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    1011,264,7 医療法人志仁会　西脇〒850-0835 095-827-1187医療法人志仁会　理事西脇　健三郎 昭34.12. 1精神       218病院
     病院 長崎市桜木町３－１４ 常　勤:    6長　西脇　健三郎 新規 精   神   心内現存
     (医       4) 平28.12. 1
     (薬       2)
     非常勤:   28
     (医      28)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2011,275,3 医療法人厚生会　道ノ〒852-8055 095-856-1111医療法人厚生会道ノ尾松本　一隆 昭35.12. 1精神       785病院
     (013,275,7) 尾病院 長崎市虹が丘町１－１ 常　勤:   33病院　理事長　松本　 新規 精   心内 内  現存
     (医      24)純隆 平29.12. 1歯   皮   
     (歯       1)
     (薬       8)
     非常勤:   64
     (医      53)
     (歯       8)
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3011,451,0 社会医療法人　春回会〒850-0045 095-844-1281社会医療法人春回会　泉野　清宏 平11. 9.20一般       112病院
     　井上病院 長崎市宝町６番１２号 常　勤:   30理事長　井上　健一郎 移転 内   呼内 神内現存
     (医      28) 平29. 9.20外   形外 整外
     (薬       2) 脳外 眼   麻  
     非常勤:   32 放   皮   リハ
     (医      31)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4011,595,4 聖フランシスコ病院 〒852-8125 095-846-1888宗教法人聖フランシス山﨑　和文 昭43.11. 1一般       176病院
     長崎市小峰町９－２０ 常　勤:   26コ病院会　代表役員　 新規 療養        32療養病床
     (医      22)古川　正子 平28.11. 1内   呼   消  現存
     (薬       4) 循   外   整外
     非常勤:   17 呼外 ひ   放  
     (医      15) リハ 
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5011,821,4 社会医療法人　長崎記〒851-0301 095-871-1515社会医療法人長崎記念吉武　孝敏 昭52. 3.10一般       164病院
     念病院 長崎市深堀町１丁目１１－５４ 常　勤:   18病院　理事長　吉武　 新規 療養       140療養病床
     (医      16)孝敏 平28. 3.10内   呼   消  現存
     (薬       2) 循   小   外  
     非常勤:  249 整外 形外 脳外
     (医     249) ひ   こう リハ
     放   麻   胃  
     心外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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    6011,841,2 社会医療法人健友会　〒850-0918 095-821-1367社会医療法人健友会　上尾　真一 昭53. 1. 1内   整外 外  診療所
     大浦診療所 長崎市大浦町９－３０ 常　勤:    3理事長　宮崎　幸哉 組織変更 リウ 呼   リハ現存
     (医       3) 平29. 1. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7011,963,4 社会医療法人健友会　〒850-0953 095-879-0705社会医療法人健友会　三島　一幸 昭57.12. 1一般        60病院
     上戸町病院 長崎市上戸町４丁目２－２０ 常　勤:   15理事長　宮崎　幸哉 新規 療養        44療養病床
     (医      12) 平27.12. 1内   消   外  現存
     (薬       3) 整外 リハ 放  
     非常勤:   13 呼   循   こう
     (医      13) リウ 神内 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8012,016,0 医療法人博和会　愛宕〒850-0822 095-823-7107医療法人博和会　理事宇宿　勝博 昭32. 8. 1療養       150病院
     病院 長崎市愛宕４丁目１４番１号 常　勤:    5長　宇宿　慶一 新規 内   外   放  療養病床
     (医       4) 平29. 8. 1整外 胃   リハ現存
     (薬       1)
     非常勤:   51
     (医      50)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9012,028,5 医療法人慈恵会　小江〒851-1132 095-846-1010医療法人慈恵会小江原川原　史生 昭32.10. 1一般        46病院
     原中央病院 長崎市小江原２丁目１番２０号 常　勤:    8中央病院　理事長　川 新規 療養       103療養病床
     (医       7)原　史生 平29.10. 1内   放   消  現存
     (薬       1) 呼   循   リハ
     非常勤:   19 整外 小   
     (医      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10012,191,1 医療法人同仁会　小林〒850-0037 095-824-3545医療法人同仁会　理事小林　伊都子 昭32.10. 1療養        30病院
     病院 長崎市金屋町２－９ 常　勤:    3長　山口　伊都子 新規 内   リハ 麻  療養病床
     (医       3) 平29.10. 1外   現存
     非常勤:    8 乳腺外科、内分
     (医       7) 泌外科、循環器
     (薬       1) 内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11012,195,2 医療法人友愛会　田川〒852-8045 095-845-2188医療法人友愛会田川療田川　雅浩 昭32.10. 1精神       229病院
     (013,195,7) 療養所 長崎市錦２丁目１番１号 常　勤:   13養所　理事長　田川　 新規 精   心内 内  現存
     (医      10)雅浩 平29.10. 1歯   
     (薬       3)
     非常勤:   61
     (医      57)
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   12012,203,4 長崎掖済会病院 〒850-0034 095-824-0610一般社団法人日本海員大園　惠幸 昭32.11. 1一般       142病院
