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１ 長崎市被爆者健康診断委託医療機関一覧表（36 機関）          
（令和４.４.１現在） 

長崎市茂里町2－41

木下漢方内科クリニック 長崎市目覚町13－8

長崎市片淵２丁目5－1

長崎市桜木町6－41

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

大村市東本町168

諫早市津水町160

諫早市多良見町化屋716－1

大村市玖島2丁目338－21

諫早市有喜町593－1

大村市大川田町917－1

大村市古賀島町368－1

大村市久原２丁目1001－1

諫早市多良見町化屋986－2

諫早市貝津町1694

諫早市貝津町3015

諫早市松里町31－3

長崎市池島町1132－8

所　　　在　　　地 電 話 番 号

公益財団法人 長崎原子爆弾被爆者対策協議会 844－3100

医　　　　療　　　　機　　　　関　　　　名

一般社団法人 長崎市医師会 長崎市栄町2－22 818－5600

一般社団法人 西彼杵医師会 西彼杵郡時津町浦郷396－25 882－5268

日本赤十字社 長崎原爆病院 長崎市茂里町3－15 847－1511

伊藤デンタルクリニック本院 長崎市万屋町1－5 826－7112

医療法人いなさ内科・胃腸クリニック 長崎市弁天町13－12 864－1006

841－8833

社会福祉法人恩賜財団済生会支部 済生会長崎病院 826－9236

社会福祉法人十善会　十善会病院 長崎市淵町20－5 864-0085

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9－20 846－1888

独立行政法人国立病院機構 長崎病院 823－2261

公益社団法人日本海員掖済会 長崎掖済会病院 長崎市樺島町5－16 824－0610

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 長崎市新地町6－39 822－3251

885－2016

公益財団法人 放射線影響研究所 長崎市中川１丁目8－6 823－1121

恵の丘長崎原爆ホーム医務室 長崎市三ツ山町139－2 845－4181

医療法人協治会　杠葉病院 長崎市三和町413 878－3734

医療法人明和会 伊崎脳神経外科・内科 0957-54-4230

諫早そよかぜクリニック 0957-49-8855

医療法人社団博栄会 イヌオ胃腸科外科医院 0957-43-3022

くしま記念クリニック 0957-51-1256

医療法人和光会　恵寿病院 0957-28-3832

医療法人社団淳生会　慈恵病院 諫早市多良見町化屋995 0957-43-2115

医療法人すばる診療所 諫早市多良見町元釜5－15 0957-28-7788

たしろ医院 0957-28-8686

中田外科胃腸科 0957-54-0083

独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター 0957-52-3121

日本赤十字社 長崎原爆諫早病院 0957-43-2111

医療法人爽風会 長崎呼吸器リハビリクリニック 0957-25-2323

医療法人洋人会　西諫早病院 0957-25-1150

医療法人藤原医院 0957-28-2201

宮崎総合健診センター 諫早市久山台9－10 0957-25-4800

長崎市伊王島国民健康保険診療所 長崎市伊王島町２丁目846－6 898－2300

長崎市池島診療所 0959-37-2090

長崎市高島国民健康保険診療所 長崎市高島町1727－1 896－2048

長崎市野母崎診療所 長崎市野母町2283－7 893－1100

－ －271



一般社団法人長崎市医師会健康診断実施機関（250 機関）            
（令和４.４.１現在） 

いわさきJクリニック 長崎市上町1－27－101

医療法人社団奥平外科医院 長崎市梁川町4－15 861－5050

小田循環器内科 長崎市万屋町5－38 西川家ﾋﾞﾙ3F 822－8010

医療法人おぐし内科・眼科 長崎市清水町12－4 849－6565

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 855－8750

おがわクリニック 長崎市田中町1027－48 839－0180

医療法人奥内科医院 長崎市西山2丁目10－10 822－5355

医療法人おおの整形外科 長崎市大園町7－22 857－9933

おおの乳腺・甲状腺クリニック 長崎市金屋2－7 坂本屋ﾋﾞﾙ3F 824－1081

医療法人社団東望会おおくぼ乳腺クリニック 長崎市矢上町25－1－2F 839－8811

医療法人耕雲会おおつる内科医院 長崎市中町5－27 827－1222

医療法人健正会大久保病院 長崎市戸石町1470－1 830－2131

医療法人社団博生会大久保医院 長崎市新地町4－15 823－5996

医療法人琴生会大石共立病院 長崎市琴海村松町246 884－1111

社会医療法人健友会大浦診療所 長崎市大浦町9－30 821－1367

浦クリニック 長崎市桶屋町59 ｺｱ桶屋町2Ｆ 824－2339

江良医院 長崎市住吉町5－15 844－0415

医療法人今村たちばなベイクリニック 長崎市網場町487－8 830－1188

828－5556

医療法人社団昭成会岩永医院 長崎市平和町8－7 845－8666

糸柳ブレストクリニック 長崎市新地町1－5 MMCﾋﾞﾙ4F 832－7000

医療法人恵仁会いまむらウィミンズクリニック 長崎市大浦町1－26 824－2075

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 847－0018

いとう内科医院 長崎市滑石3丁目25－18 856－6010

医療法人井手内科クリニック 長崎市家野町2－22 849－3115

出口小児科内科医院 長崎市花丘町1－26 844－1079

井手内科医院 長崎市平野町12－11 844－0065

井手外科医院 長崎市樺島町4－1 822－0670

井石内科医院 長崎市滑石2丁目5－17 856－8353

医療法人社団レディースクリニックＩＣＨＩＲＯ 長崎市京泊3丁目10－15 814－1603

医療法人石川内科クリニック 長崎市矢上町29－11 813－3933

医療法人泉田外科 長崎市宿町36 838－2256

医療法人社団池田胃腸内科医院 長崎市相生町5－1 822－7792

医療法人石川内科医院 長崎市五島町3－17－103 824－5951

医療法人猪狩医院 長崎市小瀬戸町155 865－1232

池田産科-You-婦人科医院 長崎市矢上町31－6 813－3535

有冨内科医院 長崎市江の浦町1－12 861－1375

飯田内科小児科医院 長崎市横尾2丁目13－6 857－2153

医療法人社団天本内科医院 長崎市万才町7－1TBM長崎ﾋﾞﾙ3F 823－8575

有高クリニック 長崎市万屋町4－19 828－3770

医療法人阿保外科医院 長崎市宿町28－1 839－1151

医療法人天野内科 長崎市小江原2丁目35－16 894－8800

医療法人社団麻生整形外科医院 長崎市横尾2丁目13－18 856－2055

医療法人博和会愛宕病院 長崎市愛宕4丁目14－1 823－7107

あしざわ内科医院 長崎市小峰町3－13 865－7234

医療法人麻生外科医院 長崎市滑石2丁目2－8 856－2255

医療法人赤司内科消化器科医院 長崎市若葉町14－8 848－2525

秋山内科医院 長崎市茂木町1694 836－0222

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 829－2100

医療法人赤司消化器クリニック 長崎市桜町6－10 827－2161

医　　 療　　 機　　 関　　 名 所　　在　　地 電話番号

あいウーマンズクリニック 長崎市五島町5－38 818－5318

－ －272



医療法人さかい循環器内科

社会医療法人春回会　春回会クリニック 長崎市目覚町7－2 HCS長崎ﾋﾞﾙ6F

医療法人しらはま整形外科クリニック 長崎市けやき台町1－12

医　　 療　　 機　　 関　　 名 所　　在　　地 電話番号

