長崎県
（平成29年度）実施機関一覧表
実施機関名

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5-38五島町中村ﾋﾞﾙ1F

095-818-5318

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

赤澤内科クリニック

長崎市千歳町9-26

095-845-3000

医療法人赤司消化器クリニック

長崎市桜町6-10

095-827-2161

医療法人赤司内科消化器科医院

長崎市若葉町14-8

095-848-2525

秋山内科医院

長崎市茂木町1694

095-836-0222

あじさいクリニック

長崎市銅座町7-29TNﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ3F

095-893-6000

医療法人麻生外科医院

長崎市滑石2丁目2-8

095-856-2255

医療法人社団麻生整形外科医院

長崎市横尾2丁目13-18

095-857-2055

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

095-845-5314

医療法人阿保外科医院

長崎市宿町28-1

095-839-1151

医療法人天野内科

長崎市小江原2丁目35-16

095-894-8800

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

雨森内科医院

長崎市西海町1723-1

095-860-3800

有高クリニック

長崎市万屋町4-19

095-828-3770

有冨内科医院

長崎市江の浦町1-12

095-861-1375

粟津外科医院

長崎市田上2丁目8-18

095-826-9083

医療法人杏会杏ｸﾘﾆｯｸ婦人科・内科・産科

長崎市中町1-22MJMﾋﾞﾙ2F

095-824-5958

飯田内科小児科医院

長崎市横尾2丁目13-6

095-857-2153

医療法人猪狩医院

長崎市小瀬戸町155

095-865-1232

医療法人社団池田胃腸内科医院

長崎市相生町5-1

095-822-7792

池辺内科医院

長崎市鍛冶屋町6-47

095-822-1946

医療法人石川内科クリニック

長崎市矢上町29-11

095-813-3933

石丸内科胃腸科医院

長崎市住吉町3-18

095-849-2282

医療法人泉田外科

長崎市宿町36

095-838-2256

井石内科医院

長崎市滑石2丁目5-17

095-856-8353

出口小児科内科医院

長崎市花丘町1-26

095-844-1079

井手内科医院

長崎市平野町12-11

095-844-0065

医療法人井手内科クリニック

長崎市家野町2-22

095-849-3115

伊藤医院

長崎市三芳町5-47

095-847-5955

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

いとう内科医院

長崎市滑石3丁目25-18

095-856-6010

糸柳ブレストクリニック

長崎市新地町1-5MMCﾋﾞﾙ4F

095-832-7000

社会医療法人春回会井上病院

長崎市宝町6-12

095-843-3777

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

095-824-2075

入江医院

長崎市畝刈町1613-95

095-850-6815

岩崎内科医院

長崎市上町1-27-101

095-828-5556

医療法人社団昭成会岩永医院

長崎市平和町8-7

095-845-8666

岩永クリニック

長崎市旭町21-12

095-862-3211

岩永内科医院

長崎市矢上町3-24

095-837-0380

浦クリニック

長崎市桶屋町59ｺｱ桶屋町2F

095-824-2339

浦山クリニック

長崎市伊勢町2-26

095-826-2759

江良医院

長崎市住吉町5-15

095-844-0415

医療法人琴生会大石共立病院

長崎市琴海村松町246

095-884-1111

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

医療法人社団博生会大久保医院

長崎市新地町4-15

095-823-5996

医療法人健正会大久保病院

長崎市戸石町1470-1

095-830-2131

医療法人社団内科大坪クリニック

長崎市桶屋町50-3

095-825-0092

長崎県1

実施機関名

所在地

電話番号

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

医療法人おおの整形外科

長崎市大園町7-22

095-857-9933

医療法人大宮医院

長崎市平山台1丁目1-10

095-879-2222

おがわクリニック

長崎市田中町1027-48

095-839-0180

医療法人おぐし内科・眼科

長崎市清水町12-4

095-849-6565

医療法人社団奥平外科医院

長崎市梁川町4-15

095-861-5050

医療法人奥内科医院

長崎市西山2丁目10-10

095-822-5355

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

押渕クリニック

長崎市国分町8-3

095-827-2116

小田循環器内科

長崎市万屋町5-38西川家ﾋﾞﾙ3F

095-822-8010

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

医療法人おにつか内科・消化器科

長崎市為石町2525-3

095-892-0823

医療法人小濱産婦人科医院

長崎市丸山町1-5

095-822-1847

影浦内科医院

長崎市勝山町4

095-823-3555

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

095-879-0705

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

095-840-1813

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

かわはら内科循環器科

長崎市花園町1-5

095-861-6111

医療法人川本内科医院

長崎市宿町27-3

095-839-8739

医療法人北里外科･肛門科クリニック

長崎市魚の町6-11

095-823-0330

医療法人木下内科医院

長崎市江戸町5-14

095-822-9266

木谷医院

長崎市大浦町8-16

095-822-2964

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 ハイバレー1

095-842-4500

医療法人長寿会清原龍内科

長崎市川口町8-20

095-813-0005

医療法人倉田醫院内科婦人科

長崎市小峰町3-6

095-843-8211

医療法人社団健正会黒岩医院

長崎市古町6

095-821-9618

医療法人黒部医院

長崎市片淵1丁目12-22

095-822-1590

くわつか医院

長崎市平和町15-7

095-849-1233

桑原医院

長崎市布巻町123-2

095-892-8500

医療法人光晴会病院

長崎市葉山1丁目3-12

095-857-3533

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

医療法人宏和会神浦診療所

長崎市神浦江川町554番地3

0959-24-0180

医療法人河野内科医院

長崎市川平町1204 メディケアビル2F

095-846-5101

医療法人恵会光風台病院

長崎市鳴見台2丁目45-20

095-850-0001

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

095-846-1010

古賀内科循環器科医院

長崎市ｴﾐﾈﾝﾄ葉山町4-6

095-857-8222

医療法人古賀脳神経外科

長崎市新大工町5-7

095-818-6668

こもり内科医院

長崎市恵美須町4-2平野ﾋﾞﾙ

095-826-0846

医療法人小森内科クリニック

長崎市上小島4丁目16-1

095-826-7655

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

サイノオ脳神経外科

長崎市築町5番14号－2Ｆ

095-895-7717

医療法人さかい循環器内科

長崎市京泊3丁目31-4

095-850-5551

医療法人さかもとクリニック

長崎市弁天町17-1

095-833-1977

医療法人坂本内科

長崎市ダイヤランド2丁目21-2

095-878-0202

櫻川循環器内科クリニック

長崎市東町1918-2

095-833-0001

さくら内科

長崎市城栄町23-14,2F

095-814-8480

サトウ医院

長崎市籠町8-41

095-823-2365

医法社団寿豊会佐藤整形外科医院

長崎市大井手町56-1

095-823-6511

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

しながわ内科クリニック

長崎市愛宕2丁目11-33

095-823-2662
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じゅうばし内科医院

長崎市滑石1丁目25-12

095-855-1084

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

095-848-1986

医療法人白髭内科医院

長崎市片淵1丁目13-28

095-822-5620

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

095-813-1234

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

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

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

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

諏訪の杜クリニック

長崎市桜馬場1丁目2-8

095-829-7000

せいごうクリニック

長崎市畝刈町1613-85ﾆｭｰﾎﾟｰﾄﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ2-2

095-860-9025

医療法人せとぐち医院

長崎市下西山町7-3

095-822-0366

医療法人せとぐち外科クリニック

長崎市新地町8-14

095-822-1105

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

田浦医院

長崎市西海町1734

095-884-1875

たかお内科クリニック

長崎市銅座町7-29

095-811-0077

医療法人社団高島医院

長崎市大浜町1547

095-865-1234

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

医療法人緑十字会高原中央病院

長崎市諏訪町6-24

095-821-1212

たかひら内科循環器科

長崎市大浦町3-23

095-822-3030

医療法人保善会田上病院

長崎市田上2丁目14-15

095-826-8186

医療法人社団髙村内科医院

長崎市万屋町2-10

095-822-4332

たがわ内科

長崎市浜口町1-6 ＴＳビル2F

095-843-8002

医療法人たくま医院

長崎市深堀町3丁目285-3

095-871-3478

竹下内科医院

長崎市小江原2丁目29-12

095-847-0707

武田内科医院

長崎市住吉町2-22

095-846-9230

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

095-845-4155

医療法人相生会たじま内科消化器内科

長崎市銅座町4-14青木ﾋﾞﾙ6F

095-822-0019

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

095-830-1188

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

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

医療法人社団千仁会千々岩医院

長崎市水の浦町3-10

095-861-8318

ちひろ内科クリニック

長崎市馬町47-1-3F

095-828-0118

医療法人誠仁会千綿病院

長崎市矢上町9-12

095-839-2121

医療法人秀真会土山内科クリニック

長崎市銅座町2-15NKｲﾘｽﾋﾞﾙ6F

095-824-5313

つつみ内科クリニック

長崎市富士見町1-4

095-862-7161

つのだ医院

長崎市つつじが丘1丁目15-24

095-839-7022

医療法人秀和会釣船医院

長崎市かき道3丁目2-3

095-839-9993

つるた医院

長崎市花園町7ｰ7

095-861-2221

医療法人出口外科医院

長崎市大浦町9-11

095-824-7890

社会医療法人春回会出島病院

長崎市出島町12-23

095-822-2323

医療法人哲翁内科医院

長崎市浜口町13-9

095-846-5563

医療法人社団東望大久保医院

長崎市田中町170-40

095-839-8811

飛永内科医院

長崎市女の都3丁目1-9

095-846-8271

医療法人淡成会冨永小児科医院

長崎市かき道3丁目2-6

095-838-6060

朝長医院

長崎市長浦町2583

095-885-2722

医療法人永尾内科医院

長崎市宝栄町1-1

095-861-6769

医療法人中川外科医院

長崎市岩屋町20-25

095-856-3320

医療法人陽水会弥生ｹ丘中口内科医院

長崎市弥生町4-56

095-823-6334

長崎あじさい病院（旧ＮＴＴ西日本長崎病院）

長崎市大浦町10-40

095-828-9777

医療法人徳洲会長崎北徳洲会病院

長崎市滑石1丁目12番5号

095-857-3000

社会医療法人長崎記念病院

長崎市深堀町1丁目11-54

095-871-1515
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長崎市医師会医療センター診療所