     長崎市樺島町５－１６ 常　勤:   18掖済会　会長　谷山　 新規 内   呼内 呼外現存
     (医      14)將 平29.11. 1外   整外 皮  
     (薬       4) ひ   リハ 放  
     非常勤:    7 リウ 
     (医       7) 性感染症泌尿器
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13012,308,1 田栗レディースクリニ〒852-8155 095-844-1977田栗　雪雄 田栗　雪雄 平 4.12.20一般         7診療所
     ック 長崎市中園町１０－２１ 常　勤:    2 移転 産   婦   現存
     (医       2) 平28.12.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14012,316,4 医療法人保善会　田上〒851-0251 095-826-8186医療法人保善会　理事蒔本　憲明 昭32. 8. 1一般        75病院
     病院 長崎市田上２丁目１４－１５ 常　勤:   12長　蒔本　恭 新規 療養        86療養病床
     (医       9) 平29. 8. 1内   外   小  現存
     (薬       3) 整外 放   眼  
     非常勤:  138 リハ 
     (医     138)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15012,480,8 井上内科医院 〒852-8134 095-844-5018井上　章 井上　章 昭41. 7.15内   胃   循  診療所
     長崎市大橋町２－３ 常　勤:    1 新規 小   放   現存
     (医       1) 平29. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16012,535,9 小嶺医院 〒852-8001 095-861-2822小嶺　徳衛 小嶺　徳衛 昭42. 8.22皮   ひ   性  診療所
     長崎市光町１７－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 8.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17012,545,8 一般社団法人是真会　〒850-0854 095-818-2002一般社団法人是真会　栗原　正紀 昭42.10. 1療養 病院
     長崎リハビリテーショ長崎市銀屋町４番１１号 常　勤:   12代表理事　栗原　正紀 新規     療養   143療養病床
     ン病院 (医       9) 平24.10. 1リハ 脳外 神内現存
     (薬       3) 整外 
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18012,637,3 医療法人後藤会　なが〒850-0832 095-822-3151医療法人後藤会　理事松岡　直樹 昭45. 1. 1一般        60病院
     さき内科・リウマチ科長崎市油屋町１－２１ 常　勤:    5長　松岡　直樹 新規 内   リウ 胃  現存
     病院 (医       3) 平30. 1. 1リハ 
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19012,644,9 恵の丘診療所 〒852-8142 095-846-0105社会福祉法人　純心聖朝長　万左男 昭45. 4. 1内   整外 精  診療所
     長崎市三ツ山町１３９－５ 常　勤:    1母会　理事長　松﨑　 新規 現存
     (医       1)ヒロ子 平30. 4. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
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   20012,665,4 奥田産婦人科医院 〒852-8117 095-844-0489奥田　倫子 奥田　倫子 昭45.12. 1産婦 診療所
     長崎市平野町１１－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21012,666,2 井石内科医院 〒852-8061 095-856-8353井石　哲哉 井石　哲哉 平21.11.24内   循   消  診療所
     長崎市滑石２丁目５番１７号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平27.11.24
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   22012,693,6 粟津外科医院 〒851-0251 095-826-9083粟津　俊彦 粟津　俊彦 昭46. 8.20呼   外   整外診療所
     長崎市田上２丁目８番１８号 常　勤:    2 新規 放   消   こう現存
     (医       2) 平28. 8.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   23012,715,7 長崎市医師会医療セン〒850-8511 095-818-5600一般社団法人長崎市医前田　潤平 平14. 4. 1内   診療所
     ター診療所 長崎市栄町２番２２号 常　勤:    1師会　会長　小森　清 移転 現存
     (医       1)和 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   24012,753,8 医療法人緑十字会　高〒850-0873 095-821-1212医療法人緑十字会　理高原　聡 昭48.12. 1一般        52病院
     原中央病院 長崎市諏訪町６－２４ 常　勤:    6事長　高原　浩 新規 内   リハ 呼  現存
     (医       4) 平27.12. 1消   循   気食
     (薬       2) 神内 リウ 
     非常勤:   48
     (医      44)
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   25012,756,1 谷口外科整形外科医院〒850-0954 095-878-3181谷口　龍馬 谷口　龍馬 平19.11. 1外   整外 胃  診療所
     長崎市新戸町３丁目３番２２号 常　勤:    2 移転 リハ 皮   現存
     (医       2) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   26012,765,2 松尾内科医院 〒850-0875 095-825-0211松尾　省吾 松尾　省吾 平17. 3. 1内   循   消  診療所
     長崎市栄町３番１０号 常　勤:    3 移転 リハ 現存
     (医       2) 平29. 3. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   27012,770,2 田口医院 〒850-0062 095-861-3605田口　貢 田口　貢 昭49. 6.10外   ひ   診療所
     長崎市大谷町４－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   28012,777,7 出口小児科内科医院 〒852-8153 095-844-1079出口　忠澄 出口　忠澄 昭49. 8. 1内   小   診療所