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729－1 814－3322

医療法人白髭内科医院

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34－10 833－1234

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 849－3040

長崎市片淵1丁目13－28 822－5620

医療法人社団健昌会新里クリニック浦上 長崎市茂里町3－20 813－1234

843－3777

医療法人昭和会昭和会病院 長崎市東山手町6－51 827－0181

848－1986

白ひげ整形外科医院 長崎市桶屋町47 822－0809

重工記念長崎病院 長崎市丸尾町6－17 801－5800

じゅうばし内科医院 長崎市滑石1丁目25－12 855－1084

しながわ内科クリニック 長崎市愛宕2－11－33 823－2662

医療法人しもむら産婦人科 長崎市古川町8－11 821－3541

かご町サトウ医院 長崎市籠町8－41 823－2365

医療法人宏友会さとう内科医院 長崎市富士見町3－25 861－1477

さくら内科 長崎市城栄町23－14－2F 814－8480

櫻川循環器内科クリニック 長崎市東町1918－2 833－0001

長崎市京泊3丁目31－4 850－5551

医療法人さかもとクリニック 長崎市弁天町17－1 833－1977

医療法人坂本内科 長崎市ダイヤランド2丁目21－2 878－0202

医療法人社団明星会サイクサ外科医院 長崎市新地町4－8 824－3193

サイノオ脳神経外科 長崎市築町5－14－2F 895－7717

こもり内科医院 長崎市恵美須町4－2 平野ﾋﾞﾙ 826－0846

医療法人こんどう整形外科 長崎市京泊3丁目30－11 850－6355

医療法人古賀脳神経外科 長崎市新大工町5－7 818－6668

医療法人同仁会小林病院 長崎市金屋町2－9 824－3545

医療法人慈恵会小江原中央病院 長崎市小江原2丁目1－20 846－1010

医療法人河野内科医院 長崎市川平町1204 ﾒﾃﾞｨｹｱﾋﾞﾙ2F 846－5101

医療法人恵会光風台病院 長崎市鳴見台2丁目45－20 850－0001

社会医療法人健友会香焼民主診療所 長崎市香焼町501 871－0265

医療法人太寿会こうの医院 長崎市京泊3丁目35－1 850－6000

医療法人宏和会神浦診療所 長崎市神浦江川町554－3 0959-24-0180

くわつか医院 長崎市平和町15－7 849－1233

桑原医院 長崎市布巻町123－2 892－8500

医療法人社団健正会黒岩医院 長崎市古町6 821－9618

医療法人黒部医院 長崎市片淵1丁目12－22 822－1590

医療法人長寿会清原龍内科 長崎市川口町8－20 813－0005

医療法人倉田醫院内科婦人科 長崎市小峰町3－6 843－8211

木谷医院 長崎市大浦町8－16 822－2964

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 ﾊｲﾊﾞﾚｰ1 842－4500

かわはら内科循環器科 長崎市花園町1－5 861－6111

医療法人木下内科医院 長崎市江戸町5－14 822－9266

医療法人川原内科クリニック 長崎市滑石3丁目8－1 855－3907

医療法人川本内科医院 長崎市宿町27－3 839－8739

カリタス診療所 長崎市西出津町67－5 0959-25-1555

カリタス西長崎クリニック 長崎市三京町811－33 840－1813

影浦内科医院 長崎市勝山町4 823－3555

社会医療法人健友会上戸町病院 長崎市上戸町4丁目2－20 879－0705

医療法人落内科医院 長崎市銅座町3－24 木下ﾋﾞﾙ 824－2066

医療法人小濱産婦人科医院 長崎市丸山町1－5 822－1847

－ －273



なかしま内科クリニック 長崎市葉山1丁目28－15

なかやま内科診療所 長崎市浜町3－20 浜町くまﾋﾞﾙ6F

医　　 療　　 機　　 関　　 名 所　　在　　地 電話番号

801－1722

滑石まごころクリニック 長崎市滑石5丁目5－24 894－8891

中村内科医院 長崎市上戸町3丁目4－21 832－5511

医療法人知正会中村内科クリニック 長崎市竹の久保町1－2 864－1234

894－1663

中西内科 長崎市金屋町2－10 820－2350

なかむら小児科医院 長崎市城栄町17－14 ささのﾋﾞﾙ 848－4335

医療法人中嶋クリニック 長崎市三原2丁目11－50 843－4545

医療法人中島医院 長崎市小瀬戸町134 865－0123

医療法人共生会長崎友愛病院 長崎市蚊焼町2314－1 892－0630

一般社団法人是真会長崎リハビリテーション病院 長崎市銀屋町4－11 818－2002

医療法人秋桜会長崎新港診療所 長崎市京泊3丁目30－3 850－2822

医療法人緑風会長崎みどり病院 長崎市富士見町18－24 833－1350

社会医療法人長崎記念病院 長崎市深堀町1丁目11－54 871－1515

一般社団法人長崎市医師会医療センター診療所 長崎市栄町2－22 818－5600

医療法人永尾内科医院 長崎市宝栄町1－1 861－6769

医療法人中川外科医院 長崎市岩屋町20－25 856－3320

医療法人哲翁内科医院 長崎市浜口町13－9 846－5563

朝長医院 長崎市長浦町2583 885－2722

つるた医院 長崎市花園町7－7 861－2221

医療法人出口外科眼科医院 長崎市大浦町9－11 824－7890

つのだ医院 長崎市つつじが丘1丁目15－24 839－7022

医療法人秀和会釣船医院 長崎市かき道3丁目2－3 839－9993

医療法人秀真会土山内科クリニック 長崎市銅座町2－15 NKｲﾘｽﾋﾞﾙ6Ｆ 824－5313

つつみ内科クリニック 長崎市富士見町1－4 862－7161

医療法人誠仁会千綿病院 長崎市矢上町9－12 839－2121

医療法人築町クリニック 長崎市築町3－1 827－3333

医療法人田村内科神経内科油木坂クリニック 長崎市油木町8－48 845－5314

ちひろ内科クリニック 長崎市馬町47－1－3F 828－0118

医療法人谷川放射線科胃腸科医院 長崎市若葉町6－1 844－0417

谷口医院 長崎市毛井首町96－30 879－0119

医療法人社団田島整形外科・外科・クリニック 長崎市目覚町4－15 845－4155

医療法人田中外科眼科クリニック 長崎市宝栄町23－15 862－6580

竹下内科医院 長崎市小江原2丁目29－12 847－0707

武田内科医院 長崎市住吉町2－22 846－9230

医療法人たくま医院 長崎市深堀町3丁目285－3 871－3478

田栗レディースクリニック 長崎市中園町10－21 844－1977

医療法人宝マタニティクリニック 長崎市東町1732－1 838－7117

たがわ内科 長崎市浜口町1－6 TSビル2F 843－8002

医療法人保善会田上病院 長崎市田上2丁目14－15 826－8186

医療法人社団髙村内科医院 長崎市万屋町2－10 822－4332

医療法人たかすぎ内科クリニック 長崎市橋口町3－7 814－0296

医療法人緑十字会高原中央医院 長崎市諏訪町6－24 821－1212

高尾産婦人科医院 長崎市滑石4丁目3－36 856－0697

医療法人社団高島医院 長崎市大浜町1547 865－1234

医療法人里佳会ダイヤランドまつざきクリニック 長崎市ダイヤランド2丁目19－25 879－2200

たかお内科クリニック 長崎市銅座町7－29 811－0077

せいごうクリニック 長崎市畝刈町1613－95 ﾆｭｰﾎﾟｰﾄﾒﾃﾞｨｶﾙ2－2 865－1340

医療法人せとぐち外科クリニック 長崎市新地町8－14 822－1105

医療法人民英会すぎやま内科・消化器科 長崎市千歳町6－1 847－1222
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長崎市新地町8－16 ﾐﾅﾄﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ2F