長崎市栄町2-22

095-818-5600

医療法人長崎新港診療所

長崎市京泊3丁目30-3

095-850-2822

医療法人衆和会長崎腎病院

長崎市興善町5-1

095-824-1101

医療法人後藤会ながさき内科・リウマチ科病院

長崎市油屋町1-21

095-822-3151

医療法人ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｾﾌﾞﾝながさきﾊｰﾄｸﾘﾆｯｸ

長崎市恵美須町4-1

095-818-4199

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

医療法人共生会長崎友愛病院

長崎市蚊焼町2314-1

095-892-0630

医療法人中嶋クリニック

長崎市三原2丁目11-50

095-843-4545

中西内科

長崎市金屋町2-10

095-820-2350

中村小児科

長崎市文教町5-28花文ﾋﾞﾙ201

095-842-2972

中村内科医院

長崎市上戸町3丁目4-21

095-832-5511

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

095-864-1234

中山クリニック

長崎市赤迫1丁目2-12

095-843-6881

滑石まごころクリニック

長崎市滑石5丁目5-24

095-894-8891

鳴見台山中クリニック

長崎市鳴見台1丁目28-5

095-814-1171

にいみ整形外科医院

長崎市小江原4丁目38-8

095-849-5991

医療法人厚生会虹が丘病院

長崎市虹が丘町1-1

095-856-1112

西じま内科クリニック

長崎市新地町8-16ﾐﾅﾄﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ2F

095-821-1182

西田内科胃腸内科医院

長崎市油屋町6-11

095-826-0982

西谷クリニック

長崎市西海町1694-6

095-884-3822

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

095-826-9252

医療法人有葵会のぼる内科

長崎市中園町10-5

095-843-1110

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

はざま神経内科・内科医院

長崎市中川1丁目11-28

095-822-4877

医療法人社団橋本消化器クリニック

長崎市平和町4-27

095-843-1666

医療法人長谷川医院

長崎市京泊3丁目30-17

095-850-2000

社会医療法人健友会花丘診療所

長崎市花丘町13-19

095-848-9171

医療法人馬場医院

長崎市梅香崎町1-6

095-823-5522

医療法人浜崎外科医院

長崎市曙町3-6

095-861-6034

浜崎内科クリニック

長崎市小ケ倉町2-183

095-878-7122

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3階

095-832-2277

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

医療法人社団康仁会林医院

長崎市弁天町11-22

095-861-6262

医療法人はやしだ内科

長崎市新戸町2丁目12-8

095-879-2520

はらかわ内科クリニック

長崎市扇町13-3

095-870-5512

医療法人原口医院

長崎市鶴見台1-14-15

095-878-3535

医療法人原田医院

長崎市平和町11-11

095-844-0594

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

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

095-823-1956

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

飛田内科クリニック

長崎市琴海形上町1782-1

095-860-7777

医療法人平野医院

長崎市弁天町16-7

095-861-1212

医療法人社団平松クリニック

長崎市江川町350-1

095-878-7727

ひろせ内科

長崎市滑石1丁目2-5

095-855-4611

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

医療法人福重外科医院

長崎市若葉町16-14

095-844-2402

医療法人福曜会福田医院

長崎市鍛冶屋町6-6

095-823-5071

医療法人福田ゆたか外科医院

長崎市浜口町3-5

095-848-7151

藤井外科医院

長崎市茂木町2172-13

095-836-3233

藤樹整形外科

長崎市伊勢町4-3

095-822-1155
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藤瀬クリニック

長崎市住吉町3-1 ｻﾝ住吉ﾋﾞﾙ2F

095-865-6611

藤田外科医院

長崎市小ケ倉町1丁目640

095-878-5101

医療法人渕レディスクリニック

長崎市麹屋町2-16

095-822-1103

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

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

医療法人星子医院

長崎市新戸町1丁目18-1

095-878-5414

星野内科呼吸器科クリニック

長崎市目覚町10-3

095-847-2222

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

医療法人前川医院

長崎市大園町5ｰ3

095-856-2800

前田内科クリニック

長崎市田中町164-7

095-801-5288

牧医院

長崎市東立神町8-13

095-861-5413

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

095-801-5908

まつお医院

長崎市上戸町2丁目17-11

095-878-3230

松尾内科医院

長崎市栄町3-10

095-825-0211

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

095-811-0222

医療法人きのこ会松元クリニック

長崎市新地町1-5

095-811-1035

松本産婦人科医院

長崎市中園町21-25

095-845-5883

医法社団照和会松本循環器科内科医院

長崎市柳田町57-1

095-879-2005

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

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

右田医院

長崎市界1丁目1-5

095-839-5100

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

095-814-0001

三島内科医院

長崎市上戸町2丁目8-16

095-878-2121

医療法人緑風会みどりクリニック

長崎市城栄町32-20

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

095-827-3606

医療法人稲仁会三原台病院

長崎市三原1-8-35

095-846-8585

宮川外科医院

長崎市江戸町1-16

095-822-5201

宮城外科医院

長崎市築町3-1

095-827-3333

医療法人宮崎内科医院

長崎市白鳥町3-12

095-845-0312

みやざき内科クリニック

長崎市油屋町1-14ｱｽｸﾋﾞﾙ2F

095-832-2482

牟田医院

長崎市矢上町9-6

095-837-1301

医療法人鶴泉会牟田産婦人科

長崎市万屋町6-32

095-823-7148

医療法人牟田内科･循環器科医院

長崎市八幡町4-16

095-823-6089

武藤内科医院

長崎市寄合町3-41

095-823-1822

元永内科クリニック