     長崎市花丘町１－２６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
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   29012,785,0 井手外科医院 〒850-0034 095-822-0670井手　聰 井手　聰 昭49.10.24胃   外   整外診療所
     長崎市樺島町４－１ 常　勤:    1 新規 消   放   こう現存
     (医       1) 平28.10.24リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   30012,788,4 藤田外科医院 〒850-0961 095-878-5101藤田　忠泰 藤田　忠泰 昭50. 4.16外   整外 胃  診療所
     長崎市小ケ倉町１丁目６４０ 常　勤:    1 新規 こう リハ 現存
     (医       1) 平29. 4.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   31012,804,9 山本内科医院 〒850-0851 095-822-1081山本　隆一 山本　隆一 昭51. 2.27内   診療所
     長崎市古川町６－３０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 2.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   32012,815,5 医療法人和仁会　和仁〒851-0103 095-839-2051医療法人和仁会　理事松本　晋 昭52. 1. 1一般        59病院
     会病院 長崎市中里町９６ 常　勤:   14長　臼井　和裕 新規 療養       153療養病床
     (医      12) 平28. 1. 1内   外   整外現存
     (薬       2) ひ   リハ 放  
     非常勤:   82 循   脳外 リウ
     (医      82) （循環器、糖尿
     病、腎臓、人工
     透析）内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   33012,840,3 山崎医院 〒851-1123 095-841-0010山﨑　洋二 山﨑　洋二 昭52.12.12外   内   診療所
     長崎市四杖町１７３８番地３ 常　勤:    2 移転 現存
     (医       2) 平28.12.12
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   34012,857,7 弘医院 〒850-0921 095-824-3303 弘　逸男 弘　逸男 昭53. 9.18胃   外   リハ診療所
     長崎市松が枝町６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   35012,862,7 竹下内科医院 〒851-1132 095-847-0707竹下　潤一郎 竹下　潤一郎 昭54. 2.21内   呼   消  診療所
     長崎市小江原２丁目２９番１２号常　勤:    1 新規 循   小   現存
     (医       1) 平30. 2.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   36012,868,4 医療法人稲仁会　三原〒852-8123 095-846-8111医療法人　稲仁会　理山本　登 昭54. 5.12一般        55病院
     (013,384,7) 台病院 長崎市三原１丁目８番３５号 常　勤:   14事長　出口　剛 移転 療養       177療養病床
     (医      10) 平30. 5.12内   消   神内現存
     (歯       1) 皮   ひ   眼  
     (薬       3) 耳い リハ 放  
     非常勤:   15 歯   整外 循  
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   37012,869,2 押渕クリニック 〒850-0951 095-827-2116押渕　礼子 押渕　礼子 昭54. 5.10内   循   診療所
     長崎市国分町８－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   38012,871,8 医療法人　光晴会病院〒852-8053 095-857-3533医療法人光晴会　理事岡田　和也 昭54. 6. 1一般       179病院
     長崎市葉山１丁目３番１２号 常　勤:   35長　大坪　俊夫 新規 内   消   外  現存
     (医      26) 平30. 6. 1ひ   リハ 心外
     (薬       9) リウ 呼   形外
     非常勤:  122 循環器内科、腎
     (医     122) 臓内科、肛門外
     科、糖尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   39012,888,2 牟田医院 〒851-0133 095-837-1301牟田　直矢 牟田　直矢 昭55. 1. 1一般         7診療所
     長崎市矢上町９番６号 常　勤:    1 新規 療養         8療養病床
     (医       1) 平28. 1. 1内   現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   40012,906,2 浜崎内科クリニック 〒850-0961 095-878-7122浜崎　勝幸 浜崎　勝幸 昭55. 6.10内   呼   消  診療所
     長崎市小ケ倉町２－１８３　　 新規 循   放   現存
     平28. 6.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   41012,913,8 天本泌尿器科医院 〒850-0862 095-822-5756天本　太平 天本　太平 昭55. 9.20ひ   診療所
     長崎市出島町１－２７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   42012,924,5 武藤内科医院 〒850-0903 095-823-1822武藤　一己 武藤　一己 昭56. 1. 7内   診療所
     長崎市寄合町３－４１ 新規 現存
     平29. 1. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   43012,929,4 飛永内科医院 〒852-8144 095-846-8271飛永　征一 飛永　征一 昭56. 3.16内   放   診療所
     長崎市女の都３丁目１番９号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 3.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   44012,935,1 よなわ医院 〒852-8052 095-856-2311与那覇　実 与那覇　実 平 6. 5.20内   呼   胃  診療所
     長崎市岩屋町２５－７ 常　勤:    1 移転 循   精   心内現存
     (医       1) 平30. 5.20