長崎市西海町1694－6

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 浜福ﾋﾞﾙ2・3F

長崎市扇町13－3

長崎市宝町5－21 朝永ﾋﾞﾙ1F

ますだ内科・消化器内科クリニック 長崎市葉山1丁目6－1 857－1010

牧医院 長崎市東立神町8－13 861－5413

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 801－5908

医療法人前川医院 長崎市大園町5－3 856－2800

前田内科クリニック 長崎市田中町164－7 801－5288

堀内形成整形外科医院 長崎市片淵1丁目11－10 826－6638

医療法人社団三和会本田内科医院 長崎市中里町20 838－2066

医療法人星子医院 長崎市新戸町1丁目18－1 878－5414

星野内科呼吸器科クリニック 長崎市目覚町10－3 847－2222

医療法人古市外科胃腸科医院 長崎市緑が丘町2－1 844－5555

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22－10 846－0022

医療法人藤田クリニック 長崎市桜町7－2 834－7700

医療法人渕レディスクリニック 長崎市麹屋町2－16 822－1103

藤井外科医院 長崎市茂木町2172－13 836－3233

藤瀬クリニック 長崎市住吉町3－1 865－6611

医療法人ふくしまクリニック 847－5777

医療法人福曜会福田医院 長崎市鍛冶屋町6－6 823－5071

医療法人福田ゆたか外科医院 長崎市浜口町3－5 848－7151

医療法人社団深堀内科医院 長崎市小ヶ倉町3丁目76－77 878－1182

福居医院 長崎市中園町3－2 844－1985

医療法人平田クリニック 長崎市上野町1－5 845－6175

ひろせ内科 長崎市滑石1丁目2－5 855－4611

飛田内科クリニック 長崎市琴海形上町1782－1 860－7777

日見中央病院 長崎市芒塚町22－3 838－2760

医療法人外海弘仁会日浦病院 長崎市下黒崎町1402 0959-25-0039

医療法人ひぐち医院 長崎市彦見町2－9 823－1956

医療法人柴友会晴海台クリニック 長崎市晴海台町43－5 892－1191

医療法人馬場医院 長崎市梅香崎町1－6 823－5522

医療法人原田医院 長崎市平和町11－11 844－0594

はらだ内科医院 長崎市赤迫1丁目2－12 801－3333

医療法人はやしだ内科 長崎市新戸町2丁目12－8 879－2520

はらかわ内科クリニック 870－5512

医療法人原口医院 長崎市鶴見台1丁目14－15 878－3535

医療法人蘭佑会濱辺外科クリニック 長崎市下西山町2－2 827－1799

医療法人社団康仁会林医院 長崎市弁天町11－22 861－6048

医療法人浜崎外科医院 長崎市曙町3－6 861－6034

医療法人常照会はまのまち内科循環器内科 長崎市浜町7－23 832－2277

社会医療法人健友会花丘診療所 長崎市花丘町13－19 848－9171

医療法人愛育会花みずきレディースクリニック 長崎市住吉町13－16 841－7122

855－3911

はざま神経内科・内科医院 長崎市中川1丁目11－28 822－4877

医療法人長谷川医院 長崎市京泊3丁目30－17 850－2000

野田消化器クリニック 長崎市浜町2－18 ｸﾘｴｰﾄ長崎ﾋﾞﾙ2F 826－9252

医療法人有葵会のぼる内科 長崎市中園町10－5 843－1110

西じま内科クリニック 821－1182

西田内科胃腸内科医院 長崎市油屋町6－11 826－0982

西谷クリニック 884－3822

にいみ整形外科医院 長崎市小江原4丁目38－8 849－5991

医療法人厚生会虹が丘病院 長崎市虹が丘町1－1 856－1112

鳴見台山中クリニック 長崎市鳴見台1丁目28－5 814－1171
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山川内科 長崎市岩屋町23－3

医療法人和仁会和仁会病院 長崎市中里町96 839－2051

わたべクリニック 長崎市元船町12－11 藤村ﾋﾞﾙ2Ｆ 827－6811

医療法人吉見内科胃腸科 長崎市千歳町10－3 よしみﾋﾞﾙ5F 841－8441

医療法人恵愛会ヨゼフクリニック 長崎市坂本1丁目6－1 814－0212

横田医院 長崎市桜馬場2丁目1－15 822－5005

吉田医院 長崎市桜馬場1－10－17 822－6817

医療法人陽水会弥生ヶ丘中口内科医院 長崎市弥生町4－56 823－6337

横田医院 長崎市大園町10－12 857－2406

医療法人山の手クリニック 長崎市新地町12－8 理研ﾋﾞﾙ4Ｆ 832－2255

医療法人山元内科 長崎市柳谷町8－20 860－0061

医療法人社団山田内科医院 長崎市岩川町3－1 845－0791

山根内科胃腸科医院 長崎市幸町6－20 823－6769

山下内科クリニック 長崎市文教町9ｰ5 841－8226

医療法人山田医院 長崎市茂木町76－7 836－1116

やまさき内科医院 長崎市千歳町2－6 いわさきﾋﾞﾙ 844－6913

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 861－3070

801－6969

医療法人山口内科・循環器内科 長崎市竹の久保町11－10 818－1333

山崎医院 長崎市四杖町1738 841－0010

医療法人安中外科・脳神経外科医院 長崎市丸山町2－6 823－4813

医療法人やなぎクリニック 長崎市万屋町6－15 ｱｲｷｯｽﾞﾋﾞﾙ2F 820－3105

諸熊内科医院 長崎市中園町11－22 846－3535

医療法人星和会矢上藤尾大坪外科胃腸科 長崎市矢上町48－3 814－9000

医療法人誠友会森つとむ内科 長崎市籠町2－26 籠町ﾋﾞﾙ2F 823－1768

諸熊医院 長崎市浜町4－20 827－6114

医療法人森医院 長崎市中里町1289－1 837－1255

胃腸科もりクリニック 長崎市松山町6－9 842－7660

もとしま内科 長崎市矢上町25－1 865－8277

もとむら産婦人科医院 長崎市江川町542－1 878－9729

医療法人牟田内科・循環器科医院 長崎市八幡町4－16 823－6089

武藤内科循環器内科 長崎市寄合町3－41 823－1822

医療法人みやむら女性のクリニック 長崎市川口町1－1－108 849－5507

牟田医院 長崎市矢上町9－6 837－1301

宮川外科医院 長崎市江戸町1－16 822－5201

医療法人宮崎内科医院 長崎市白鳥町3－12 845－0312

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 820－0833

医療法人稲仁会三原台病院 長崎市三原1丁目8－35 846－8111

医療法人緑風会みどりクリニック 長崎市城栄町32－20 844－7191

医療法人社団春秋会南長崎クリニック 長崎市松が枝町3－20 827－3606

医療法人ＣＯＭＯ三島内科医院 長崎市上戸町2丁目8－16 878－2121

みしま内科・消化器内科クリニック 長崎市大手1丁目28－15 814－0001

みきクリニック 長崎市横尾1丁目10－3 801－2900

右田医院 長崎市界1丁目1－5 839－5100

医療法人社団照和会松本循環器内科医院 長崎市柳田町57－1 879－2005

医療法人社団まわたり内科医院 長崎市西山2丁目9－2 822－0101

医療法人きのこ会松元クリニック 長崎市新地町1－5 811－1035

まつもと内科・麻酔科クリニック 長崎市平山町828－1 834－5511

松尾内科医院 長崎市栄町3－10 825－0211

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 811－0222

医療法人高翠会まつお産科・婦人科クリニック 長崎市石神町1－19 845－1721
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一般社団法人西彼杵医師会の健康診断実施機関（50 機関）            
（令和４.４.1 現在） 

 医療法人　井川内科医院 西彼杵郡長与町吉無田郷2022－7 883-1661

 医療法人治光会 うらの眼科クリニック 西彼杵郡時津町浦郷270番地12 865-8555

 おおふくじ医院 西彼杵郡長与町吉無田郷2022－6 883-3532

 医療法人　おがわ眼科クリニック 西彼杵郡時津町西時津郷181－6 886-8757

 小川クリニック 西彼杵郡長与町まなび野2丁目30－6 813-5588

 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2－1 865-7064

 医療法人新成会　川崎医院 西彼杵郡長与町岡郷37－11 883-0002

 黒﨑医院 西彼杵郡時津町浦郷275－4 882-2125

 医療法人行清会　鍬先医院 西彼杵郡時津町浜田郷520－5 882-2622

 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378－1 883-4535

 医療法人　近藤医院 西彼杵郡時津町日並郷1325－8 882-7060

 医療法人　さがら整形外科 西彼杵郡時津町野田郷9－1 814-2736

 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413－4 883-5511

 医療法人啓正会　清水病院 西彼杵郡時津町浜田郷572 882-1225

 医療法人和幸会　しもぐち内科 西彼杵郡長与町高田郷848－19 843-7225

 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　 881-2828

 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

 せいひ中央クリニック 西海市西彼町鳥加郷2201－2 0959-28-1190

 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2－2 814-5101

 高木クリニック 西彼杵郡時津町西時津郷75－20 881-3230

 医療法人　田中クリニック 西海市西彼町喰場郷1324－2 0959-27-0035

 とおやま内科 西彼杵郡時津町浦郷301－22 881-2662

 医療法人　戸田内科 西彼杵郡時津町元村郷908－15 881-3888

 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78－18 882-5865

 医療法人徳州会　長崎北徳洲会病院 西彼杵郡長与町北陽台1丁目5番1 813-5800

 医療法人新緑会　長崎けやき医院 西彼杵郡長与町高田郷3607－2 840-5112

 医療法人光善会　長崎百合野病院 西彼杵郡時津町元村郷1155－2 857-3366

 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38－2 882-2550

 長沢医院 西彼杵郡長与町嬉里郷715 883-5622

 医療法人常葉会　長与病院 西彼杵郡長与町吉無田郷647 883-6668
 医療法人大同会　なづみリハビリテーションクリニック 西彼杵郡時津町左底郷38－1 813-2868

 医療法人　成田内科医院 西彼杵郡長与町吉無田郷2026－6 883-2011

 西田医院 西彼杵郡長与町嬉里郷459－1 887-0202

 羽野内科 長崎市上黒崎町20 0959-25-1500

 原田外科・胃腸科クリニック 西彼杵郡長与町高田郷849－7 844-9100

 医療法人修樹会　平井内科医院 西彼杵郡長与町嬉里郷661 883-6565

 医療法人希葉会　藤本クリニック 西彼杵郡時津町久留里郷1458 801-8862

 医療法人  ホーム・ホスピス中尾クリニック 西彼杵郡長与町高田郷2202－1 801-5511

 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25－1 882-7000

 都クリニック 西彼杵郡長与町高田郷47 855-9777

 医療法人平成会　女の都病院 西彼杵郡長与町高田郷849－18 847-8383

 医療法人　森内科クリニック 西彼杵郡長与町嬉里郷445－101 883-3131

 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38－3 813-2670

 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83－1 813-4650

 医療法人ぐびろ会　モロキ内科 西彼杵郡長与町嬉里郷1085－1 883-1105

 八木原わたなべクリニック 西海市西彼町八木原郷1523－1 0959-28-1905

 医療法人暁会　安永脳神経外科 西彼杵郡時津町浦郷264－4 813-2002

 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466－1 860-8811

 医療法人　やまもと内科 西彼杵郡時津町左底郷78－3 882-8828

 医療法人外海弘仁会　雪浦ひうらクリニック 西海市大瀬戸町雪浦上郷254－17 0959-22-9508
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２ 指定（認定疾病）医療機関一覧表（長崎市内分：309 機関）         
（令和４.４.１現在） 

