
Ｎｏ 所在地 施設名称
1 長崎市若葉町14-8 医療法人 赤司内科消化器科医院
2 長崎市滑石1丁目2-6 医療法人社団　あき山皮ふ科医院
3 長崎市若葉町1-24 あきよし都美内科クリニック
4 長崎市宿町28-1 医療法人 阿保外科医院
5 長崎市小江原2丁目35-16 天野内科
6 長崎市西海町1723-1 雨森内科医院
7 長崎市畝刈町1613-33 医療法人 あんず整形外科
8 長崎市横尾2丁目13-6 飯田内科・小児科医院
9 長崎市小瀬戸町155 医療法人　猪狩医院
10 長崎市相生町5-1 医療法人社団　池田胃腸内科医院
11 長崎市矢上町29-11 医療法人 石川内科クリニック
12 長崎市文教町 いしまる耳鼻咽喉科
13 長崎市万屋町3-16 内山のりよ矯正歯科医院
14 長崎市家野町2-22 医療法人 井手内科クリニック
15 長崎市平野町12-11 井手内科医院
16 長崎市三芳町5-47 伊藤医院
17 長崎市大橋町7-20 医療法人 伊藤クリニック
18 長崎市滑石3丁目25-18 いとう内科医院
19 長崎市弁天町13-12 医療法人　いなさ内科・胃腸クリニック
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20 長崎市平和町8-7 医療法人社団　昭成会　岩永医院
21 長崎市田中町266-2 医療法人 植松整形外科医院
22 長崎市桶屋町59 浦クリニック
23 長崎市滑石319-10 医療法人成美会　うらべ耳鼻咽喉科医院
24 長崎市住吉町5-15 江良医院
25 長崎市新地町4-15 医療法人社団　博生会　大久保医院
26 長崎市新大工町5-16 医療法人　おおぞら整形外科
27 長崎市川口町1-1 大坪整形外科
28 長崎市中町5-27 医療法人耕雲会 おおつる内科医院
29 長崎市大園町7-22 医療法人 おおの整形外科
30 長崎市清水町12-4 医療法人 おぐし内科・眼科
31 長崎市梁川町4-15 医療法人社団 奥平外科医院
32 長崎市西山2-10-10 医療法人 奥内科医院
33 長崎市為石町2525-3 医療法人 おにつか内科・消化器科
34 長崎市勝山町4 影浦内科医院
35 長崎市西出津町67-5 宗教法人カトリックカリタス修道会　カリタス診療所
36 長与町岡郷 医療法人 新成会 川﨑胃腸科外科医院
37 長崎市滑石3丁目8-1 医療法人 川原内科クリニック
38 長崎市目覚町13-8 木下漢方内科クリニック
39 長崎市坂本1丁目8-30 医療法人 木谷内科循環器クリニック
40 長崎市旭町26-18 医療法人　協仁会　共立耳鼻咽喉科
41 長崎市川口町8-20 医療法人長寿会　清原龍内科
42 長崎市京泊3-35-1 医療法人太寿会　こうの医院
43 長崎市川平町1204 医療法人 河野内科医院



44 長与町嬉里郷378-1 医療法人 こが内科外科クリニック
45 長崎市恵美須町4-2 こもり内科医院
46 長崎市川口町7-20 医療法人　さかぐち泌尿器科医院
47 長崎市弁天町17-1 医療法人 さかもとクリニック
48 長崎市葉山1-44-1 医療法人 さくら形成クリニック
49 長崎市桜馬場1-4-17 ささの耳鼻咽喉科クリニック
50 長崎市富士見町3-25 医療法人宏友会 さとう内科医院
51 長崎市城山町31-14 医療法人　さとみ皮ふ科医院
52 長崎市扇町1-21 重野耳鼻咽喉科 めまい・難聴クリニック
53 長崎市愛宕2丁目11-33 しながわ内科クリニック
54 時津町野田郷48-2 医療法人社団　公孫樹 しらいし胃腸クリニック
55 長崎市桶屋町47 白ひげ整形外科医院
56 長崎市片淵1-13-28 医療法人 白髭内科医院
57 長崎市茂里町3-20 医療法人社団 健昌会　新里クリニック浦上
58 長崎市松山町3-94 医療法人　杉田レディースクリニック
59 長崎市川口町1-1-106 すずき矯正歯科
60 長崎市平野町10-2-301 宗耳鼻咽喉科クリニック
61 長崎市橋口町3-7 医療法人 たかすぎ内科クリニック
62 長崎市古川町5-26 医療法人 髙橋整形外科クリニック
63 長崎市元船町 髙村耳鼻咽喉科・アレルギー科
64 長崎市小江原2-29-12 竹下内科医院
65 長崎市目覚町4-15 医療法人社団 田島整形外科・外科クリニック
66 長崎市若葉町12-19 医療法人　田中皮ふ科医院
67 長崎市若葉町6-1 医療法人　谷川放射線科胃腸科医院