長崎市田中町76-8

095-838-7337

医療法人森医院

長崎市中里町1289-1

095-837-1255

胃腸科もりクリニック

長崎市松山町6-9

095-842-7660

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

095-823-1768

諸熊医院

長崎市浜町4-20

095-827-6114

諸熊内科医院

長崎市中園町11-22

095-846-3535

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

095-814-9000

安井内科

長崎市大浜町317-5

095-865-5858

医療法人安中外科・脳神経外科医院

長崎市丸山町2-6

095-823-4813

医療法人やない小児科医院

長崎市岩見町5-13

095-861-3711

山川内科

長崎市岩屋町23-3

095-801-5858

医療法人杏仁会山口内科医院

長崎市銀屋町2-10

095-822-0251

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

山崎医院

長崎市四杖町1738

095-841-0010

やまさき内科医院

長崎市千歳町2-6いわさきﾋﾞﾙ

095-844-6913

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

095-861-3070

山下内科呼吸器科

長崎市千歳町10-2竹村ﾋﾞﾙ2F

095-841-8226

長崎県5

095-844-7191

実施機関名

所在地

電話番号

医療法人社団山田内科医院

長崎市岩川町3-1

095-845-0791

山根内科胃腸科医院

長崎市幸町6-20

095-823-6769

医療法人山元内科

長崎市柳谷町8-20

095-860-0061

医療法人ゆきなり・クリニック

長崎市新大工町5-7ｼｰﾎﾞﾙﾀｳﾝ2F

095-823-3330

横田医院

長崎市大園町10-12

095-857-2406

横田医院

長崎市桜馬場2丁目1-15

095-822-5005

吉雄医院

長崎市入船町3-5

095-861-3042

吉田医院

長崎市桜馬場1丁目10-17

095-822-6817

吉弘医院

長崎市松が枝町6-1

095-824-3303

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

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

医療法人和仁会和仁会病院

長崎市中里町96

095-839-2051

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

ニュー琴海病院

長崎市琴海形上町1849番地7

095-885-2016

済生会長崎病院

長崎市片淵2丁目5番1号

095-826-9236

あかがき内科循環器科

佐世保市萩坂町1741

0956-59-2226

麻生胃腸科外科医院

佐世保市針尾東町29-5

0956-58-4360

くりや内科医院

佐世保市指方町2217-1

0956-58-7888

さとう医院

佐世保市城間町961

0956-59-3111

三川内病院

佐世保市三川内本町290

0956-30-8011

中村内科

佐世保市権常寺町1491-7

0956-38-1166

花高産婦人科小児科内科医院

佐世保市花高3丁目28-8

0956-38-5676

松本脳神経外科医院

佐世保市広田1丁目10-7

0956-39-1157

村上医院

佐世保市広田1丁目5-25

0956-38-1026

村上病院

佐世保市早岐1丁目6番22号

0956-38-5555

むらはし循環器科内科

佐世保市広田3丁目24-7

0956-39-5727

石坂脳神経外科

佐世保市卸本町30-42

0956-34-0606

加瀬クリニック

佐世保市日宇町649-9

0956-32-5656

日宇記念医院

佐世保市日宇町2107

0956-31-4606

重野内科

佐世保市大和町778

0956-33-3665

とみた産婦人科クリニック

佐世保市日宇町2759-1

0956-34-7711

外尾内科医院

佐世保市黒髪町34-4

0956-33-5557

西九州健康診断本部診療所

佐世保市卸本町252-2

0956-34-4050

まつむらクリニック

佐世保市もみじが丘町40-39

0956-33-6788

大塔内科医院

佐世保市大塔町2016-1

0956-34-1002

山下医院

佐世保市大岳台町21-13

0956-34-0467

横尾内科医院

佐世保市日宇町2564

0956-31-7788

いつの内科消化器科

佐世保市大宮町23-4

0956-26-1600

音琴クリニック

佐世保市大宮町29-5

0956-31-1230

原整形外科

佐世保市大宮町26-5

0956-20-9611

福田外科病院

佐世保市藤原町38-3

0956-34-0151

福田内科胃腸科医院

佐世保市稲荷町27-38

0956-32-6712

フジイ内科胃腸科医院

佐世保市天神町1228

0956-34-6177

溝口内科・呼吸器内科

佐世保市木風町1451-2

0956-33-2686

南医院

佐世保市天神5丁目32-10

0956-31-7723

犬塚医院

佐世保市福石町17-37

0956-31-1168

山祇診療所

佐世保市山祗町19-36

0956-31-3633

むかい医院

佐世保市若葉町1-17

0956-31-8573

犬塚外科クリニック

佐世保市三浦町3-10

0956-22-4224

えぐち内科ステーションクリニック

佐世保市白南風町1-13ＪＲ九州佐世保ビル206号

0956-20-1178

川冨内科医院

佐世保市白南風町12-15

0956-22-2233
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千住博内科

佐世保市白南風町6-2

0956-22-8632

やまぐち整形外科リハビリテーション科

佐世保市白南風町1-16

0956-20-0765

大石クリニック

佐世保市京坪町8-4

0956-22-5087

京町内科病院

佐世保市本島町1-20

0956-25-2255

橘川内科医院

佐世保市島瀬町1-7

0956-22-5356

田中医院

佐世保市本島町2-11

0956-23-5308

徳永内科・小児科

佐世保市京坪町4-1

0956-22-2512

松添胃腸科外科総合診療クリニック

佐世保市光月町1-26

0956-22-6334

武井内科クリニック

佐世保市下京町9−19

0956-22-8733

野口内科

佐世保市湊町2-8石井海運興業ビル4Ｆ

0956-23-3100

野田内科循環器科

佐世保市塩浜町3-8

0956-23-1020

原口消化器内科

佐世保市松浦町5-28

0956-37-3777

まつなが内科栄町クリニック

佐世保市栄町5－9サンクル2番館202号

0956-22-6268

村上きんしろう循環器内科

佐世保市松浦町2-21

0956-56-7060

えんどうファミリークリニック

佐世保市相生町2-29

0956-23-7007

おおつぼ内科クリニック

佐世保市相生町2-5

0956-25-0888

くろき医院

佐世保市浜田町1-15

0956-22-8765

佐世保同仁会病院

佐世保市浜田町1-6

0956-23-4181

高田外科医院

佐世保市木場田町6-26

0956-23-8111

増元内科

佐世保市万徳町7番21号

0956-22-1181

まつみ内科クリニック

佐世保市天満町2-3

0956-37-1234

池永外科医院

佐世保市俵町1-9

0956-23-6821

金子内科医院

佐世保市宮田町3-14

0956-24-5780

重野医院

佐世保市花園町1-7

0956-22-7712

俵町浜野病院

佐世保市俵町22-1

0956-22-6538

村上内科

佐世保市城山町3-21

0956-24-3508

いいづか消化器科・内科クリニック

佐世保市島瀬町9-2

0956-22-0022

犬塚内科循環器科医院

佐世保市神島町1-1