名　　　　　称 所　　在　　地 指　定　診　療　科　目

長崎大学病院 長崎市坂本１丁目７－１

内科、精神科、神経科、小児科、外科、整形外
科、皮膚科、泌尿器科、婦人科、眼科、耳鼻咽
喉科、放射線科、麻酔科、脳神経外科、形成外
科、心臓血管外科、小児歯科、矯正歯科、歯
科、歯科口腔外科、循環器科

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

長崎市新地町６－39

内科、循環器科、呼吸器外科、肛門科、リハビ
リテーション科、精神科、心臓血管外科、産婦
人科、神経科、外科、歯科、神経内科、矯正歯
科、呼吸器科、形成外科、皮膚科、小児歯科、
美容外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、気管食道
科、アレルギー科、リウマチ科

宗教法人
聖フランシスコ病院

長崎市小峰町９－20
内科、循環器科、放射線科、外科、整形外科、
呼吸器外科、胃腸科

社会福祉法人
十善会病院

長崎市淵町20－５

内科、外科、整形外科、泌尿器科、放射線科、
婦人科、リハビリテーション科、形成外科、脳
神経外科、消化器科、リウマチ科、呼吸器科、
肛門科、神経内科、循環器科

日本赤十字社
長崎市茂里町３－15

内科、外科、整形外科、皮膚科、泌尿器科、眼
科、産婦人科、耳鼻咽喉科長崎原爆病院

社団法人是真会
長崎市銀屋町４－11

リハビリテーション科、整形外科、胃腸科、脳
神経外科、リウマチ科長崎リハビリテーション病院

社会医療法人春回会
井上病院

長崎市宝町６－12
内科、循環器科、呼吸器科、放射線科、消化器
科、整形外科、リハビリテーション科、呼吸器
外科、神経内科、形成外科、眼科、麻酔科

社会医療法人
長崎記念病院

長崎市深堀町１丁目11－54

内科、外科、整形外科、放射線科、形成外科、
泌尿器科、リハビリテーション科、麻酔科、脳
神経外科、循環器科、呼吸器科、消化器科、肛
門科、胃腸科、小児科、心臓血管外科

医療法人緑風会
長崎市富士見町18－24

内科、消化器科、呼吸器科、神経内科、放射線
科、循環器科、リハビリテーション科長崎みどり病院

社会福祉法人恩賜財団
済生会長崎病院

長崎市片淵２丁目５－１
内科、消化器科、循環器科、整形外科、産婦人
科、放射線科、外科、リハビリテーション科、
呼吸器外科

医療法人緑十字会
長崎市諏訪町６－24

内科、呼吸器科、循環器科、気管食道科、消化
器科、リウマチ科、神経内科高原中央医院

社会医療法人健友会
長崎市大浦町９－30 内科、整形外科、呼吸器科

大浦診療所

医療法人健正会
長崎市戸石町1470－１ 内科、外科、整形外科、小児科

大久保病院

医療法人博和会
長崎市愛宕４丁目521

内科、外科、整形外科、放射線科、リハビリ
テーション科、胃腸科愛宕病院

医療法人昭和会
長崎市東山手町６－51

内科、放射線科、消化器科、外科、リハビリ
テーション科、皮膚科、循環器科昭和会病院

医療法人
光晴会病院

長崎市葉山１丁目３－12
内科、循環器科、消化器科、外科、神経内科、
泌尿器科、心臓血管外科、呼吸器科、麻酔科、
リウマチ科、理学療法科
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内科、外科、整形外科、眼科、消化器科、呼吸
器科、循環器科、リハビリテーション科、小児
科、放射線科

名　　　　　称 所　　在　　地 指　定　診　療　科　目

田上病院

光風台病院
医療法人恵会

内科、消化器科、呼吸器科、循環器科、放射線
科みどりクリニック

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
内科、外科、整形外科、消化器科、リウマチ
科、呼吸器科、循環器科、肛門科、リハビリ
テーション科、放射線科

医療法人緑風会
長崎市城栄町30－２

長崎市田上２丁目14－15
医療法人保善会

長崎市油屋町１－21
内科、胃腸科、リハビリテーション科、リウマ
チ科ながさき内科・リウマチ科病院

長崎市鳴見台２丁目45－20
内科、外科、整形外科、放射線科、歯科、心臓
血管外科、皮膚科、泌尿器科、理学療法科

長崎市樺島町５－16

内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、外科、
整形外科、皮膚科、泌尿器科、性病科、肛門
科、リウマチ科、放射線科、リハビリテーショ
ン科

社団法人日本海員掖済会
長崎病院

社会医療法人健友会
長崎市花丘町13－19

内科、外科、整形外科、リハビリテーション
科、リウマチ科花丘診療所

医療法人後藤会

特定医療法人厚生会
長崎市虹が丘町１－１

内科、外科、循環器科、呼吸器科、消化器科、
肛門科、リハビリテーション科、心臓血管外
科、放射線科、神経内科、整形外科、皮膚科、
リウマチ科

虹が丘病院

すぎやま内科クリニック 長崎市琴海村松町729－１
内科、小児科、アレルギー科、リハビリテー
ション科

わたべクリニック 長崎市元船町12－11 藤村ﾋﾞﾙ2F
内科、肛門科、リハビリテーション科、外科、
消化器科

長崎友愛病院 長崎市蚊焼町2314－１
内科、リハビリテーション科、外科、整形外
科、形成外科、皮膚科、眼科

重工記念長崎病院 長崎市丸尾町６－17 内科

松元クリニック 長崎市新地町１－５
内科、外科、消化器科、肛門科、リハビリテー
ション科

医療法人恵愛会
長崎市坂本１丁目６－１

心臓血管外科、循環器科、外科、リハビリテー
ション科

長崎市油屋町６－11 内科、胃腸内科

ヨゼフクリニック

医療法人
長崎市若葉町６－１ 内科、胃腸科、放射線科

谷川放射線科胃腸科医院

長崎市田中町164－７ 内科

医療法人
長崎市浜口町13－９ 内科、循環器科

哲翁内科医院

西田内科胃腸内科医院

くろき眼科
長崎市畝刈町1613－33
サクセスカバーヒルズ２F

眼科

前田内科クリニック

長崎市京泊３丁目30－17

長崎市富士見町１－1４

呼吸器外科、消化器科、外科、気管食道科、リ
ハビリテーション科長谷川医院

医療法人
長崎市新戸町１丁目18－１ 内科

星子医院

医療法人

内科つつみ内科クリニック

内科

医療法人
長崎市彦見町２－９ 内科

ひぐち医院

中村内科医院 長崎市上戸町３丁目４－21
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内科
牟田内科・循環器科医院

名　　　　　称 所　　在　　地 指　定　診　療　科　目

長崎市坂本１丁目８－30
ハイバレー１

内科、循環器科
木谷内科循環器クリニック

あいウーマンズクリニック
長崎市五島町５－38
五島町中村ビル１階

婦人科

医療法人
長崎市八幡町４－16

長崎市幸町５－29 内科、胃腸科

医療法人社団
長崎市八百屋町２－１ 眼科

津田眼科医院

医療法人

長崎市川平町1204 内科、循環器科
河野内科医院

医療法人
長崎市家野町２－２ 内科、呼吸器科

井手内科クリニック

山根内科胃腸科医院

長崎市白鳥町３－12 内科、循環器科、消化器科
宮崎内科医院

医療法人
長崎市西山２丁目10－10 内科

奥内科医院

医療法人

糸柳ブレストクリニック
長崎市新地町１－５
ＭＭＣビル４階

外科

医療法人
長崎市鶴見台１丁目14－15 外科、胃腸科、耳鼻咽喉科

原口医院

医療法人

医療法人社団
長崎市万屋町２－10 内科

高村内科医院

有高クリニック 長崎市万屋町４－19 内科、消化器科、循環器科、呼吸器科

長崎市浜町２－18
クリエート長崎ビル２Ｆ

消化器科、外科、リハビリテーション科、放射
線科

ちひろ内科クリニック 長崎市馬町47－１ 内科

内科

医療法人　やました内科
長崎市城山町31－14
サトミメディカルビル４Ｆ

内科

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
内科、透析内科、腎臓内科、循環器科、呼吸器
科、糖尿病内科、整形外科、リハビリテーショ
ン科、放射線科

