
長崎市 指定小児慢性特定疾病医療機関一覧（病院、診療所）     平成27年10月31日現在

医療機関名 郵便番号 所在地 電話番号 診療科

医療法人　大輪会　愛育小
児科医院

850-0954 長崎県長崎市新戸町3丁目17番27号
095-879-
3812

小児科

医療法人　井手内科クリニッ
ク

852-8136 長崎県長崎市家野町2番22号
095-849-
3115

内科・呼吸器科

社会医療法人春回会　井上
病院

850-0045 長崎県長崎市宝町6番12号
095-844-
1281

内科・神経科・呼吸器科・消化器科・
循環器科・外科・整形外科・形成外
科・脳神経外科・眼科・放射線科・リ
ハビリテーション科・麻酔科

医療法人　おおつかこども医
院

852-8061
長崎県長崎市滑石6丁目3番1
号

095-856-
2228

小児科

医療法人社団　内科大坪クリ
ニック

850-0027 長崎県長崎市桶屋町50番3号
095-825-
0092

内科・循環器内科・消化器内科・放
射線科・リハビリテーション科

おくの内科クリニック 852-8061
長崎県長崎市滑石3丁目8番5
号

095-855-
8750

内科

社会医療法人健友会上戸町
病院

850-0953
長崎県長崎市上戸町4丁目2-
20

095-879-
0705

内科・外科・整形外科・リハビリテー
ション科・リウマチ科・神経内科・循
環器科・呼吸器科・放射線科・消化
器科・肛門科

かみむら小児科 851-2211
長崎県長崎市畝刈町1613番地
85

095-860-
1177

小児科

カリタス診療所 851-2322
長崎県長崎市西出津町67番地
5

095-925-
1555

内科・消化器内科・循環器内科・小
児科・眼科・歯科・リハビリテーション

医療法人きのしたこどもクリ
ニック

852-8154
長崎県長崎市住吉町3番11号
サンシャイン住吉204号

095-847-
2001

小児科

医療法人倉田醫院内科婦人
科

852-8125 長崎県長崎市小峰町3番6号
095-843-
8211

内科・胃腸科・循環器科・リウマチ
科・婦人科

医療法人くろき眼科 851-2212
長崎市畝刈町1613番地33　サ
クセスカバーヒルズ2F

095-814-
1515

眼科

医療法人光晴会病院 852-8053
長崎県長崎市葉山1丁目3番12
号

095-857-
3533

内科・消化器科・循環器科・神経内
科・外科・泌尿器科・リハビリテーショ
ン科・心臓血管外科・リウマチ科・麻
酔科・呼吸器科・腎臓内科

医療法人太寿会　こうの医院 851-2211
長崎県長崎市京泊3丁目35番1
号

095-850-
6000

内科・呼吸器科・循環器科・小児科・
気管食道科・リハビリテーション科

社会福祉法人恩賜財団済生
会支部　済生会長崎病院

850-0003
長崎県長崎市片淵2丁目5番1
号

095-826-
9236

救急センター・総合診療科・内科・小
児科・外科・脳神経外科・整形外科・
産婦人科・泌尿器科・放射線科・麻

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　市民病院

850-8555 長崎県長崎市新地町6番39号
095-822-
3251

内科・呼吸器内科・心臓血管内科・
消化器内科・糖尿病代謝内科・脳神
経内科・血液内科・心療内科・精神
科・緩和ケア外科・産科婦人科・新生
児小児科・小児科・小児外科・外科・
消化器外科・心臓血管外科・呼吸器
外科・乳腺、内分泌外科・肛門外科・
整形外科・形成外科・脳神経外科・
麻酔科・放射線科・皮膚科・泌尿器
科・眼科・耳鼻咽喉科・リハビリテー
ション科・臨床腫瘍科・病理診断科・

社会福祉法人十善会病院 850-0905 長崎県長崎市籠町7番18号
095-821-
1214

内科・消化器科・呼吸器科・循環器
科・神経内科・外科・整形外科・脳神
経外科・形成外科・リウマチ科・肛門
科・婦人科・泌尿器科・放射線科・リ
ハビリテーション科・麻酔科
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長崎市障害福祉センター診
療所

852-8104 長崎県長崎市茂里町2番41号
095-842-
2525

小児科・整形外科・リハビリテーショ
ン科・精神科

医療法人社団健昌会新里ク
リニック浦上

852-8104 長崎県長崎市茂里町3番20号
095-813-
1234

内科・腎臓内科・呼吸器内科・循環
器内科・透析内科・糖尿病内科・整
形外科・放射線科・リハビリテーショ
ン科

すずき矯正歯科 852-8108
長崎県長崎市川口町1番1-106
号

095-843-
7373

矯正歯科

せいごうクリニック 852-0068 長崎市福田本町20番5号
095-865-
1340

内科・外科・リハビリテーション科

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　成人病セン
ター

852-8012 長崎県長崎市渕町20番5号
095-861-
1111

呼吸器内科・消化器内科・循環器内
科・心臓血管外科・腎臓内科・血液
内科・泌尿器科・放射線科・内科

医療法人ぜにや眼科 850-0853
長崎県長崎市浜の町7番15号
ｾﾞﾆﾔﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ2階