68 長崎市油木町8-48 医療法人　田村内科神経内科油木坂クリニック
69 長崎市馬町47-1 ちひろ内科クリニック
70 長崎市富士見町1-4 つつみ内科クリニック
71 長崎市花園町7-7 つるた医院
72 長崎市浜口町13-9 医療法人 哲翁内科医院
73 時津町浦郷301-22 とおやま内科
74 長崎市小峰町14-3 朝長整形外科クリニック
75 長崎市宝栄町1-1 医療法人　永尾内科医院
76 長崎市京泊3丁目27-1 なかお耳鼻咽喉科
77 長崎市京泊3丁目30-3 医療法人 秋桜会 長崎新港診療所
78 長崎市宝町9-14 長崎宝在宅医療クリニック
79 長崎市三原2-11-50 医療法人 中嶋クリニック
80 長崎市桜馬場1-2-25 医療法人　中田内科
81 長崎市金屋町2-10 中西内科
82 長崎市竹の久保町1-2 医療法人知正会 中村内科クリニック
83 時津町左底郷78-18 医療法人社団大同会　中山整形外科医院
84 長崎市鳴見台1-28-5 鳴見台山中クリニック
85 長崎市油屋町6-11 西田内科胃腸内科医院
86 長崎市浜町2-18 野田消化器クリニック
87 長崎市中園町10-5 医療法人 有葵会 のぼる内科クリニック
88 長崎市葉山1-5-2 のりむらクリニック
89 長崎市京泊3丁目30-17 医療法人　長谷川医院
90 長与町嬉里郷665 医療法人社団　馬場耳鼻咽喉科医院
91 長崎市浜町7-23 医療法人常照会 はまのまち内科循環器内科



92 長崎市弁天町11-22 医療法人社団 康仁会　林医院
93 長崎市扇町13-3 はらかわ内科クリニック
94 長崎市平和町11-11 医療法人 原田医院
95 長崎市晴海台町43-5 医療法人柴友会　晴海台クリニック
96 長崎市銅座町2-15 ひさまつ腎・泌尿器科クリニック
97 時津町浦郷443-9 ひらのクリニック
98 長崎市浜口町3-5 医療法人福田ゆたか外科医院
99 長崎市住吉町3-1 藤瀬クリニック
100 長崎市桜町7-2 医療法人 藤田クリニック
101 長与町高田郷2202-1 医療法人 ホーム・ホスピス中尾クリニック
102 長崎市新戸町1丁目18-1 医療法人　星子医院
103 長崎市目覚町10-3 星野内科呼吸器クリニック
104 長崎市城栄町32-20 牧野くみ形成クリニック
105 長崎市油屋町2-34 松尾皮ふ泌尿器科医院
106 時津町浦郷270-8 腎・泌尿器科　松尾りょういちクリニック
107 長崎市西山2-9-2 医療法人社団　まわたり内科医院
108 長崎市横尾1-10-3 みきクリニック
109 長崎市大手1-28-15 みしま内科・消化器内科クリニック
110 長崎市城栄町32-20 医療法人緑風会 みどりクリニック
111 長崎市松が枝町3-20 医療法人社団春秋会 南長崎クリニック
112 長崎市住吉町2-22 医療法人爽健美会　みね形成外科・美容皮ふクリニック
113 長崎市江戸町1-16 宮川外科医院
114 長崎市若草町3-21 医療法人　三宅脳神経外科医院
115 長崎市白鳥町3-12 医療法人 宮崎内科医院
116 長崎市八幡町4-16 医療法人 牟田内科・循環器科医院
117 長崎市矢上町25-1 もとしま内科
118 長与町三根郷83-1 森川内科クリニック



119 長与町高田郷森の木698-1 森の木脳神経脊髄外科
120 時津町浜田郷38-3 医療法人秀和会 もりハートクリニック
121 長崎市住吉町3-11 森光泌尿器科クリニック
122 長崎市三芳町2-20 医療法人 諸岡整形外科医院
123 長崎市中園町11-22 諸熊内科医院
124 長崎市矢上町48-3 医療法人 星和会　矢上藤尾大坪外科胃腸科
125 時津町浦郷264-3 医療法人 暁会 安永脳神経外科
126 長崎市銅座町2-15 婦人科 やすひウィメンズ・ヘルスクリニック
127 長崎市岩屋町23-3-2Ｆ 山川内科
128 長崎市銀屋町2-10 医療法人 杏仁会 山口内科医院
129 長崎市竹の久保町11-10 山口内科・循環器内科
130 長崎市四杖町1738-3 山崎医院
131 長崎市光町8-12 医療法人 山崎整形外科医院
132 長崎市千歳町2-6-1 やまさき内科医院
133 長崎市城山町31-14 医療法人 やました内科
134 長崎市岩川町3-1 医療法人社団　山田内科医院
135 長崎市幸町6-20 山根内科胃腸科医院
136 長崎市柳谷町8-20 医療法人　山元内科
137 長崎市新大工町5-7 医療法人　ゆきなり・クリニック
138 長崎市鍛治屋町2-11 医療法人協治会　ゆずクリニック
139 長崎市千歳町10-3 医療法人社団 吉見耳鼻咽喉科
140 長崎市千歳町10-3 医療法人 吉見内科胃腸科
141 長崎市坂本1-6-1 医療法人恵愛会　ヨゼフクリニック
142 長崎市元船町12-11 わたべクリニック