いとう内科医院 長崎市滑石３－25－18 内科、消化器科、アレルギー科

野田消化器クリニック

木下漢方内科クリニック 長崎市目覚町13－８ 内科、漢方内科

まつもと内科・麻酔科
クリニック

長崎市平山町828－１

耳鼻咽喉科

安中外科・脳神経外科医院 長崎市丸山町２－６ 外科、整形外科、脳神経外科

医療法人外海弘仁会
日浦病院

長崎市下黒崎町1402
内科、リハビリテーション科、外科、整形外
科、皮膚科、脳神経外科

かせ耳鼻咽喉科 長崎市矢上町３－24

医療法人社団春秋会
長崎市松が枝町３－20

内科、泌尿器科、放射線科、リハビリテーショ
ン科、神経内科南長崎クリニック

長崎市ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ２－21－２ 内科
坂本内科

和仁会病院
医療法人

長崎市宿町36 外科、整形外科、胃腸科、消化器科、放射線科
泉田外科
医療法人

医療法人

長崎市竹の久保町１－２ 内科、消化器科
中村内科クリニック

医療法人和仁会
長崎市中里町96

泌尿器科、内科、リハビリテーション科、放射
線科、外科、整形外科、脳神経外科、
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さんクリニック

かご町サトウ医院

内科

指　定　診　療　科　目

なでしこ歯科医院 長崎市小ヶ倉町３－195－19 歯科、小児歯科

独立行政法人国立病院機構
長崎病院

長崎市桜木町６－41 内科、リハビリテーション科、整形外科

泌尿器科

内科、リハビリテーション科、整形外科、呼吸
器科、リウマチ科

内科、消化器科

内科

外科、内科、消化器科、肛門科、乳腺外科

内科、神経内科

内科

内科、消化器科、呼吸器科、循環器科

泌尿器科、皮膚科

内科、胃腸科

外科、呼吸器外科、消化器科

内科、循環器科、リハビリテーション科、放射
線科、整形外科、呼吸器科、消化器科

内科、放射線科、婦人科

内科、リハビリテーション科、胃腸科、消化器
科

外科、整形外科、胃腸科

肛門科、外科、消化器科、理学療法科

外科、消化器科、整形外科

内科、糖尿病・代謝内科

はまのまち内科循環器内科
長崎市浜町７－23
松永ビル３階

内科、循環器科

医療法人山崎整形外科医院 長崎市光町８－12 リハビリテーション科、整形外科

新里クリニック城山台

社会医療法人健友会
香焼民主診療所

長崎市香焼501
内科、リハビリテーション科、整形外科、リウ
マチ科

名　　　　　称 所　　在　　地

内科、循環器科、放射線科、呼吸器科、消化器
科

在宅療養科

内科、循環器科、呼吸器科、放射線科、リハビ
リテーション科

肛門科、リハビリテーション科、

長崎宝在宅医療クリニック 長崎市宝町９－14

医療法人宏友会
長崎市富士見町３－25

さとう内科医院
医療法人社団健昌会

長崎市立岩町34－10

医療法人田村内科神経内科
長崎市油木町８－48

油木坂クリニック
医療法人

長崎市浜口町３－５
福田ゆたか外科医院

三原台病院 長崎市三原１－８－35

医療法人
長崎市若葉町14－８

赤司内科消化器科医院
医療法人誠仁会

長崎市矢上町９－12
千綿病院

森光泌尿器科クリニック 長崎市住吉町３－11－103

小江原中央病院 長崎市小江原２－１－20

医療法人
長崎市銅座町３－24

落内科医院

岩永クリニック 長崎市旭町21－12

医療法人 長崎市千歳町10－３
よしみビル５F吉見内科胃腸科

松尾皮ふ泌尿器科医院
長崎市油屋町２－34
芳栄ﾋﾞﾙ１階

医療法人白髭内科医院 長崎市片淵１丁目13－28

牧医院 長崎市東立神町８－13

医療法人社団　奥平外科医院 長崎市梁川町４－15

長崎市新地町８－16

山川内科 長崎市岩屋町23－３

竹下内科医院

精神科

長崎市小江原２丁目29－12 内科

医療法人社団 平松クリニック長崎市江川町350－１

医療法人阿保外科医院 長崎市宿町28－１

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
浜福ﾋﾞﾙ２F・３F

春回会クリニック
長崎市目覚町７－２
HCS長崎ﾋﾞﾙ６階

長崎市籠町８－41

医療法人社団
あき山皮ふ科医院

長崎市滑石１丁目２番６号 皮膚科、アレルギー科

ひさまつ腎・泌尿器科クリニッ
ク

長崎市銅座町２－15
NKｲﾘｽﾋﾞﾙ２F

泌尿器科
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長崎市花丘町13－24

指　定　診　療　科　目

かつら薬局 長崎市新大工町５－28

内科、リハビリテーション科、泌尿器科、腎臓
内科

眼科

内科、循環器科

リハビリテーション科、外科

精神科、心療内科

内科、肛門科、放射線科、外科、胃腸科

内科、循環器科、呼吸器科

内科、消化器科

名　　　　　称 所　　在　　地

有限会社　ホシ薬局 長崎市新大工町１－８

松浦薬局 長崎市新大工町５－17

西山通り薬局 長崎市西山２－10－12

医療法人 伊藤クリニック
長崎市大橋町７－20
栄久ﾋﾞﾙB－２F

上田薬局 長崎市小峰町３－８

松元リカバリークリニック
長崎市勝山町10－１
ﾌﾟﾗｲﾑM勝山ﾋﾞﾙ４F・５F・６F

医療法人社団東望会
おおくぼ乳腺クリニック

長崎市矢上町25－１

なかやま内科診療所
長崎市浜町３－20
浜町くまﾋﾞﾙ６F

やまだ眼科クリニック
長崎市浜町３－20
浜町くまﾋﾞﾙ４F

医療法人衆和会長崎腎病院 長崎市興善町５－１

ますだ内科消化器内科
クリニック

長崎市葉山１丁目６－１　２F

長崎市竿浦町722－３
勝亦ﾃﾅﾝﾄ105号

日本赤十字社長崎原爆病院
訪問看護ステーション

長崎市茂里町３－15

社会医療法人春回会
訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ　ひまわり

長崎市葉山１－７－３
池田ビル２F

つむぎ訪問看護ステーション 長崎市昭和１丁目７－22

長崎市新地町５－４

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ
かいごの花みずき

長崎市本尾町２－４－205

セントケア訪問看護
ステーション長崎みなみ

訪問看護ステーションあいぼ 長崎市昭和２丁目４－３

花丘町調剤薬局

出島薬局

訪問看護ステーション
たにがわ

長崎市若葉町７－２
野口ビル203

セントケア訪問看護
ステーション長崎

長崎市馬町81
第７三光ビル20A

長崎市末石町154－１

訪問看護ステーション
ほほえみ

長崎市日の出町４－14

西じま内科クリニック
長崎市新地町８－16
ミナトパーク２F

訪問看護在宅療養
ステーション桃花

名切薬局 長崎市茂木町1590－165

みちのお薬局 長崎市葉山１丁目５－２

長崎市籠町７－17マキ薬局

ななしま薬局 長崎市川平町1202

馬町薬局 長崎市馬町48

樺島薬局 長崎市樺島町６－18

藤村薬局　本店
長崎市元船町12－11
藤村ビル１階
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指　定　診　療　科　目

宝町薬局 長崎市宝町５－５　宝ビル１F

名　　　　　称 所　　在　　地

ラベンダー薬局 長崎市宝町７－16

やすらぎ薬局 長崎市恵美須町４－１

おおはま調剤薬局 長崎市大浜町1546－６

しらいと薬局 長崎市愛宕３－13－２

フジ調剤薬局 長崎市新地町４－11

ミヤギ薬局 長崎市古川町３－10

万屋町調剤薬局 長崎市万屋町２－８

株式会社ミヤケファーマシー
かもめ調剤薬局

長崎市万屋町６－17

長崎市籠町２－35

有限会社　浜町薬局 長崎市浜町６－73

竹谷健寿堂 長崎市浜町７－７

オランダ坂薬局 長崎市大浦町９－18

丸山通り薬局 長崎市本石灰町５－11

広馬場薬局

長崎市中里町1282－15

大浦中央調剤薬局
長崎市相生町２－２
白石ビル１階

くすの木薬局 長崎市ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ２－21－３

東長崎調剤薬局 長崎市矢上町48－１

鶴丸薬局 長崎市鶴見台１－10－１

太陽薬局 長崎市中里町93－１

フェニックス薬局

ちゅーりっぷ薬局　矢上店 長崎市矢上町９－10

京泊薬局 長崎市京泊３丁目30－30

アマチュー薬局 長崎市畝刈町1613－33

なるみ台薬局 長崎市鳴見台１－28－11

長崎市城栄町14－７

こんどう薬局 長崎市旭町17－16

あさひ薬局 長崎市旭町26－14

キティー薬局 長崎市城栄町17－17

フジミ薬局 長崎市富士見町３－27

日之出調剤薬局

正和薬局 長崎市油木町８－53

まい薬局 長崎市岩屋町25－１

しげみ薬局 長崎市滑石１－２－７

こうわ薬局 長崎市滑石２－２－７

さざんか薬局 長崎市滑石３－８－５

滑石薬局（北陽店） 長崎市滑石４－５－７

滑石薬局 長崎市滑石５－１－15

一般財団法人　輔仁会薬局 長崎市坂本１－８－22
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指　定　診　療　科　目