0956-22-4075

いちょうクリニック

佐世保市赤崎町298

0956-26-8181

土井添内科呼吸器・消化器

佐世保市船越町1245

0956-28-0124

藤井医院

佐世保市金比良町7-20

0956-22-4577

佐世保記念病院

佐世保市鹿子前町104

0956-28-1111

神谷内科医院

佐世保市皆瀬町270-12

0956-49-2017

久保内科病院

佐世保市田原町11-9

0956-49-3377

品川医院

佐世保市柚木町2188

0956-46-0005

橋本医院

佐世保市柚木町1471-2

0956-46-0071

松本内科呼吸器科医院

佐世保市大野町154-17

0956-49-7311

牟田内科医院

佐世保市田原町17-17

0956-49-2106

山口医院

佐世保市春日町29-14

0956-22-8610

吉本内科医院

佐世保市春日町30-39

0956-24-2701

愛生会医院

佐世保市中里町342-3

0956-47-6070

大石医院

佐世保市木宮町5-31

0956-48-4396

こてだ内科呼吸器科医院

佐世保市川下町470-4

0956-48-5150

最勝寺内科医院

佐世保市光町1-18

0956-47-2613

すどう内科

佐世保市大潟町60-8

0956-47-4855

たかき内科胃腸科

佐世保市椎木町206-2

0956-48-6388

たかひら外科医院

佐世保市日野町1901-4

0956-28-6388

田渕医院

佐世保市日野町1183-1

0956-28-2217

富村整形外科医院

佐世保市相浦町256

0956-47-6840

愛健医院

佐世保市上本山町1059

0956-40-8488

まつお内科医院

佐世保市下本山町1316-4

0956-48-6500
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宮原医院

佐世保市日野町1872-1

0956-28-5216

うらべ内科胃腸科医院

佐世保市鹿町町深江潟96-1

0956-73-1181

たいら内科

佐世保市江迎町三浦51-1

0956-73-1050

潜竜徳田循環器科内科整形外科病院

佐世保市江迎町田ノ元467

0956-66-9221

世知原クリニック

佐世保市世知原町栗迎155-1

0956-78-2110

西村内科外科胃腸科医院

佐世保市吉井町立石454-1

0956-64-3151

はらだ医院

佐世保市小佐々町黒石354-3

0956-41-3322

松瀬診療所

佐世保市吉井町直谷1202-6

0956-64-4177

松瀬医院

佐世保市吉井町橋川内877-10

0956-64-3225

杏林病院

佐世保市早苗町491-14

0956-38-3373

佐世保中央病院

佐世保市大和町15

0956-33-7151

千住病院

佐世保市宮地町5-5

0956-24-1010

千住診療所

佐世保市栄町5-26

0956-23-1010

長崎労災病院

佐世保市瀬戸越町2丁目12-5

0956-49-2191

医療法人祐里会 姉川病院

諫早市小野島町2378番地2

0957‐24‐3180

いかり内科クリニック

諫早市福田町6番32号

0957‐22‐3733

医療法人社団 慈栄会 池田外科医院

諫早市山川町2番地5

0957‐26‐3741

医療法人宏善会 諫早記念病院

諫早市天満町2番21号

0957-22-0370

諫早そよかぜクリニック

諫早市津水町160番地

0957-49-8855

医療法人回春堂 犬尾内科医院

諫早市泉町14番26号

0957‐22‐0245

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716－1

0957‐43‐3022

医療法人入船クリニック

諫早市真崎町1610番7号

0957-25-7770

植田クリニック

諫早市馬渡町5－58

0957‐25‐7157

医療法人宇賀外科医院 甲状腺・乳腺クリニック

諫早市貝津町1124

0957-26-8011

江藤外科消化器科

諫早市小野島町132－1

0957‐21‐0202

医療法人社団尚友会 おおくぼ内科医院

諫早市多良見町化屋1810

0957-43-0811

大沢医院

諫早市東本町2－8

0957‐22-3688

おおすみ内科医院

諫早市山川町2－1

0957-26-5377

医療法人社団 大塚医院

諫早市永昌町9番2号

0957‐26‐0684

医療法人社団 鬼塚内科医院

諫早市飯盛町里179番2

0957-49-1301

医療法人社団 大塚会 唐比病院

諫早市森山町唐比西1165

0957-36-0011

医療法人社団 川ばた内科医院

諫早市上野町5番地10

0957‐23‐5273

医療法人光風会 草野内科小児科医院

諫早市永昌東町15－1

0957‐23‐1212

諫早総合病院

諫早市永昌東町24番1号

0957-22-6717

医療法人 こうの産婦人科医院

諫早市永昌町12－2

0957‐25‐1000

医療法人浩愛会 コムタ外科・整形外科医院

諫早市幸町25番7号

0957-22-2597

医療法人 ごんどう循環器内科医院

諫早市厚生町6番1号

0957‐22‐8850

医療法人二輝会 佐藤病院

諫早市小長井町井崎98番地

0957-34-2062

医療法人六敬会 澤田医院

諫早市宗方町16の5

0957-22-1178

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

0957-28-5001

医療法人社団紘仁会 末吉形成外科クリニック

諫早市仲沖町273－6

0957-22-8335

医療法人社団尚整会 菅整形外科病院

諫早市小野町332

0957-23-2388

すぎやま内科

諫早市久山台44－1

0957-25-7878

医療法人 すばる診療所

諫早市多良見町元釜5番地15

0957‐28‐7788

医療法人雄仁会 すみれ腎クリニック

諫早市川内町167番1号

0957-36-5070

医療法人 星和会クリニック

諫早市永昌東町2番17号

0957-24-4607

たかはし医院

諫早市多良見町シーサイド1－313

0957‐43‐5086

医療法人にじの会 高原内科循環器科医院

諫早市小船越町1144番地8

0957-22-1740

たきの内科クリニック

諫早市高城町9－2

0957-35-1234

たけした内科小児科医院

諫早市山川町2番地13

0957‐26‐6200

田﨑医院

諫早市黒崎町106

0957-22-1747
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実施機関名

所在地
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医療法人社団八雄会 檀野医院

諫早市長田町2592

0957-23-9226

医療法人 つのお内科

諫早市城見町13番6号

0957-23-0414

医療法人つるかわ内科

諫早市東小路町4番26号

0957‐22‐2505

みちこくりにっく

諫早市福田町2367－1

0957‐21‐2525

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番地

0957‐25‐2323

医療法人 中島内科神経内科

諫早市永昌東町19-28 ﾋﾟｭｱ21

0957-21-3746

なかしまつねゆき内科循環器科

諫早市栄田町31番5号

0957-25-8880

医療法人社団仁愛会 中村医院

諫早市多良見町化屋843

0957‐43‐0008

医療法人祥仁会 西諫早病院

諫早市貝津町3015

0957-25-8860

医療法人社団 西野内科医院

諫早市貝津町2330－1

0957-26-8817

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

医療法人社団晋友会 野田医院

諫早市西里町23番地

0957‐24-1777

医療法人 橋本循環器科内科

諫早市山川町2番2号

0957-26-0507

医療法人 橋爪外科胃腸科医院

諫早市金谷町3番17号

0957-22-0636

深沢整形外科医院

諫早市飯盛町開1368－1

0957‐27‐8080

医療法人 福田消化器内科医院