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   45012,936,9 飯田内科・小児科医院〒852-8065 095-857-2153飯田　正思 飯田　正思 昭56. 5.11内   小   診療所
     長崎市横尾２丁目１３－６ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29. 5.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   46012,957,5 医療法人昭和会　昭和〒850-0911 095-827-0181医療法人　昭和会　昭南　宣行 昭57. 6. 1療養       286病院
     会病院 長崎市東山手町６－５１ 常　勤:   13和会病院　理事長　南 新規 内   呼   消  療養病床
     (医       9)　宣行 平30. 6. 1循   外   皮  現存
     (薬       4) リハ 放   
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   47012,958,3 三景台病院 〒850-0823 095-827-3121浜野　浩 浜野　浩 昭57. 7.15療養       105病院
     長崎市弥生町７－４３ 常　勤:    4 新規 内   外   整外療養病床
     (医       3) 平24. 7.15リハ 現存
     (薬       1)
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   48012,962,5 梅木耳鼻咽喉科医院 〒850-0033 095-828-2525梅木　誠一 梅木　誠一 平13. 4. 1耳い 診療所
     長崎市万才町１０ー３　サンガー常　勤:    2 移転 現存
     デン万才町ビル２Ｆ (医       1) 平25. 4. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   49012,973,2 本多皮ふ科医院 〒851-0133 095-838-2111本多　哲三 本多　哲三 昭58.12.12皮   診療所
     長崎市矢上町２番２号 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.12.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   50012,976,5 荒谷内科医院 〒852-8135 095-849-2805荒谷　弘康 荒谷　弘康 昭59. 1.12内   診療所
     長崎市千歳町２１－１　久部ビル常　勤:    1 新規 現存
     ２Ｆ (医       1) 平29. 1.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51012,978,1 あが医院 〒850-0832 095-823-1481阿賀　倶子 阿賀　倶子 平16. 4. 1内   呼   診療所
     長崎市油屋町１番３９号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   52012,981,5 まつう眼科医院 〒850-0971 095-879-2100松鵜　嘉文 松鵜　嘉文 昭59. 3. 6眼   診療所
     長崎市磯道町５－１０ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29. 3. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   53012,983,1 谷口医院 〒850-0976 095-879-0119谷口　晴幸 谷口　晴幸 昭59. 4. 3胃   外   リハ診療所
     長崎市毛井首町９６－３０ 常　勤:    1 新規 放   麻   現存
     (医       1) 平29. 4. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   54012,988,0 なかむら小児科医院 〒852-8034 095-848-4335中村　欽光 中村　欽光 昭59. 9. 1小   診療所
     長崎市城栄町１７番１４号　松竹常　勤:    1 新規 現存
     ビル (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［長崎県］

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成     8 頁

   55012,993,0 池辺内科医院 〒850-0831 095-822-1946池辺　璋 池辺　璋 昭59.10. 3内   呼   消  診療所
     長崎市鍛冶屋町６－４７ 常　勤:    1 新規 循   現存
     (医       1) 平29.10. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   56012,995,5 井手内科医院 〒852-8117 095-844-0065井手　秀水 井手　秀水 昭60. 1. 1内   胃   放  診療所
     長崎市平野町１２－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   57012,996,3 笹岡皮膚科医院 〒850-0952 095-878-6888笹岡　和夫 笹岡　和夫 昭60. 1.21皮   診療所
     長崎市戸町２丁目１番２６号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 1.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   58015,035,7 医療法人徳洲会　長崎〒852-8061 095-857-3000医療法人徳洲会　理事鬼塚　正成 昭61.11.20一般       108病院
     北徳洲会病院 長崎市滑石１丁目１２番５号 常　勤:    7長　鈴木　隆夫 新規 内   呼   胃  現存
     (医       7) 平28.11.20神   精   心内
     非常勤:   45 外   整外 形外
     (医      44) 脳外 リハ 放  
     (薬       1) 麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   59015,043,1 医療法人厚生会　虹が〒852-8055 095-856-1112医療法人厚生会虹が丘冨永　雅博 昭62. 4. 6一般       150病院
     丘病院 長崎市虹が丘町１番１号 常　勤:   34病院　理事長　松本　 新規 内   リウ 神内現存
     (医      22)純 平29. 4. 6外   整外 皮  
     (薬      12) 放   リハ 
     非常勤:  126
     (医     125)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   60015,049,8 医療法人光仁会　光仁〒852-8123 095-844-3456医療法人光仁会　理事本村　龍太郎 昭62. 9. 7精神       468病院
     会病院 長崎市三原３丁目６４３番地 常　勤:    9長　本村　龍太郎 組織変更 内   精   心内現存
     (医       7) 平29. 9. 7皮   リハ 放  
     (薬       2)