有限会社　三星堂薬局 長崎市浜口町14－19

名　　　　　称 所　　在　　地

有限会社　ｱﾎﾟﾃｰｹ浜口町薬局 長崎市浜口町３－11

浜口町薬局 長崎市浜口町５－18

上野町薬局 長崎市上野町１－２

とまと薬局 長崎市平野町23－６

岩屋橋薬局 長崎市大橋町７－17

どりぃむ薬局 長崎市千歳町10－２

正和薬局　大学前店 長崎市若葉町１－28

スマイル薬局 長崎市若葉町６－18

めぐみ調剤薬局　住吉店
長崎市住吉町３－11
サンシャイン住吉102号

こうわ薬局　琴海店 長崎市琴海形上町1848－６

オーケー薬局
長崎市銅座町２－15
NKｲﾘｽﾋﾞﾙ１階

ひかり町薬局 長崎市曙町３－10

保険調剤公会堂前薬局
長崎市桶屋町59
コア桶屋町１F

中島川薬局 長崎市諏訪町６－７

勝山薬局（石神店） 長崎市石神町13－47

センター薬局 長崎市滑石５－１－22

三星堂調剤薬局 長崎市浜口町13－８

わかば薬局 長崎市若葉町16－18

それいゆ薬局 長崎市ダイヤランド２－20－３

有限会社　鳴滝薬局 長崎市夫婦川町１－３

ひとみ薬局 長崎市浜町７－15

新戸町薬局 長崎市新戸町２－８－15

浦上駅前薬局 長崎市川口町１－１－103

コスモス薬局 長崎市松が枝町３－19

ひびき薬局 長崎市田中町165－３

長崎市江川町328

有限会社　さいかわ薬局 長崎市中園町７－15

勝山薬局（茂里町店） 長崎市茂里町３－20

よしむら薬局 長崎市賑町３－３

株式会社　福江薬局
長崎アップル店

銅座町コクミン薬局 長崎市銅座町５－７

白鳥町薬局 長崎市白鳥町２－１

勝山薬局 長崎市桜町５－７

勝山薬局「住吉」 長崎市若葉町13－９

勝山薬局（森ノ木店） 長崎市弁天町18－４

勝山薬局（城山台店） 長崎市立岩町34－17

うさぎ薬局 長崎市白鳥町７－19

香焼薬局 長崎市香焼町444－49
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指　定　診　療　科　目名　　　　　称 所　　在　　地

たんぽぽ薬局 長崎市大浦町９－31

川上薬局　田中町店
長崎市田中町1027－48
ﾌﾟﾗﾈｯﾄ２　１F

いちのせ薬局 長崎市小江原２丁目35－17

いろは薬局 長崎市万屋町６－15－１F

コスモス調剤薬局 長崎市琴海村松町250

マリン薬局 長崎市浜口町３－16

こだま薬局 長崎市興善町４－15－102

こうの薬局 長崎市平和町４－26

中町薬局 長崎市中町５－29

おおぎまち薬局 長崎市扇町１－13

須山薬局 長崎市川口町８－18

富喜薬局 長崎市銀屋町１－15

春木町薬局 長崎市春木町12－20

といし薬局 長崎市戸石町1474－７

すわの森薬局 長崎市西山２－１－６－１F

新生堂調剤薬局
ミナトパーク店

長崎市新地町８－16

クオール薬局　よろずや町店 長崎市万屋町６－２

長崎市平山台１－１－13

西浦上薬局 長崎市千歳町16－６

平山台薬局

プラス１薬局 長崎市田中町76－13

有限会社　あすなろ薬局
ためし店

長崎市為石町2527－５

さわせ薬局 長崎市岩屋町23－10

フレンド薬局 長崎市滑石６－３－72

こはる薬局
長崎市滑石３－20－10
成業ビル101

開生薬局 長崎市目覚町４－10

アイ薬局 長崎市深堀町１－11－108

なでしこ薬局 長崎市弁天町14－14

溝上薬局　記念病院前店 長崎市深堀町１－11－82

溝上薬局　深堀店 長崎市深堀町１－11－115

有限会社　モリヤマ薬局 長崎市深堀町３－286－６

サンタ薬局

東町薬局 長崎市東町1918－３

長崎市平山町827－１

ミツバチ薬局　片淵店 長崎市片淵１－10－20

有限会社　あすなろ薬局 長崎市蚊焼町2210－３

アイン薬局　田上店 長崎市田上３－４－３－１階

シーサイド薬局 長崎市小ヶ倉町３－87－１

アイン薬局　長崎中央店 長崎市東山手町１－11
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指　定　診　療　科　目名　　　　　称 所　　在　　地

アイン薬局　田上二丁目店 長崎市田上２－10－29

おおて町薬局 長崎市大手１丁目28－15

ココカラファイン薬局
万屋町店

長崎市万屋町６－５

鶴見台薬局 長崎市鶴見台１－２－14

にこにこ薬局 長崎市大浦町８－30

ペンギン薬局 長崎市中小島２－４－28

有限会社　つりがね堂薬局 長崎市新地町11－11

ホンダ薬局 長崎市伊勢町２－７

順天堂調剤薬局　富士見店
長崎市富士見町１－７
山口ﾊｲﾂ101

光永薬局　畝刈店 長崎市京泊３丁目31－３

ヤクシン薬局　ぎんれい店
長崎市鍛冶屋町２番11号
銀嶺ビル１Ｆ

ひまわり薬局 長崎市江戸町４－３－１F

西脇金星堂薬局 長崎市築町４－25

西浜の町薬局 長崎市銅座町２－22

そうごう薬局　長崎昭和町 長崎市文教町７－11－101

宿町薬局 長崎市宿町42－４

アイン薬局　桜木町店

日本調剤築町薬局 長崎市銅座町３－24

有限会社　竹の久保調剤薬局 長崎市竹の久保町１－６

長崎市東町1732－２

すずらん薬局 長崎市かき道１－33－15

あおぞら調剤薬局 長崎市片淵１－12－３

宮﨑薬局 長崎市平和町10－１

はら薬局

梶村薬局 長崎市岩川町２－10

長崎市桜木町２－19

なつめ薬局 長崎市葉山１丁目３－13

なごみ薬局 長崎市小江原２－１－18

株式会社　福江薬局長崎 長崎市江川町120－６

赤迫薬局 長崎市中園町22番28号

矢上町薬局 長崎市矢上町25－１

中里薬局 長崎市中里町1028－８

あおぞら調剤薬局　田中町店 長崎市田中町247

あいず薬局 長崎市新大工町５－28

あじさい薬局 長崎市下黒崎町1438－６

にこにこ薬局　新戸町店 長崎市新戸町３－24－２

ひいらぎ調剤薬局
長崎市若葉町14－12
中村ビル１階１FA

チトセ調剤薬局 長崎市千歳町２－７

いちご薬局 長崎市若草町３－20

ミツバチ薬局横尾店 長崎市横尾２－13－２

日本調剤原爆病院前薬局 長崎市茂里町３－16
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日本調剤　長崎住吉薬局 長崎市住吉町２－20

青い鳥薬局 長崎市元船町５－４

新生堂薬局
重工記念長崎病院前店

長崎市大谷町１－１

めぐみ調剤薬局　住吉店
長崎市住吉町３－11
サンシャイン住吉102号

はやま薬局 長崎市葉山１丁目６－１

きりん堂薬局バス通り店 長崎市滑石３－８－１

ウイン調剤水の浦薬局 長崎市飽の浦町１－１

有限会社　竹の久保調剤薬局
平和町店

長崎市平和町８－６

みかん薬局 長崎市網場町488

塩塚薬局 長崎市柳谷町５－13

平成堂薬局　葉山店
長崎市葉山１丁目28－15
Ｓ＆Ｂ葉山ショッピングプラザ
２Ｆ

アイビー薬局 長崎市本原町12－11

副島薬局 長崎市岩見町４－13

やすらぎ薬局　浜町店

長崎市宝町７－13

りんご薬局 長崎市小峰町３－12

ＡＧ薬局 長崎市京泊３－31－６

長崎市浜町３－20
浜町くまビル１F

あずさ薬局　水の浦店 長崎市大谷町２－１

エール薬局

名　　　　　称 所　　在　　地 指　定　診　療　科　目

リエール薬局 長崎市新地町12－８理研ビル１F

ココカラファイン薬局
銅座町店

長崎市銅座町３－12　１F

ココカラファイン薬局
プラットモール長崎店

長崎市川口町12－39
プラットモール長崎１F

グリーン薬局 長崎市家野町８－２

２１薬局 長崎市新大工町大野ビル１F

アイン薬局　長崎虹が丘店 長崎市虹が丘町１－１

日本調剤　長崎薬局 長崎市東山手町１－９

ココカラファイン薬局
十善会病院店

長崎市淵町20－５
病院F１南東
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３３  原原爆爆関関係係施施設設一一覧覧表表  