諫早市永昌町5の22

0957‐26‐5959

医療法人 ふじえクリニック

諫早市永昌東町9番26号 3Ｆ

0957‐21‐5070

医療法人 藤山循環器内科医院

諫早市高来町峰9－5

0957‐32‐2130

医療法人 藤原医院

諫早市松里町31番地3

0957‐28‐2201

医療法人社団 古川医院

諫早市高天町2612－1

0957‐24‐8300

医療法人啓祐会 本多医院

諫早市福田町38番41号

0957-24-1120

医療法人みどり会 ますだ小児科内科医院

諫早市多良見町シーサイド20-135

0957-43-7800

医療法人 マツオ内科クリニック

諫早市永昌町43番6号

0957‐25‐2225

医療法人松角会 マムレディースクリニック

諫早市永昌東町20番23号

0957-22-0678

医療法人社団光楓会 満岡内科・循環器科

諫早市金谷町4番1号

0957-22-2927

医療法人彰仁会 美南の丘クリニック

諫早市小川町595－1

0957‐22-3730

三村医院

諫早市東本町3番13号

0957-22-0120

社会医療法人三佼会 宮崎診療所

諫早市久山台9－10

0957-25-2050

社会医療法人三佼会 宮崎病院

諫早市久山町1575－1

0957‐25-4800

医療法人

諫早市西栄田町683

0957‐25‐0024

医療法人 村岡内科医院

諫早市東小路町9番1号

0957-22-0033

医療法人

諫早市山川町2番地11

0957‐26‐2501

医療法人 森眼科内科医院

諫早市八坂町5－3

0957‐22‐5658

医療法人 八尾医院

諫早市有喜町244番地1

0957‐28‐3380

矢次医院

諫早市高来町溝口241

0957-32-3205

山口医院

諫早市福田町46番52号

0957-23-1123

山口みのる外科

諫早市野中町476

0957‐24‐3525

医療法人七久会 山﨑医院

諫早市小長井町小川原浦656番地

0957‐34‐2007

医療法人 山田クリニック

諫早市飯盛町開1825番地1

0957-28-4888

吉岡医院

諫早市高来町町名49－3

0957-32-2081

医療法人 吉田内科クリニック

諫早市宇都町19番16号

0957‐22-2962

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

医療法人樹愛会 上田記念クリニック

大村市諏訪1丁目670-1

0957-48-6886

医療法人 おおつか内科医院

大村市西三城町15-13

0957-53-8080

医療法人 大村中央産婦人科

大村市水主町2丁目609-1

0957-52-3850

医療法人 岡循環器内科

大村市東三城町190

0957-52-3000

医療法人 おび産婦人科医院

大村市本町223-2

0957-54-1103

おおむら海辺のクリニック

大村市杭出津1丁目826-17

0957-46-3663

川本内科医院

大村市久原2丁目899-1

0957-54-5675

神田クリニック

大村市木場1丁目947-3

0957-48-5648

くしま記念クリニック

大村市玖島2丁目338-21

0957-51-1256

宮本外科
森

医院
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実施機関名

所在地

電話番号

医療法人博誠会 くすもと内科クリニック

大村市古賀島町80-1

0957-20-8585

秋櫻醫院

大村市諏訪町2丁目523-1

0957-53-9990

医療法人 後藤産婦人科

大村市西大村本町364

0957-20-8123

小松内科

大村市上諏訪町883-1

0957-48-6000

さくらクリニック

大村市池田1丁目50-1

0957-53-8819

医療法人慧明会 貞松病院

大村市東本町537

0957-54-1161

医療法人 澤田胃腸科内科医院

大村市小路口本町330-1

0957-55-1507

医療法人福重会 レディースクリニックしげまつ

大村市古町1丁目514

0957-54-9200

医療法人 田崎医院

大村市古町1-316-1

0957-53-1234

たしろ医院

大村市大川田町917-1

0957-28-8686

医療法人聖協会 たなか循環器内科

大村市久原2丁目999-15

0957-50-0320

たなかみのるクリニック

大村市宮小路3丁目1334-1

0957-47-6677

ちくばクリニック

大村市古賀島町579

0957-56-9887

医療法人 寺井医院

大村市玖島1丁目53-2

0957-52-3574

医療法人 ともなが内科クリニック

大村市杭出津2丁目555

0957-54-5000

医療法人社団 長崎医院

大村市寿古町767

0957-55-8615

中田外科胃腸科

大村市古賀島町368-1

0957-54-0083

中牟田消化器内科クリニック

大村市植松3丁目625-20

0957-48-7000

中村医院

大村市東本町339

0957-52-2733

医療法人 野口内科こども医院

大村市西大村本町264

0957-52-2339

医療法人 橋口整形外科医院

大村市竹松本町936

0957-55-8739

はら脳神経外科

大村市富の原2丁目350-1

0957-47-9770

平松整形外科医院

大村市富の原2丁目218-4

0957-27-4422

医療法人 フジイ胃腸科クリニック

大村市東本町8-1

0957-54-8686

前川漢方内科クリニック

大村市植松1丁目497-4

0957-53-6866

医療法人 牧山医院

大村市宮小路2丁目1408

0957-55-7831

医療法人 南野クリニック

大村市乾馬場町885-3

0957-53-2233

医療法人仁寿会 南野病院

大村市東三城町33

0957-54-5551

医療法人 みね内科クリニック

大村市富の原1丁目1101-3

0957-55-5070

みやしたリウマチ・内科クリニック

大村市幸町25-74

0957-47-5555

むたクリニック

大村市古町2-533-6

0957-52-4501

もとやまファミリークリニック

大村市古賀島町1777-1

0957-47-8555

医療法人 山下外科医院

大村市西三城町17-18

0957-54-7122

山田整形外科スポーツクリニック

大村市松原1丁目472-8

0957-56-8000

医療法人社団博仁会 山道医院

大村市桜馬場2-333-1

0957-53-2305

吉田内科クリニック

大村市本町436-16

0957-52-1177

医療法人雄大会 よしだレディースクリニック

大村市富の原2-366-3

0957-56-2227

医療法人社団東洋会 池田病院

島原市湖南町6893番地2

0957-62-5161

稲田整形外科医院

島原市片町655番地

0957-62-6355

魚住医院

島原市城内1丁目1210番地

0957-63-2286

医療法人 ケイ・エス臨床開発施設 おかもと内科

島原市柏野町1644番地1

0957-65-0500

かわはら内科胃腸科医院

島原市坂上町7543番地1

0957-62-5413

医療法人 喜多内科医院

島原市弁天町2丁目7389番地1

0957-62-5101

有隣会貴田神経内科・呼吸器科・内科病院

島原市有明町大三東戉790番地2

0957-68-0040

医療法人重眞会 木下内科医院

島原市中野町丙22番地1

0957-64-5851

医療法人 くすのきクリニック

島原市有明町大三東戉1365番地1

0957-68-5500

酒井外科胃腸科医院

島原市宮の町650番地1

0957-62-6655

医療法人慈眼会 坂本内科医院

島原市親和町丁2670番地10

0957-63-4641

医療法人済家会 柴田長庚堂病院

島原市中堀町68番地

0957-64-1111

医療法人幸輝会 しろたに内科クリニック

島原市北門町103番地5

0957-65-0222

医療法人雄心会 たかお循環器内科

島原市桜町953番地1

0957-62-6300
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所在地
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土井外科消化器内科医院