     非常勤:   20
     (医      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   61016,010,9 田川耳鼻咽喉科診療所〒850-0922 095-827-7760田川　幸雄 田川　幸雄 昭60. 8. 1耳い アレ 診療所
     長崎市相生町２－３バンビル３Ｆ常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   62016,014,1 朝永整形外科医院 〒852-8034 095-844-2579朝永　正剛 朝永　正剛 昭60.11. 1整外 リハ 診療所
     長崎市城栄町１３－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   63016,015,8 野田消化器クリニック〒850-0853 095-826-9252野田　剛稔 野田　剛稔 昭60.12. 2消   外   リハ診療所
     長崎市浜町２－１８ 常　勤:    1 新規 放   現存
     (医       1) 平27.12. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   64016,024,0 医療法人友愛会　田川〒852-8107 095-845-5586医療法人友愛会　理事田川　安浩 昭61. 6. 1精   心内 診療所
     クリニック 長崎市浜口町１４－１６ 常　勤:    2長　田川　雅浩 新規 現存
     (医       2) 平28. 6. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   65016,033,1 諸熊医院 〒850-0853 095-827-6114諸熊　正文 諸熊　正文 昭61.11. 1一般        19診療所
     長崎市浜町４－２０ 常　勤:    2 新規 内   現存
     (医       2) 平28.11. 1内科（消化器、
     循環器、糖尿病
     、内分泌）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   66016,036,4 松尾皮ふ泌尿器科医院〒850-0832 095-822-4105松尾　栄之進 松尾　栄之進 昭62. 1. 1皮   ひ   診療所
     長崎市油屋町２－３４芳栄ビル１常　勤:    1 新規 現存
     階 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   67016,039,8 西山さとう眼科医院 〒850-0001 095-822-1238佐藤　眞由美 佐藤　眞由美 平 7. 8. 7眼   診療所
     長崎市西山２丁目２－１１ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平28. 8. 7
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   68016,040,6 はざま神経内科・内科〒850-0013 095-822-4877迫　龍二 迫　龍二 昭62. 2. 2内   神内 診療所
     医院 長崎市中川１丁目１１番２８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 2. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   69016,042,2 つのだ医院 〒851-0102 095-839-7022角田　悦朗 角田　悦朗 平 4.11. 1内   診療所
     長崎市つつじが丘１－１５－２４常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   70016,047,1 松原牟田内科小児科医〒851-0131 095-839-3555牟田　隆也 牟田　隆也 昭62. 8.18内   小   診療所
     院 長崎市松原町２５５０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 8.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   71016,048,9 右田医院 〒851-0122 095-839-5100右田　礼二郎 右田　礼二郎 昭62. 9. 5内   循   小  診療所
     長崎市界町１丁目１－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   72016,050,5 医療法人社団　なかむ〒850-0852 095-822-8815医療法人社団なかむら中村　良三 昭62. 9.10内   診療所
     ら内科診療所 長崎市万屋町５－７関谷ビル２Ｆ常　勤:    1内科診療所　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)中村　良三 平29. 9.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   73016,052,1 医療法人衆和会　長崎〒850-0032 095-824-1101医療法人衆和会　理事原田　孝司 平23. 7. 4一般        79病院
     腎病院 長崎市興善町５－１ 常　勤:    9長　舩越　哲 移転 内   ひ   リハ現存
     (医       5) 平29. 7. 4
     (薬       4)
     非常勤:   94
     (医      94)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   74016,057,0 医療法人誠仁会　千綿〒851-0133 095-839-2121医療法人誠仁会　千綿大久保　洋 昭63. 1. 4一般        56病院
     病院 長崎市矢上町９番１２号 常　勤:    5病院　理事長　大久保 組織変更 内   外   整外現存
     (医       3)　洋 平30. 1. 4リハ リウ 呼内
     (薬       2) 循内
     非常勤:   23
     (医      22)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   75016,058,8 古賀内科循環器科医院〒852-8054 095-857-8222古賀　秀隆 古賀　秀隆 昭63. 3. 5内   循   小  診療所
     長崎市エミネント葉山町４番６号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 3. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   76016,059,6 横田医院 〒850-0015 095-822-5005横田　実 横田　実 昭63. 3.12内   呼   消  診療所
     長崎市桜馬場２丁目１番１５号 常　勤:    1 新規 循   小   現存
     (医       1) 平30. 3.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   77016,064,6 吉雄医院 〒850-0065 095-861-3042吉雄　幸治 吉雄　幸治 昭63. 4.14内   循   診療所
     長崎市入船町３－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   78016,071,1 関泌尿器・ひふ科医院〒850-0854 095-821-8206関　悦治 関　悦治 昭63. 7.25ひ   皮   性  診療所