 (1) 長崎市関係施設                            （令和４.４.１現在） 

名称・開設主体及び所在地 建設年月日 建 設 費 
建          物 記載

ページ 延 面 積 構   造 内   容 

 

長崎原爆資料館 
長崎市平野町７－８ 

〒852－8117 ℡844－1231 

 

建設 

平成８年３月 

千円 

 

6,641,562 

m 2 

 

7,949.73 

鉄筋コンクリート・

一部鉄骨造 

地下２階 

地上２階 

平和学習ホール 

平和学習室 

常設・企画展示室 

図書室、会議室 

その他 

109 

長崎市平和会館 
 長崎市平野町７-８ 

〒852－8117 ℡844－1231 

建設 

昭和56年５月 

 

 

1,843,175 

 

 

4,995.09 

鉄骨鉄筋コンクリー

ト造 

地下１階 

地上５階建 

長崎市歴史民俗資

料館 

長崎市野口彌太郎

記念美術館 

体育館兼集会所 

その他 

124 

長崎市永井隆記念館 
長崎市上野町22-６ 

 〒852－8113 ℡844－3496 

建設 

平成12年4月 

 

88,053 

 

305.4 

鉄筋コンクリート造 

地上２階建 

展示室、図書室 

その他 125 

長崎市原子爆弾被爆者健康

管理センター 
長崎市茂里町２－41 

〒852－8104 ℡844－3100 

建設 

平成３年10月 
1,565,830 3,215.55 

鉄骨鉄筋コンクリー

ト造 

地下１階 

地上８階 

（うち、６・７階） 

処置室、診察室、 

撮影室、 

生化学･血液検査室､ 

健康教育室、 

調理実習室 

25 

長崎市原子爆弾無縁死没者

追悼祈念堂 
長崎市岡町８－５ 

 〒852－8115 

建設 

平成６年７月 
58,710 286.08 

鉄筋コンクリート造 

２階建 

祭壇、納骨堂 

倉庫 

その他 
103 

 (2) 国等関係施設  

名称・開設主体及び所在地 建設年月日 建 設 費 
建          物 記載

ページ 延 面 積 構   造 内   容 

 

国立長崎原爆死没者追悼平

和祈念館 
 長崎市平野町７－８ 

 〒852－8117 ℡814-0055 

建設 

平成15年７月 

千円 

 

4,118,132 

 m 2 

 

2,999.58 

鉄筋コンクリート造 

地上１階 

地下２階 

手記展示コーナー 

追悼コーナー 

追悼空間 

遺影・手記閲覧室 

平和情報コーナー 

その他 

259 

 

長崎大学原爆後障害医療研
究所 

長崎市坂本１丁目12－４ 

〒852－8523 ℡819－7004 

建設 

昭和42年４月 

 

増築 

平成12年 

11月竣工 

 

改修 

平成13年 

９月竣工 

 

医学ミュージアム

（旧２号館） 

建設 

昭和50年３月 

改修 

平成26年３月 

122,132 

 

 

773,000 

(増築･改修) 

 

  

 

 

 

 

214,000 

2,395 

 

 

1,318 

 

 

 

2,405 

 

 

 

1,782 

鉄筋コンクリート造 

地上３階建 

 

鉄筋コンクリート造 

４階建 

 

 

３階建 

 

 

 

地下１階 

地上３階 

研究室、実験室 

図書室、培養室 

Ｘ線発生装置室 

ヒューマンカウン

ター 

その他 

246 
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 (3) その他の施設  

名称・開設主体及び所在地 建設年月日 建 設 費 
建          物 記載

ページ 延 面 積 構   造 内   容 

日本赤十字社長崎原爆病院 

病院長 谷 口 英 樹 

長崎市茂里町３－15 

〒852－8511 ℡847－1511 

本館建設 

平成30年3月 

千円 

 

11,500,000 

m2 

 

30,119.90 

鉄骨造 

地上15階 

病床（一般247床、

ＨＣＵ６床、包括

ケア44床、緩和ケ

ア18床） 

 
242 

別館建設 

平成10年12月 
365,117 1,284.00 

鉄筋コンクリート造 

地上４階 

災害救護室 

その他 

日本赤十字社  
長崎原爆諫早病院 
病院長 福島 喜代康 
諫早市多良見町化屋986－２ 

〒859－0497  

℡0957－43－2111 

建設 

昭和58年２月 

改修 

平成17年 

 ３月竣工 

 

 

8,241.15 

 

鉄筋コンクリート造 

地上５階建 

病床（一般39床、

地 域 包 括 ケ ア 63

床 、 結 核 20 床 、

ドック8床） 

訪 問 看 護 ス テ ー

ション 

－ 

恵の丘長崎原爆ホーム 

社会福祉法人純心聖母会 

理事長 松﨑 ヒロ子 
長崎市三ツ山町139－２ 

〒852－8142 ℡845－4181 

別館 ℡844－9809 

建設 

昭和45年３月 

増築 

昭和48年３月 

昭和51年２月 

別館新築 

昭和55年３月 

増築 

平成10年３月 

本館増改築 

平成11年12月 

 

 

 

3,352,011 

 

 

 

18,623.91 

鉄筋コンクリート造 

地上５階建 

別館地上４階建 

居室、食堂、 

厨房、浴室、 

介護職員室､医務

室､ 

機能訓練室、 

その他 235 

原爆被爆者特別養護ホーム 

かめだけ 

公益財団法人 被爆者福祉会 

理事長 中 村 勉 
長崎県西海市西彼町上岳郷 

1663－１ 

〒851－3304  

℡0959－27－1262 

建設 

昭和55年６月 

増築 

平成５年12月 

改築及び改修 

平成15年２月 

522,464 2,581.24 

鉄筋コンクリート造 

平屋建 

別棟 

鉄骨造平家建 

居室（34）、診察室 

浴室、厨房、 

介護職員室、 

機能訓練室、 

事務室、 

集会室その他 

239 

公益財団法人 放射線影響研

究所 

長崎市中川１丁目８－６ 

〒850－0013 ℡823－1121 

FAX825－7202 

建設 

昭和57年９月 

277,826 

（負担分） 
2,643 

鉄筋コンクリート造 

地上４階建 

臨床研究部､疫学部、

バイオサンプル研

究センター、長崎

事務局 
252 
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４４  被被爆爆者者団団体体一一覧覧表表  

団 体 の 名 称 等 設 立 年 月 主  な  事  業  内  容 

一般財団法人 

長崎原爆被災者協議会 

〒852－8115 

長崎市岡町８－20  

電話 844－0958 
F A X 847－9135 

会長 田 中 重 光 

昭和31年６月23日 

設立 

昭和38年５月29日 

財団法人として 

認可 

平成26年４月１日 

一般財団法人 

として認可 

・「ふたたび被爆者をつくらせない」ために核兵器廃絶

の実現をめざす 

・日本政府に「核兵器禁止条約」の批准を求める 

・国家補償の被爆者援護法をめざす 

・戦争に反対し、平和な世界の実現をめざす 

・原爆被害の実相を国の内外へ伝える 

・「原発ゼロとエネルギー政策の転換」を求める 

・「被爆体験者」への支援をおこなう 

・被爆二世、三世の対策の強化をはかる 

長崎原爆遺族会 

〒851－3101 

長崎市西海町2484-12 

長崎レインボーいらか(株)内 

電話 814－3311 

F A X  884－0304 

会長 本 田  魂 

昭和40年９月 

・原子爆弾被爆の実相の継承 

・核兵器廃絶に適う世界平和実現へ。核ゼロにするた

め、世界の人々の役に立つ知見の共有化を求めて、努

力する。 

・被爆者への援護施策の改善と相談・支援・絆の強化。 

・原爆死没者の遺族や二・三世、体験者、在外被爆者等

への対策の確立。 

・あの日と未来のために！原爆遺構の世界遺産登録に他

の団体と協力、努力する。 

長崎県被爆者手帳友の会 

〒852－8118 

長崎市松山町６－１０ 

鈴木ビル１階 

電話 849－1494 
F A X 847－1970 

会長 朝 長 万 左 男 

昭和42年６月18日 

・国家補償の原則を求め、被爆者援護法の充実 

・被爆者の相互扶助・親睦を図り、明るい市民生活を促

進 

・被爆者の社会的、経済的地位の確立 

・被爆二世、三世対策の強化 

・被爆「体験者」の支援 

・核兵器廃絶、恒久平和実現のための国際交流 

長崎県平和運動センター 

被爆者連絡協議会 

〒850－0031 

長崎市桜町９－６ 

電話 823－7281 
F A X 825－8837 

議長 川 野 浩 一 

昭和50年１月29日 

・被爆者援護法の国家補償法への改正 

・被爆者医療援護、生活補償の拡充 

・原爆症認定、在外被爆者、「被爆体験者」など被爆者

問題の抜本的解決 

・被爆二・三世対策の確立 

・「核兵器禁止条約」の締結、核廃絶、脱原発（省エネ

を基本に、自然エネルギーを基幹エネルギーへ） 

・反戦・平和・護憲、人権と民主主義の確立 

・安保法制の廃止、立憲主義の回復 
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団 体 の 名 称 等 設 立 年 月 主  な  事  業  内  容 

