
乳幼児季節性インフルエンザ予防接種委託医療機関　　（長崎市）

令和3年10月22日現在

東西南北 町名　 医療機関電話 医療機関名 町名　 医療機関電話 医療機関名

愛宕2丁目 823-2662 しながわ内科クリニック 桜木町 823-2261 独立行政法人国立病院機構長崎病院

油屋町 826-0982 西田内科胃腸内科医院 桜馬場1丁目 829-0801 ささの耳鼻咽喉科クリニック

魚の町 811-0222 医療法人樹花会松崎内科循環器科 桜馬場1丁目 822-6817 吉田医院

江戸町 818-5375 医療法人　ながた大腸肛門クリニック 桜町 827-2161 赤司消化器クリニック

江戸町 821-8867 医療法人ふくだこどもクリニック 大黒町 825-3377 コムロ耳鼻咽喉科クリニック

かき道1丁目 830-2380 医療法人はやし小児科 出島町 828-2711 医療法人社団白井小児クリニック

かき道3丁目 838-6060 医療法人淡成会冨永小児科医院 築町 827-3333 医療法人築町クリニック

鍛冶屋町 823-5071 医療法人福曜会福田医院 銅座町 822-0019 医療法人相生会たじま内科消化器内科

片淵2丁目 826-9236 社会福祉法人恩賜財団済生会支部済生会長崎病院 矢上町 839-8811 医療法人社団東望会　おおくぼ乳腺クリニック

金屋町 820-2350 中西内科 矢上町 832-0050 医療法人みやぞえ小児科医院

上西山町 821-2155 医療法人安井小児科医院 万屋町 827-3657 伊藤デンタルクリニック本院

界１丁目 839-5100 右田医院 万屋町 825-7727 医療法人　小島耳鼻咽喉科クリニック

栄町 822-2906 橋本耳鼻咽喉科医院

畝刈町 860-1177 かみむら小児科 鳴見台1丁目 814-1171 鳴見台山中クリニック

旭町 862-0001 医療法人協仁会　共立耳鼻咽喉科 弁天町 861-1212 医療法人平野医院

岩見町 861-3711 医療法人やない小児科医院 梁川町 861-5050 医療法人社団奥平外科医院

大浜町 865-1234 医療法人社団　高島医院

上黒崎町 0959-25-1500 羽野内科

京泊3丁目 850-6933 なかお耳鼻咽喉科

小江原2丁目 847-0707 竹下内科医院

小江原4丁目 849-5991 にいみ整形外科医院

小瀬戸町 865-0123 医療法人　中島医院

下黒崎町 0959-25-0039 医療法人外海弘仁会日浦病院

竹の久保町 862-8888 ながすえ小児科医院

長浦町 885-2722 朝長医院
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乳幼児季節性インフルエンザ予防接種委託医療機関　　（長崎市）

東西南北 町名　 医療機関電話 医療機関名 町名　 医療機関電話 医療機関名

相生町 827-7760 田川耳鼻咽喉科 新地町 811-1035 医療法人きのこ会　松元クリニック

伊王島町2丁目 898-2300 長崎市伊王島国民健康保険診療所 新地町 822-3251 長崎みなとメディカルセンター

江川町 879-3539 医療法人社団片山小児科医院 新戸町1丁目 878-5414 医療法人星子医院

江川町 879-5232 医療法人　津田耳鼻咽喉科医院 新戸町3丁目 879-3812 医療法人大輪会愛育小児科医院

大浦町 824-2075 いまむらウィミンズクリニック 新戸町3丁目 878-3387 はたち耳鼻咽喉科クリニック

上戸町4丁目 879-0705 社会医療法人健友会上戸町病院 ダイヤランド2丁目 879-2200 医療法人里佳会　ダイヤランドまつざきクリニック

布巻町 892-8500 桑原医院 高島町 896-2048 長崎市高島国民健康保険診療所

晴海台町 892-1191 医療法人柴友会晴海台クリニック 戸町 895-8537 ますみクリニック

深堀町1丁目 871-1515 社会医療法人長崎記念病院 丸山町 823-4813 医療法人　安中外科・脳神経外科医院

深堀町3丁目 871-3478 医療法人　たくま医院 茂木町 836-1116 医療法人山田医院

岩川町 845-0791 医療法人社団山田内科 滑石2丁目 865-6559 りゅうキッズクリニック

岩屋町 856-3320 医療法人中川外科医院 滑石3丁目 856-6010 いとう内科医院

上野町 847-6555 医療法人おおみや小児科医院 滑石3丁目 857-7311 わたなべ小児科医院

扇町 844-1848 重野耳鼻咽喉科医院 滑石3丁目 857-7222 医療法人成美会うらべ耳鼻咽喉科医院

大園町 857-9933 おおの整形外科 滑石6丁目 856-2228 医療法人おおつかこども医院

大園町 856-2800 医療法人　前川医院 橋口町 814-0296 たかすぎ内科クリニック

岡町 844-1911 ごんどう小児科 花丘町 844-1079 出口小児科内科医院

川平町 843-1155 森こどもクリニック 花園町 861-6111 かわはら内科循環器科

小峰町 865-7234 あしざわ内科 文教町 894-5111 医療法人徳心会　いしまる耳鼻咽喉科

城栄町 848-4335 なかむら小児科医院 平野町 844-5655 宗耳鼻咽喉科クリニック

城栄町 842-5550 牧野くみ形成クリニック 平和町 844-8733 医療法人光徳会　わたなべ耳鼻咽喉科クリニック

住吉町 847-2001 医療法人きのしたこどもクリニック 緑ヶ丘町 844-5555 医療法人　古市外科胃腸科医院

千歳町 844-4336 医療法人社団　吉見耳鼻咽喉科 三原2丁目 843-4545 医療法人　中嶋クリニック

中園町 844-1977 田栗レディスクリニック 本原町 844-5155 医療法人中山小児科クリニック

中園町 846-0022 医療法人順成堂古川宮田整形外科内科クリニック
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