     長崎市銀屋町４番１号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平24. 7.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   79016,074,5 医療法人社団寿豊会　〒850-0024 095-823-6511医療法人社団寿豊会　佐藤　壽彦 昭63. 9. 1一般        18診療所
     佐藤整形外科医院 長崎市大井手町５６番地１ 常　勤:    1佐藤整形外科医院　理 組織変更 整外 リハ 現存
     (医       1)事長　佐藤　壽彦 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   80016,075,2 医療法人社団健生会　〒851-0134 095-837-1181医療法人社団健生会　福田　寛典 昭63. 9. 1皮   ひ   診療所
     東長崎皮ふ科・泌尿器長崎市田中町１０２７－１３ 常　勤:    2東長崎皮ふ科・泌尿器 組織変更 現存
     科医院 (医       2)科医院　理事長　福田 平24. 9. 1
     　健
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   81016,084,4 医療法人　さいのお耳〒852-8134 095-848-6100医療法人　さいのお耳道祖尾　弦 平27.11. 1耳い 診療所
     鼻咽喉科医院 長崎市大橋町１０番２３号 常　勤:    2鼻咽喉科医院　理事長 移転 現存
     (医       2)　道祖尾　弦 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   82016,085,1 医療法人社団　池田胃〒850-0922 095-822-7792医療法人社団　池田胃池田　弘幸 平25.12. 1内   診療所
     腸内科医院 長崎市相生町５番１号 常　勤:    2腸内科医院　理事長　 移転 胃内　内視内　現存
     (医       2)池田　弘幸 平25.12. 1消内　呼内　循
     内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   83016,092,7 医療法人　赤司消化器〒850-0031 095-827-2161医療法人赤司消化器ク赤司　有史 平元. 4. 1消   外   診療所
     クリニック 長崎市桜町６－１０ 常　勤:    2リニック　理事長　赤 組織変更 現存
     (医       2)司　有史 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   84016,093,5 医療法人社団　あき山〒852-8061 095-857-3859医療法人社団あき山皮穐山　雄一郎 平19.11. 5皮   アレ 診療所
     皮ふ科医院 長崎市滑石１丁目２番６号 常　勤:    2ふ科医院　理事長　穐 移転 現存
     (医       2)山　雄一郎 平25.11. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   85016,094,3 医療法人社団　麻生整〒852-8065 095-857-2055医療法人社団麻生整形麻生　英一郎 平元. 4. 1一般    診療所
     形外科医院 長崎市横尾２－１３－１８ 常　勤:    1外科医院　理事長　麻 組織変更 外   整外 リハ現存
     (医       1)生　英一郎 平28. 4. 1リウ 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   86016,095,0 医療法人社団博生会　〒850-0842 095-823-5996医療法人社団 生会　片峰　智子 平 9. 7. 3内   胃   循  診療所
     大久保医院 長崎市新地町４番１５号 常　勤:    2大久保医院　理事長　 移転 現存
     (医       2)片峰　智子 平24. 7. 3
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   87016,098,4 医療法人社団　佐藤眼〒850-0901 095-822-0321医療法人社団佐藤眼科佐藤　安雄 平元. 4. 1眼   診療所
     科医院 長崎市本石灰町５－１１ 常　勤:    1医院　理事長　佐藤　 組織変更 現存
     (医       1)安雄 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   88016,099,2 医療法人社団　白井小〒850-0862 095-828-2711医療法人社団白井小児永野　清昭 平元. 4. 1小   診療所
     児クリニック 長崎市出島町１３－１出島栗原ビ常　勤:    2科クリニック　理事長 組織変更 現存
     ル２Ｆ (医       2)　永野　清昭 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   89016,101,6 医療法人社団　千歳会〒852-8154 095-845-6239医療法人社団　千歳会南野　盛二 平13. 6. 1整外 リハ 診療所
     　高松整形外科医院 長崎市住吉町３ー１　サン住吉ビ常　勤:    1　理事長　南野　盛二 移転 現存
     ル２階 (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   90016,102,4 医療法人社団　高村内〒850-0852 095-822-4332医療法人社団高村内科高村　邦彦 平元. 4. 1内   診療所
     科医院 長崎市万屋町２－１０ 常　勤:    1医院　理事長　高村　 組織変更 現存
     (医       1)邦彦 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   91016,103,2 医療法人社団　津田眼〒850-0029 095-825-1300医療法人社団津田眼科津田　佳助 平元. 4. 1一般         7診療所
     科医院 長崎市八百屋町２－１ 常　勤:    1医院　理事長　津田　 組織変更 眼   現存
     (医       1)佳助 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   92016,104,0 弥生ケ丘中口内科医院〒850-0823 095-823-6334医療法人陽水会　理事中口　規彦 平10. 6. 1内   消   小  診療所
     長崎市弥生町４ー５６ 常　勤:    1長　中口　規彦 移転 リハ 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   93016,105,7 医療法人　永尾内科医〒852-8016 095-861-6769医療法人永尾内科医院永尾　敬美 平元. 4. 1内   胃   循  診療所
     院 長崎市宝栄町１－１ 常　勤:    1　理事長　永尾　敬美 組織変更 放   呼   現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   94016,107,3 まつお医院 〒850-0953 095-878-3230松尾　美代 松尾　美代 平 6. 6. 1内   小   診療所