長崎原爆被爆者の会 

〒851－3304 

長崎県西海市西彼町上岳郷

1663－１ 

電話 0959－27－1262 

F A X 0959－27－1265 

会長 川 口 滋 

平成12年4月 

・高齢化する被爆者援護の充実 

・核廃絶と世界平和の実現 

・被爆者の社会的、経済的地位の確立 

・被爆二世定期健診の充実と施策強化 

・被爆者の相互扶助と親睦 

長崎県原爆被爆者島原半島 

連合会 

 〒859-1308 

長崎県雲仙市国見町神代 

幸174-1 

    電話 0957-78-0204 

   会長 植 田 政 信 

平成９年５月 

・核兵器廃絶と世界平和の確立 

・被爆者援護法の充実強化 

・被爆者の保健・医療・福祉の充実 

・被爆実態の調査研究と啓発活動の促進 

・被爆者のための文化向上と生活相談 

・被爆二・三世の定期健診の法制化と医療費の国庫負担 
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５５ 全全 国国 都都 道道 府府 県県 原原 爆爆 被被 爆爆 者者 対対 策策 所所 管管 課課 一一 覧覧 表表

宇都宮市塙田1-1-20 028(623)3096

水戸市笠原町978-6 029(301)3220

盛岡市内丸10-1 019(629)5472

仙台市青葉区本町3-8-1 022(211)2636

山形市松波2-8-1 023(630)2315
新型コロナワクチン
接 種 総 合 企 画 課

990-8570

疾病・感染症対策課 980-8570

札幌市中央区北３条西6060-8588

医 療 政 策 室 020-8570

青森市長島1-1-1

010-8570

017(734)9212

所　管　部 所　管　課

新　潟 福 祉 保 健 部 健康づくり支援課 950-8570

電 話 番 号

岩　手

北海道 保 健 福 祉 部 健康安全局地域保健課

保 健 福 祉 部

横浜市中区日本大通1 045(210)4907

都道府
県　名

〒 住　　　　　　　所

011(231)4111

青　森 健 康 福 祉 部 が ん ・ 生 活 習 慣 病 対 策 課 030-8570

秋田市山王4-1-1 018(860)1424

宮　城 保 健 福 祉 部

秋　田 健 康 福 祉 部 保健・疾病対策課

福　島 保 健 福 祉 部 健康づくり推進課 960-8670 福島市杉妻町2-16 024(521)7640

山　形 健 康 福 祉 部

栃　木 保 健 福 祉 部 健 康 増 進 課 320-8501

茨　城 保 健 福 祉 部 健康・地域ケア推進課 310-8555

埼　玉 保 健 医 療 部 疾 病 対 策 課 330-9301

群　馬 健 康 福 祉 部 感 染 症 ・ が ん 疾 病 対 策 課 371-8570 前橋市大手町1-1-1 027(226)2601

さいたま市浦和区高砂3-15-1 048(830)3583

千葉市中央区市場町1-1 043(223)2349千　葉 健 康 福 祉 部

東　京 福祉保健局保健政策部 疾 病 対 策 課 163-8001

健 康 福 祉 指 導 課 260-8667

富　山 厚 生 部 健 康 対 策 室 930-8501

新宿区西新宿2-8-1 03(5320)4473

神奈川 福祉子どもみらい局福祉部 生 活 援 護 課 231-8588

新潟市中央区新光町4-1 025(280)5202

富山市新総曲輪1-7 076(444)4513

金沢市鞍月1丁目1番地 076(225)1448

福井市大手3-17-1 0776(20)0327

石　川 健 康 福 祉 部

福　井 健 康 福 祉 部 地 域 福 祉 課 910-8580

健 康 推 進 課 920-8580

長　野 健 康 福 祉 部 地 域 福 祉 課 380-8570

山　梨 福 祉 保 健 部 健 康 増 進 課 400-8501

420-8601

保 健 医 療 課 500-8570

甲府市丸の内1-6-1 055(223)1497

長野市大字南長野字幅下692-2 026(235)7094

岐阜市藪田南2-1-1 058(272)8275

愛　知 保 健 医 療 局 健 康 医 務 部 健 康 対 策 課

静岡市葵区追手町9-6 054(221)3773

岐　阜 健 康 福 祉 部

静　岡 健 康 福 祉 部 疾 病 対 策 課

三　重 医 療 保 健 部 健 康 推 進 課 514-8570 津市広明町13 059(224)2334

健 康 医 療 福 祉 部 健 康 寿 命 推 進 課 520-8577

名古屋市中区三の丸3-1-2460-8501 052(954)6268

540-8570

大津市京町4-1-1 077(528)3653

京　都 健 康 福 祉 部 健 康 対 策 課 602-8570 京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町 075(414)4736

滋　賀

大阪市中央区大手前2-1-22 06(6944)9172

兵　庫 健 康 福 祉 部 感 染 症 対 策 室 疾 病 対 策 課 650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1 078(362)3245

大　阪 健 康 医 療 部

和歌山 福 祉 保 健 部 健康局健康推進課 640-8585

奈　良 福 祉 医 療 部 医療政策局健康推進課 630-8501 奈良市登大路町30 0742(27)8660

和歌山市小松原通1-1 073(441)2640

鳥取市東町1-220 0857(26)7145

松江市殿町1 0852(22)5329

鳥　取 福 祉 保 健 部

島　根 健 康 福 祉 部 健 康 推 進 課 690-8501

ささえあい福祉局福祉保健局
福 祉 保 健 課 680-8570

広　島 健 康 福 祉 局 被 爆 者 支 援 課 730-8511

岡　山 保 健 福 祉 部 保 健 福 祉 課 700-8570 岡山市内山下2-4-6 086(226)7320

広島市中区基町10-52 082(513)3109

山口市滝町1-1 083(933)2820

徳島市万代町1-1 088(621)2228

山　口 健 康 福 祉 部

徳　島 保 健 福 祉 部 感 染 症 対 策 室 770-8570

医 務 保 険 課 753-8501

愛　媛 保 健 福 祉 部 健康衛生局健康増進課 790-8570

香　川 健 康 福 祉 部 健 康 福 祉 総 務 課 760-8570 高松市番町4-1-10 087(832)3260

松山市一番町4-4-2 089(912)2405

高知市丸ノ内1-2-20 088(823)9678

福岡市博多区東公園7-7 092(643)3267

高　知 健 康 政 策 部

福　岡 保 健 医 療 介 護 部 がん感染症疾病対策課 812-8577

健 康 対 策 課 780-8570

長　崎 福 祉 保 健 部 原爆被爆者援護課 850-8570

佐　賀 健 康 福 祉 部 健 康 増 進 課 840-8570

870-8501

健 康 局 健 康 づ く り 推 進 課 862-8570 熊本市中央区水前寺6-18-1

佐賀市城内1-1-59 0952(25)7074

長崎市尾上町3-1 095(895)2473

096(333)2210

宮　崎 福 祉 保 健 部 健 康 増 進 課 880-8501

097(506)2662

熊　本 健 康 福 祉 部

大　分 福 祉 保 健 部 健康づくり支援課

沖　縄 保 健 医 療 部 地 域 保 健 課 900-8570

鹿児島 くらし保健福祉部 健 康 増 進 課 890-8577

長崎市桜町2-22 095(822)8888

広島市 健康福祉局原爆被害対策部 調 査 ・ 援 護 730-8586

長崎市 原 爆 被 爆 対 策 部 調 査 課 ･ 援 護 課 850-8685

保健医療室地域保健課

広島市中区国泰寺町1-6-34 082(245)2111

鹿児島市鴨池新町10-1 099(286)2714

那覇市泉崎1-2-2 098(866)2215

宮崎市橘通東2-10-1 0985(26)7078

大分市大手町3-1-1
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