島原市中町823番地

0957-62-6305

なおみレディースクリニック

島原市北安徳町3064番地1

0957-61-1400

医療法人 林内科医院

島原市津町409番地15

0957-62-6657

医療法人社団兼愛会 前田医院

島原市新田町587番地2

0957-62-6501

医療法人社団威光会 松岡病院

島原市江戸丁1919番地

0957-62-2526

医療法人城内会 八尾病院

島原市城内1丁目1193番地

0957-62-5131

医療法人三友会 山口外科胃腸科医院

島原市大手原町甲2304番地2

0957-62-3200

医療法人翔南会 山崎産婦人科医院

島原市湊町350番地

0957-64-1103

医療法人安徳会 わたなべ内科クリニック

島原市中安徳町丁4364番地

0957-62-1515

（医）医理会 柿添病院

平戸市鏡川町278番地

0950-23-2151

（医）青洲会 青洲会病院

平戸市田平町山内免612-4

0950-57-2155

（医）裕光会 谷川病院

平戸市田平町山内免400

0950-57-0045

国民健康保険 平戸市民病院

平戸市草積町1125番地12

0950-28-1113

平戸市立生月病院

平戸市生月町山田免2965番地

0950-53-2155

（医）くわはら医院

平戸市宮の町581番地

0950-22-2306

（医）光佑会 北川病院

平戸市浦の町737番地

0950-22-2344

（医）純健会しおざわ内科消化器科

平戸市田平町小手田免946番地

0950-57-2121

（医）医理会柿添病院 附属中野診療所

平戸市山中町696番地3

0950-20-4100

幸福堂医院

平戸市辻町184番地33

0950-27-2603

五島市伊福貴診療所

五島市伊福貴町376-13

0959-78-2110

五島市黄島診療所

五島市黄島町174

0959-73-6820

岐宿診療所

五島市岐宿町岐宿2544-2

0959-82-0800

川原診療所

五島市岐宿町川原577-1

0959-82-0830

山内診療所

五島市岐宿町中嶽1073-1

0959-83-1013

山下医院

五島市幸町1-3

0959-72-3520

浦クリニック

五島市栄町9-16

0959-72-2706

沢本外科医院

五島市栄町1番46号

0959-72-5181

郡家病院

五島市末広町1-9

0959-74-5289

五島市国民健康保険玉之浦診療所

五島市玉之浦町玉之浦1397-1

0959-87-2241

虎島医院

五島市中央町2-2

0959-72-8300

宿輪医院

五島市奈留町浦1866-1

0959-64-2026

五島市国民健康保険久賀診療所

五島市久賀町245-1

0959-77-2012

井上内科小児科医院

五島市武家屋敷1丁目2-13

0959-72-3051

聖マリア病院

五島市松山町133-2

0959-72-5101

五島市国民健康保険三井楽診療所

五島市三井楽町濱ノ畔1046-1

0959-84-2144

五島市国民健康保険三井楽診療所嵯峨島出張診療所

五島市三井楽町嵯峨島49-1

0959-84-4110

山田医院

五島市三井楽町濱ノ畔1253-1

0959-75-1502

五島市伊福貴診療所 本窯分室

五島市本窯町8-1

0959-78-2122

上五島病院附属診療所有川医療センター

南松浦郡新上五島町有川郷2255

0959-42-0320

上五島病院

南松浦郡新上五島町青方郷1549番地11

0959-52-3000

新上五島町若松国民健康保険診療所

南松浦郡新上五島町若松郷281番地

0959-46-3315

上五島病院附属診療所奈良尾医療センター

南松浦郡新上五島町奈良尾郷字新港1000

0959-44-1010

みどりが丘クリニック

五島市木場町570番地4

0959-75-0620

いけだ内科

五島市大荒町73番地2

0959-88-9120

長崎県富江病院

五島市富江町狩立499

0959-86-1110

岡部内科医院

東彼杵郡川棚町百津郷169-43

0956-82-5005

玉川医院

東彼杵郡川棚町下組郷2047-4

0956-82-4120

田渕医院

東彼杵郡川棚町白石郷7-8

0956-82-2111

本川医院

東彼杵郡川棚町中組郷1489-1

0956-82-2010

ｶﾅｻﾞﾜ内科ｸﾘﾆｯｸ

東彼杵郡川棚町下組郷391-2

0956-83-3727

まつお産婦人科

東彼杵郡川棚町百津郷452

0956-82-2038
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中尾野中医院

東彼杵郡波佐見町中尾郷959

0956-85-3077

八並整形外科医院

東彼杵郡波佐見町志折郷2114-6

0956-85-5775

松尾医院

東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1709-1

0956-85-2001

いちのせ内科循環器科

東彼杵郡波佐見町稗木場郷326

0956-85-7770

波佐見病院

東彼杵郡波佐見町稗木場郷792-1

0956-85-7021

こうの内科医院

東彼杵郡波佐見町湯無田郷128-14

0956-20-7500

西の原野中医院

東彼杵郡波佐見町井石郷2234-1

0956-85-3054

はすわ診療所

東彼杵郡波佐見町稗木場郷1272

0956-85-5221

小鳥居内科脳神経内科ｸﾘﾆｯｸ

東彼杵郡波佐見町岳辺田郷469

0956-20-7027

山住医院

東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷395-3

0957-46-1162

岩永医院

東彼杵郡東彼杵町瀬戸郷1179-3

0957-47-0014

山川医院

東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷93

0957-46-0020

松村内科・消化器科

東彼杵郡東彼杵町駄地郷39-3

0957-47-0709

坂口医院

東彼杵郡波佐見町宿郷580

0956-85-3000

黒崎医院

西彼杵郡時津町浦郷275-4

095-882-2125

鍬先医院

西彼杵郡時津町浜田郷520-5

095-882-2622

近藤医院

西彼杵郡時津町日並郷1325-8

095-882-7060

長崎腎クリニック

西彼杵郡時津町浦郷272-14

095-813-2777

しもむらクリニック

西彼杵郡時津町浦郷428

095-882-7595

しらいし胃腸科外科クリニック

西彼杵郡時津町野田郷46-1

095-881-2828

高木クリニック

西彼杵郡時津町西時津郷75-20

095-881-3230

田嶋医院

西彼杵時津町浦郷261-3

095-882-2307

とおやま内科