     長崎市上戸町２ー１７ー１１ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   95016,108,1 医療法人社団　山田内〒852-8106 095-845-0791医療法人社団山田内科山田　久 平元. 4. 1内   神   呼  診療所
     科医院 長崎市岩川町３－１ 常　勤:    2医院　理事長　山田　 組織変更 胃   循   小  現存
     (医       2)久 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   96016,113,1 医療法人社団千仁会　〒850-0061 095-861-8318医療法人社団千仁会千千々岩　秀夫 平元. 4. 1内   外   整外診療所
     千々岩医院 長崎市水の浦町３－１０ 常　勤:    2々岩医院　理事長　千 組織変更 リハ 現存
     (医       2)々岩　秀夫 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   97016,114,9 吉田医院 〒850-0015 095-822-6817吉田　光夫 吉田　光夫 平元. 4.17内   小   麻  診療所
     長崎市桜馬場１－１０－１７ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平28. 4.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   98016,115,6 医療法人社団　天本内〒850-0033 095-823-8575医療法人社団　天本内天本　大輔 平元. 5. 1内   胃   循  診療所
     科医院 長崎市万才町７－１住友生命ビル常　勤:    1科医院　天本　大輔 組織変更 現存
     ３Ｆ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   99016,116,4 医療法人慈徳会　小川〒852-8061 095-857-4555医療法人慈徳会小川耳小川　繁久 平元. 5. 1耳い 診療所
     耳鼻咽喉科医院 長崎市滑石２丁目９－１２ 常　勤:    1鼻咽喉科医院　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　小川　繁久 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  100016,117,2 医療法人　遠山小児科〒852-8053 095-857-2132医療法人　遠山小児科遠山　幸治 平元. 5. 1小   診療所
     医院 長崎市葉山１丁目５－１ 常　勤:    1医院　理事長　遠山　 組織変更 現存
     (医       1)幸治 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101016,118,0 医療法人　中浦皮膚科〒851-0103 095-837-1316医療法人中浦皮膚科医中浦　優 平 5. 6. 1皮   診療所
     医院 長崎市中里町１０３０－２ 常　勤:    3院　理事長　中浦　優 移転 現存
     (医       3) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  102016,119,8 医療法人　古市外科胃〒852-8033 095-844-5555医療法人古市外科胃腸古市　哲 平 5.11.29外   整外 胃  診療所
     腸科医院 長崎市緑が丘町２－１ 常　勤:    1科医院　理事長　古市 移転 皮   こう 現存
     (医       1)　哲 平29.11.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  103016,120,6 医療法人　田村内科神〒852-8035 095-845-5314医療法人田村内科神経岩永　圭介 平18. 5. 1内   神内 リハ診療所
     経内科油木坂クリニッ長崎市油木町８番４８号 常　勤:    1内科油木坂クリニック 移転 現存
     ク (医       1)　理事長　岩永　圭介 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  104016,126,3 医療法人社団　東和会〒850-0841 095-822-1515医療法人社団東和会　道祖尾　直知 平元. 7. 1耳い 気食 アレ診療所
     　サイノオ耳鼻咽喉科長崎市銅座町５－７ 常　勤:    1サイノオ耳鼻咽喉科医 新規 現存
     医院 (医       1)院　理事長　道祖尾　 平28. 7. 1
     非常勤:    1直知
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  105016,131,3 医療法人治光会　浦野〒852-8062 095-856-2970医療法人治光会　理事浦野　善一郎 平元. 8. 1胃   外   整外診療所
     外科医院 長崎市大園町５－２ 常　勤:    1長　浦野　善一郎 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  106016,133,9 医療法人　奥内科医院〒850-0001 095-822-5355医療法人奥内科医院　奥　百合子 平元. 8. 1内   小   循  診療所
     長崎市西山町２丁目１０番１０号常　勤:    2理事長　奥　百合子 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  107016,134,7 医療法人社団　奥平外〒852-8013 095-861-5050医療法人社団奥平外科奥平　定之 平元. 8. 1外   整外 診療所
     科医院 長崎市梁川町４－１５ 常　勤:    1医院　理事長　奥平　 組織変更 消化器内科 現存
     (医       1)定之 平28. 8. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  108016,136,2 医療法人社団明星会　〒850-0842 095-824-3193医療法人社団明星会サ立石　修三 平元. 8. 1外   整外 リハ診療所
     サイクサ外科医院 長崎市新地町４－８ 常　勤:    1イクサ外科医院　理事 組織変更 消   こう 現存
     (医       1)長　立石　修三 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  109016,137,0 医療法人　杉田レディ〒852-8118 095-849-3040医療法人杉田レディー杉田　佑保 平元. 8. 1一般    診療所
     ースクリニック 長崎市松山町３－９４松屋ビル 常　勤:    2スクリニック　理事長 組織変更 内   婦   現存
     (医       2)　杉田　佑保 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  110016,138,8 医療法人　田中皮ふ科〒852-8137 095-844-2808医療法人田中皮ふ科医田中　敬一 平 5. 6. 1皮   アレ 診療所
     医院 長崎市若葉町１２－１９ 常　勤:    1院　理事長　田中　敬 移転 現存
     (医       1)一 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  111016,140,4 医療法人社団康仁会　〒852-8002 095-861-6262医療法人社団康仁会　林　郁夫 平元. 8. 1内   循   外  診療所
