383

可

192 医療法人 森内科クリニック

西彼杵郡長与町嬉里郷445-101

095-883-3131

可

193 医療法人秀和会 もりハートクリニック

西彼杵郡時津町浜田郷38-3

095-813-2670

可

194 医療法人森川内科 森川内科クリニック

西彼杵郡長与町三根郷83-1

095-813-4650

可

195 医療法人ぐびろ会 モロキ内科

西彼杵郡長与町嬉里郷1085-1

095-883-1105

可

196 医療法人暁会 安永脳神経外科

西彼杵郡時津町浦郷264-3

095-813-2001

可

197 医療法人真和会 山中内科消化器科医院

西彼杵郡時津町西時津郷466-1

095-860-8811

可

198 医療法人 やまもと内科

西彼杵郡時津町左底郷78-3

095-882-8828

可

199 医療法人光善会 長崎百合野病院健診センター

西彼杵郡時津町浜田郷38-2

095-882-2550

可

200 西海市国民健康保険江島診療所

西海市崎戸町江島2275-1

0959-37-0110

201 長崎市池島診療所

長崎市池島町1132‐8

0959‐37‐2090

202 長崎市伊王島診療所

長崎市伊王島町2丁目846‐6

095‐898‐2300

203 長崎市高島国民健康保険診療所

長崎市高島町1727-1

095-896-2048

204 長崎市野母崎診療所

長崎市野母町2283‐7

095‐893‐1100

可
可