西彼杵郡時津町浦郷301-22

095-881-2662

戸田内科

西彼杵郡時津町元村郷908-15

095-881-3888

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

藤本クリニック

西彼杵郡時津町久留里郷1458

095-801-8862

三浦産婦人科

西彼杵郡時津町野田郷25-1

095-882-7000

安永脳神経外科

西彼杵郡時津町浦郷264-3

095-813-2001

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

やまもと内科

西彼杵郡時津町左底郷78-3

095-882-8828

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

井川内科医院

西彼杵郡長与町吉無田郷2022-7

095-883-1661

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

小川クリニック

西彼杵郡長与町まなび野2-30-6

095-813-5588

川﨑胃腸科外科医院

西彼杵郡長与町岡郷37-11

095-883-0002

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

佐藤内科医院

西彼杵郡長与町嬉里郷413-4

095-883-5511

しもぐち内科

西彼杵郡長与町高田郷848-19

095-843-7225

そのだ内科クリニック

西彼杵郡長与町まなび野2-2-2

095-814-5101

長沢医院

西彼杵郡長与町嬉里郷715

095-883-5622

長崎けやき医院

西彼杵郡長与町高田郷3607-1

095-840-5111

成田内科医院

西彼杵郡長与町吉無田郷2026-6

095-883-2011

西田医院

西彼杵郡長与町嬉里郷459-1

095-887-0202

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

平井内科医院

西彼杵郡長与町嬉里郷661

095-883-6565

松本外科医院

西彼杵郡長与町嬉里郷458

095-887-5554

モロキ内科

西彼杵郡長与町嬉里郷1085-1

095-883-1105

森内科クリニック

西彼杵郡長与町嬉里郷445-101

095-883-3131

森川内科クリニック

西彼杵郡長与町三根郷83-1

095-813-4650

長与病院

西彼杵郡長与町吉無田郷647

095-883-6668

都クリニック

西彼杵郡長与町高田郷47

095-855-9777
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女の都病院

西彼杵郡長与町高田郷849-18

095-847-8383

田中クリニック

西海市西彼町喰場郷1324-2

0959-27-0035

真珠園療養所

西海市西彼町八木原郷3453-1

0959-28-0038

東内科医院

西海市西彼町喰場郷123

0959-27-0127

池田医院

西海市西海町七釜郷1622

0959-33-2021

金森医院

西海市西海町川内郷1250

0959-32-0006

小武医院

西海市西海町横瀬郷667

0959-32-2121

田中医院

西海市海町黒口郷1491

0959-32-0033

浦口医院

西海市瀬戸町瀬戸樫浦郷163

0959-22-0015

わたなべクリニック

西海市大瀬戸町西浜郷720-6

0959-23-3002

西海市国民健康保険松島診療所

西海市大瀬戸町松島内郷288

0959-22-0271

須山医院

西海市大島町1895

0959-34-2123

山﨑医院

西海市崎戸町蛎浦郷1806-23

0959-35-3337

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

西海市国民健康保険平島診療所

西海市崎戸町平島741

0959-47-2123

羽野内科

長崎市上黒崎町20

0959-25-1500

おおいしクリニック

長崎市脇岬町3244

095-893-0229

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

医療法人善仁会 栗原医院

南島原市加津佐町己3089－1

0957-87-2028

医療法人社団 森医院

南島原市加津佐町己3259－1

0957-87-3000

医療法人弘池会 口之津病院

南島原市口之津町丁5615

0957-86-2200

植木内科医院

南島原市口之津町甲1642

0957-86-2071

医療法人博愛会 哲翁病院

南島原市口之津町甲1181

0957-86-3226

山北クリニック

南島原市口之津町甲2165－2

0957-86-4523

しおた内科胃腸科医院

南島原市口之津町甲2146－2

0957-86-4443

医療法人 中村医院

南島原市南有馬町乙2274

0957-85-2152

医療法人 本多南光堂医院

南島原市南有馬町丁410

0957-85-2002

医療法人ＮＡＮＯグループ 菜の花クリニック

南島原市南有馬町乙1565－1

0957-85-3690

さとう内科医院

南島原市北有馬町丁33－1

0957-84-3103

北有馬クリニック

南島原市北有馬町己760－1

0957-65-7100

医療法人 永田内科泌尿器科医院

南島原市西有家町須川61－2

0957-82-0832

医療法人薫風会 石川内科医院

南島原市西有家町里坊25－1

0957-82-8822

医療法人 内田医院

南島原市西有家町須川1666－1

0957-82-2225

医療法人 坂上整形外科

南島原市有家町山川378－1

0957-82-1822

医療法人有心会 池田循環器科内科

南島原市有家町山川347－1

0957-82-0993

小嶺整形外科クリニック

南島原市有家町中須川196－1

0957-82-1755

医療法人大志会 つねおかクリニック

南島原市有家町久保21－1

0957-82-2248

医療法人杏林堂 明島整形外科医院

南島原市布津町乙1859－2

0957-72-2023

布井内科医院

南島原市深江町丙637

0957-72-5111

医療法人智節会 しろの医院

南島原市深江町丙540－1

0957-72-5000

医療法人栄和会 泉川病院

南島原市深江町丁2405

0957-72-2017

医療法人 本田医院

雲仙市国見町神代乙214－2

0957-78-2768

医療法人社団慈正会 松尾胃腸科外科医院

雲仙市国見町土黒甲57－1

0957-78-1000

梅津医院

雲仙市国見町土黒甲439－1

0957-78-5156

佐藤医院

雲仙市国見町神代丙414－1

0957-78-5555

医療法人 松本内科医院

雲仙市国見町神代己257－1