095-832-
2280

眼科

国立大学法人　長崎大学病
院（医科）

852-8102
長崎県長崎市坂本1丁目7番1
号

095-819-
7217

内科・精神科・小児科・皮膚科・泌尿
器科・眼科・麻酔科・耳鼻いんこう
科・放射線科・外科・産婦人科・心臓
血管外科・整形外科・脳神経外科・
形成外科・消化器内科・消化器外
科・呼吸器内科・循環器内科・血液
内科・内分泌､代謝内科・腎臓内科・
神経内科・感染症内科・呼吸器外
科・小児外科・乳腺､内分泌外科・リ
ウマチ科・病理診断科・救急科・移植
外科・脳神経内科

国立大学法人　長崎大学病
院（歯科）

852-8102
長崎県長崎市坂本1丁目7番1
号

095-819-
7217

歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口
腔外科

医療法人保善会田上病院 851-0251 長崎市田上2丁目14番15号
095-826-
8186

内科・外科・小児科・消化器内科・呼
吸器内科・整形外科・循環器内科・
消化器外科・放射線科・リハビリテー
ション科

医療法人　たくま医院 851-0301
長崎県長崎市深堀町3丁目106
番地2

095-871-
3478

内科・小児科・消化器内科・呼吸器
内科

津田やすお眼科 850-0035
長崎市元船町5番4号　メディカ
ルモール元船4Ｆ

095-811-
3633

眼科

角町歯科医院 850-0023 長崎市出来大工町62番4号
095-827-
4418

矯正､小児歯科

医療法人　出口外科医院 850-0918 長崎県長崎市大浦町9番11号
095-824-
7890

外科・消化器科・肛門科・整形外科・
リハビリテーション科

医療法人昭和会　長崎あじさ
い病院

850-0918 長崎県長崎市大浦町10番40号
095-828-
9721

内科・循環器内科・呼吸器内科・消
化器内科・外科・消化器外科・肛門
外科・眼科

社会医療法人　長崎記念病
院

851-0301
長崎県長崎市深堀町１丁目11
番地54

095-871-
1515

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

日本赤十字社　長崎原爆病
院

852-8104 長崎県長崎市茂里町3番15号
095-847-
1511

内科・リウマチ科・神経内科・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・リハビリテーション科・放射線
治療科・歯科口腔外科
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医療法人　衆和会　長崎腎
病院

850-0032 長崎県長崎市興善町5番1号
095-824-
1101

内科・腎臓内科（人工透析）・泌尿器
科・リハビリテーション科

長崎宝在宅医療クリニック 850-0045 長崎県長崎市宝町9番14号
095-843-
2733

外科・内科

医療法人後藤会　ながさき内
科・リウマチ科病院

850-0832 長崎県長崎市油屋町1番21号
095-822-
3151

リウマチ科・内科・リハビリテーション
科・胃腸科

独立行政法人国立病院機構
長崎病院

850-0835 長崎県長崎市桜木町6番41号
0958-23-
2261

内科・心療内科・精神科・呼吸器科・
小児科・外科・呼吸器外科・整形外
科・小児外科・リハビリテーション科

中西内科 850-0037 長崎県長崎市金屋町2番10号
095-820-
2350

内科・放射線科

医療法人　中村眼科 852-8061
長崎県長崎市滑石3丁目8番1
号

095-855-
4300

眼科

滑石まごころクリニック 850-8061 長崎市滑石5丁目5番24号
095-894-
8891

内科

鳴見台山中クリニック 851-2215
長崎県長崎市鳴見台1丁目28
番5号

095-814-
1171

外科・消化器内科・内科・肛門外科・
リハビリテーション科

羽野内科 851-2324 長崎県長崎市上黒崎町20番地
0959-25-
1500

内科・循環器科・呼吸器科・リハビリ
テーション科・小児科

医療法人福曜会　福田医院 850-0831 長崎県長崎市鍛冶屋町6番6号
095-823-
5071

小児科

藤瀬クリニック 852-8154 長崎県長崎市住吉町3番1号
095-865-
6611

外科・肛門外科・消化器内科

古川宮田整形外科内科クリ
ニック

852-8155 長崎県長崎市中園町22番10号
095-846-
0022

整形外科・内科・リハビリテーション
科

医療法人緑風会　みどりクリ
ニック

852-8034 長崎県長崎市城栄町32番20号
095-844-
7191

内科・循環器科・消化器科・呼吸器
科・放射線科

医療法人社団　春秋会　南
長崎クリニック

850-0921
長崎県長崎市松が枝町3番20
号

095-827-
3606

内科・消化器内科・泌尿器科・神経
内科・リハビリテーション科

医療法人良幸会　南長崎ツ
ダ眼科

850-0982 長崎県長崎市柳田町1番10号
095-832-
5011

眼科

医療法人　宮崎内科医院 852-8042 長崎県長崎市白鳥町3番12号
095-845-
0312

内科・循環器科・消化器科


