
長崎市内

所在地 電話番号

あ 愛育小児科医院 長崎市新戸町3丁目17-27 095-879-3812
伊王島国民健康保険診療所 長崎市伊王島町2丁目846-6 095-898-2300
池島診療所 長崎市池島町1132-8 0959-37-2090
出口小児科内科医院 長崎市花丘町1-26 095-844-1079
伊藤医院 長崎市三芳町5-47 095-847-5955
いとう内科医院 長崎市滑石3丁目25-18 095-856-6010
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
おおつかこども医院 長崎市滑石6丁目3-1 095-856-2228
おおみや小児科医院 長崎市上野町2-1　平田ビル 095-847-6555
奥内科医院 長崎市西山2丁目10-10 095-822-5355

か 片山小児科医院 長崎市江川町237 095-879-3539
上戸町病院 長崎市上戸町4丁目2-20 095-879-0705
かみむら小児科 長崎市畝刈町1613-85　ニューポートメディカル1F 095-860-1177
木下漢方内科クリニック 長崎市目覚町13-8 095-841-8833
きのしたこどもクリニック 長崎市住吉町3-11-204 095-847-2001
国立病院機構長崎病院 長崎市桜木町6-41 095-823-2261
ごんどう小児科 長崎市岡町5-14 095-844-1911

さ 済生会長崎病院 長崎市片淵2丁目5-1 095-826-9236
さかもとクリニック 長崎市弁天町17-1 095-833-1977
白井小児クリニック 長崎市出島町13-1　出島栗原ビル2F 095-828-2711
すぎやま内科クリニック 長崎市琴海村松町729-1 095-814-3322

た 田浦医院 長崎市西海町1734 095-884-1875
高島医院 長崎市大浜町1547 095-865-1234
高島国民健康保険診療所 長崎市高島町1727-1 095-896-2048
たかすぎ内科クリニック 長崎市橋口町3-7 095-814-0296
田上病院 長崎市田上2丁目14-15 095-826-8186
たちばなベイクリニック 長崎市網場町487-8 095-830-1188
遠山小児科医院 長崎市葉山1丁目5-1　金納ビル3F 095-857-2132
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

な 長崎記念病院 長崎市深堀町1丁目11-54 095-871-1515
長崎みなとメディカルセンター市民病院 長崎市新地町6-39 095-822-3251
ながすえ小児科医院 長崎市竹の久保町1-1 095-862-8888
中村小児科 長崎市文教町5-28　花文ビル201 095-842-2972
なかむら小児科医院 長崎市城栄町17-14　松竹ビル 095-848-4335
中村内科医院 長崎市上戸町3丁目4-21 095-832-5511
中村内科クリニック 長崎市竹の久保町1-2 095-864-1234
中山小児科クリニック 長崎市本原町1-23 095-844-5155
鳴見台山中クリニック 長崎市鳴見台1丁目28-5 095-814-1171

は 羽野内科 長崎市上黒崎町20 0959-25-1500
はやし小児科 長崎市かき道1丁目33-12 095-830-2380
晴海台クリニック 長崎市晴海台町43-5 095-892-1191
日浦病院 長崎市下黒崎町1402 0959-25-0039
平野医院 長崎市弁天町16-7 095-861-1212
福田医院 長崎市鍛冶屋町6-6 095-823-5071
ふくだこどもクリニック 長崎市江戸町5-14　月香園ビル4Ｆ 095-821-8867
星子医院 長崎市新戸町1丁目18-1 095-878-5414

ま 前川医院 長崎市大園町5-3 095-856-2800
まさき内科呼吸器クリニック 長崎市銅座町5-7　サイノオビル3F 095-801-5908
まつお医院 長崎市上戸町2丁目17-11 095-878-3230
松下医院　小児科・循環器科 長崎市田中町903 095-839-8928
右田医院 長崎市界1丁目1-5 095-839-5100
みやぞえ小児科医院 長崎市矢上町28-31 095-832-0050
森こどもクリニック 長崎市川平町1204　メディケアビル3F 095-843-1155

や 安井小児科医院 長崎市上西山町1-18-202　パークシティ諏訪2F 095-821-2155
安井内科 長崎市大浜町317-5 095-865-5858
やない小児科医院 長崎市岩見町5-13 095-861-3711
やなぎクリニック 長崎市万屋町6-15　アイキッズビル2F 095-820-3105
山田内科 長崎市岩川町3-1 095-845-0791
吉田医院 長崎市桜馬場1丁目10-17 095-822-6817

ら りゅうキッズクリニック 長崎市滑石2丁目9-9 095-865-6559
わ わたなべ小児科医院 長崎市滑石3丁目7-4 095-857-7311
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諫早市内

所在地 電話番号

あ おの小児科 諫早市宇都町7-21 0957-26-2888
か 金森こども診療所 諫早市多良見町市布514-10 0957-27-2222
さ 佐藤病院 諫早市小長井町井崎98 0957-34-2062

しまさき小児科医院 諫早市森山町下井牟田1356-1 0957-27-5501
た たけした内科小児科医院 諫早市山川町2-13 0957-26-6200

つじもとこどもクリニック 諫早市金谷町15-31 0957-24-6655
な 中島内科神経内科 諫早市永昌東町19-28　ピュア21ビル1F 0957-21-3746

中村医院 諫早市多良見町化屋843 0957-43-0008
西野内科医院 諫早市貝津町2330-1 0957-26-8817
野田小児科医院 諫早市山川町21-4 0957-26-6380

は はらだ小児科医院 諫早市久山台9-1 0957-25-7799
ひぐち小児科医院 諫早市小川町246-1 0957-35-1755
ふじえクリニック 諫早市永昌東町9-26　ニューウインドビル3F 0957-21-5070

ま 前田小児科 諫早市城見町22-11 0957-22-8180
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
みさかえの園総合発達医療福祉センターむつみの家 諫早市小長井町牧570-1 0957-34-3113
三村医院 諫早市東本町3-13 0957-22-0120

や 山口みのる外科 諫早市野中町476 0957-24-3525

西海市内

所在地 電話番号

さ 須山医院 西海市大島町1895 0959-34-2123
せいひ中央クリニック 西海市西彼町鳥加郷2201-2 0959-28-1190

ゆ 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
わ わたなべクリニック 西海市大瀬戸町瀬戸西濱郷720-6 0959-23-3002

長与町内

所在地 電話番号

あ おひさまこどもクリニック 西彼杵郡長与町高田郷923-1 095-800-2187
か 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
さ 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丁目2-2 095-814-5101
な 長崎けやき医院 西彼杵郡長与町高田郷3607-1 095-840-5111

長沢医院 西彼杵郡長与町嬉里郷715 095-883-5622
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

は 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
ひろた小児科 西彼杵郡長与町高田郷47 ブルーインの森 メディカルビル1F 095-855-1113

ま 女の都病院 西彼杵郡長与町高田郷849-18 095-847-8383
もり小児科 西彼杵郡長与町嬉里郷448 095-887-3458

時津町内

所在地 電話番号

か 黒﨑医院 西彼杵郡時津町浦郷275-4 095-882-2125
こいで小児科 西彼杵郡時津町西時津郷75-10 095-881-7111

さ しもむらクリニック 西彼杵郡時津町浦郷428-13 095-882-7595
た たなか小児科クリニック 西彼杵郡時津町浦郷396-17 095-865-9550
は 藤本クリニック 西彼杵郡時津町久留里郷1458 095-801-8862
ま 三浦産婦人科 西彼杵郡時津町野田郷25-1 095-882-7000
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