0957-65-3333

医療法人清恵会 太田整形外科

雲仙市国見町多比良乙433－1

0957-78-5413

医療法人 前田内科胃腸科医院

雲仙市瑞穂町西郷辛156－3

0957-77-3089

医療法人社団穂仁会 よこた医院

雲仙市瑞穂町西郷辛1172

0957-77-2000

永吉医院

雲仙市吾妻町本村名234

0957-38-2015

医療法人祐和会 安藤病院

雲仙市吾妻町牛口名378－2

0957-38-2152
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医療法人 松本医院

雲仙市愛野町乙599

0957-36-0053

愛野診療所

雲仙市愛野町乙330

0957-36-0009

医療法人伴帥会 愛野記念病院

雲仙市愛野町甲3838－1

0957-36-0015

医療法人 天野医院

雲仙市千々石町甲677

0957-37-2015

医療法人草野会 くさの循環器内科

雲仙市千々石町戊605

0957-37-6050

菅医院

雲仙市小浜町北木指3035－3

0957-74-2457

馬場医院

雲仙市小浜町雲仙381

0957-73-3666

医療法人 副島内科クリニック

雲仙市小浜町北本町11－5

0957-74-3700

医療法人社団 ひらゆ医院

雲仙市小浜町北野1069

0957-74-5833

医療法人龍仙会 木戸医院

雲仙市小浜町北本町27

0957-74-2046

公立新小浜病院

雲仙市小浜町南本町93

0957-74-2211

京泊馬場医院

雲仙市南串山町丙9899－1

0957-88-2050

小値賀町国民健康保険診療所

北松浦郡小値賀町笛吹郷1757-8

0959-56-4111

松浦市立中央診療所

松浦市志佐町庄野免274-1

0956-72-2166

（医）長愛会 菊地病院

松浦市志佐町浦免1765-4

0956-72-0151

白壁外科医院

松浦市今福町浦免423

0956-74-0221

江藤医院

松浦市志佐町浦免1475-3

0956-72-3411

（医）昌徳会 田中病院

松浦市御厨町里免871

0956-75-0211

木村内科循環器科

松浦市調川町下免91

0956-72-1101

能塚医院

松浦市志佐町高野免120-1

0956-73-0077

（医）陽迎堂 武部病院

松浦市今福町北免2091-1

0956-74-0007

（医）社団壮志会 押渕医院

松浦市御厨町里免37-1

0956-75-0311

山田医院

北松浦郡佐々町本田原免137-3

0956-63-3611

（医）社団博友会 徳田医院

北松浦郡佐々町本田原免228

0956-62-2025

（医）前田外科胃腸科医院

北松浦郡佐々町市場免15-1

0956-62-6868

(医)かわむら内科

北松浦郡佐々町市場免7-1

0956-62-6789

松浦市立青島診療所

松浦市星鹿町青島免651

0956-75-0782

松浦市立福島診療所

松浦市福島町塩浜免2944-21

0955-47-2003

松浦市立鷹島診療所

松浦市鷹島町神崎免352-1

0955-48-2012

医療法人（社団）品川病院

壱岐市郷ノ浦町東触854-2

0920-47-0121

医療法人 協生会 品川クリニック

壱岐市勝本町本宮南触236

0920-43-0001

医療法人護州会 品川外科病院

壱岐市勝本町西戸触180-1

0920-42-0136

医療法人玉水会 赤木病院

壱岐市郷ノ浦町本村触111

0920-47-0085

医療法人玄州会光武内科循環器科病院

壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦15-3

0920-47-0023

医療法人潮陽会松嶋医院

壱岐市芦辺町箱崎大左右触550-2

0920-45-2010

医療法人拓進会さの胃腸科クリニック

壱岐市芦辺町諸吉仲触4番1号

0920-45-0822

あしべクリニック

壱岐市芦辺町芦辺浦606-1

0920-45-4825

医療法人久原医院

壱岐市芦辺町箱崎大左右触500-2

0920-45-2128

平山医院

壱岐市石田町石田西触1071番地1

0920-44-5016

江田小児科内科医院

壱岐市石田町印通寺浦302

0920-44-5022

壱岐市国民健康保険勝本診療所

壱岐市勝本町仲触1989

0920-42-0107

壱岐市国民健康保険湯本診療所

壱岐市勝本町布気触818-10

0920-43-0134

長崎県壱岐病院

壱岐市郷ノ浦町東触1626

0920-47-1131

壱岐市原島診療所

壱岐市郷ノ浦町原島296番地2

0920-47-0200

長崎県対馬病院

対馬市美津島町雞知乙1168番7

0920-54-7111

長崎県上対馬病院

対馬市上対馬町比田勝630番地

0920-86-4321

佐須奈診療所

対馬市上県町佐須奈乙1077

0920-84-2007

すとう内科医院

対馬市厳原町田渕793

0920-52-0530

医療法人 東島医院

対馬市厳原町今屋敷697番地

0920-52-7783

今屋敷ことう診療所

対馬市厳原町今屋敷681番地1

0920-53-5777

豊玉診療所

対馬市豊玉町二位165－1

0920-58-8080

長崎県14

実施機関名

所在地

電話番号

日本赤十字社長崎原爆病院

長崎市茂里町3-15

095-841-9612

十善会病院

長崎市籠町7-18

095-821-1214

長崎労災病院

佐世保市瀬戸越2-12-5

0956-49-2191

長崎県健康事業団

諌早市多良見町化屋986-3

0957-43-7131

日本健康倶楽部長崎支部

諌早市多良見町中里129-9

0957-43-6103

西九州健康診断本部診療所

佐世保市卸本町252-2

0956-34-4050

長崎みなとメディカルセンター

長崎市新地町6-39

095-822-3251

聖フランシスコ病院

長崎市小峰町9-20

095-846-1888

長崎掖済会病院

長崎市樺島町5-16

095-824-0610

新上五島町新魚目国民健康保険診療所

南松浦郡新上五島町小串郷1480-1

0959-55-3161

市立大村市民病院

大村市古賀島町133-22

0957-52-2161

小値賀町国民健康保険診療所

北松浦郡小値賀町笛吹郷1757-8

0956-56-4111

国民健康保険平戸市民病院

平戸市草積町1158番地1

0950-28-1113

はまのまちハートクリニック

長崎市浜町8-13

095-893-8808

医療法人篤和 たいら医院

西海市西海町木場郷528-2

0959-32-2011

一般財団法人医療情報健康財団長崎事務所

諫早市津久葉町５－１３４

0957-25-8222

髙島脳神経内科

大村市池田2丁目304-1

0957-48-7777

長崎県15