     林医院 長崎市弁天町１１－２２ 常　勤:    1理事長　林　郁夫 新規 整外 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  112016,141,2 医療法人社団　深堀内〒850-0961 095-878-1182医療法人社団深堀内科深堀　茂樹 平元. 8. 1一般         4診療所
     科医院 長崎市小ケ倉町３丁目７６－７７常　勤:    1医院　理事長　深堀　 組織変更 療養        12療養病床
     (医       1)茂樹 平28. 8. 1内   呼   消  現存
     循   小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  113016,144,6 医療法人　宮崎内科医〒852-8042 095-845-0312医療法人宮崎内科医院宮﨑　正信 平18. 6.19内   循   消  診療所
     院 長崎市白鳥町３番１２号 常　勤:    1　理事長　宮﨑　正信 移転 現存
     (医       1) 平30. 6.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  114016,145,3 医療法人社団照和会　〒850-0982 095-879-2005医療法人社団照和会松松本　保和 平元. 8. 1内   呼   循  診療所
     松本循環器内科医院 長崎市柳田町５７－１ 常　勤:    1本循環器内科医院　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　松本　保和 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  115016,146,1 医療法人　森医院 〒851-0103 095-837-1255医療法人森医院　理事森　頼隆 平18. 3.13内   小   放  診療所
     長崎市中里町１２８９－１ 常　勤:    2長　森　頼隆 移転 現存
     (医       2) 平30. 3.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  116016,147,9 医療法人　山本眼科医〒852-8137 095-848-6639医療法人山本眼科医院山本　一喜 平元. 8. 1眼   診療所
     院 長崎市若葉町１４－９ 常　勤:    1　理事長　山本　一喜 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  117016,151,1 医療法人　河野内科医〒852-8143 095-846-5101医療法人河野内科医院河野　通夫 平 9. 6.20内   消   診療所
     院 長崎市川平町１２０４ 常　勤:    1　理事長　河野　通夫 移転 現存
     (医       1) 平30. 6.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  118016,153,7 医療法人福曜会　福田〒850-0831 095-823-5071医療法人福曜会福田医高岸　有子 平元. 9. 1内   小   外  診療所
     医院 長崎市鍛冶屋町６－６ 常　勤:    1院　理事長　高岸　有 新規 整外 リハ 現存
     (医       1)子 平28. 9. 1
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  119016,169,3 医療法人　阿保外科医〒851-0121 095-839-1151医療法人阿保外科医院阿保　守邦 平 2. 1. 1胃   外   整外診療所
     院 長崎市宿町２８－１ 常　勤:    2　理事長　阿保　守邦 組織変更 リハ 放   こう現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  120016,174,3 三島内科医院 〒850-0953 095-878-2121三島　致衍 三島　致衍 平 2. 2.28内   リハ 診療所
     長崎市上戸町２丁目８番１６号 常　勤:    1 新規 消化器内科 現存
     (医       1) 平29. 2.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  121016,179,2 医療法人　木下内科医〒850-0861 095-822-9266医療法人木下内科医院木下　秀樹 平10. 7.21内   消   呼  診療所
     院 長崎市江戸町５番１４号 常　勤:    1　理事長　木下　秀樹 移転 循   現存
     (医       1) 平28. 7.21
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  122016,180,0 堀内形成整形外科医院〒850-0003 095-823-6638堀内　英俊 堀内　英俊 平 2. 4. 1整外 形外 リハ診療所
     長崎市片淵１丁目１１－１０ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  123016,183,4 中山クリニック 〒852-8156 095-843-6881中山　正明 中山　正明 平 7. 1. 1消   外   こう診療所
     長崎市赤迫１丁目２－１２ 常　勤:    1 移転 放   現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  124016,185,9 石野皮膚科医院 〒852-8105 095-843-7575石野　八州子 石野　八州子 平 2. 6.14皮   診療所
     長崎市目覚町３－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  125016,186,7 松下医院 〒851-0134 095-839-8928松下　端夫 松下　端夫 平 2. 7. 2循   小   診療所
     長崎市田中町９０３番地 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29. 7. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  126016,188,3 みのり会診療所 〒850-0909 095-820-0833天本　俊太 天本　俊太 平30. 2.26内   診療所
     長崎市梅香崎町２番１４号フェリ常　勤:    1 移転 現存
     ーチェ梅香崎２階 (医       1) 平30. 2.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  127016,189,1 たちばなベイクリニッ〒851-0123 095-830-1188医療法人　今村　理事南　ひとみ 平27. 7. 1一般        19診療所
     ク 長崎市網場町４８７番８ 常　勤:    4長　今村　汪 移転 内   整外 リハ現存
     (医       3) 平27. 7. 1麻   眼   
     (薬       1) 消化器内科、循
     非常勤:    6 環器内科
     (医       5)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  128016,191,7 医療法人社団　まわた〒850-0001 095-822-0101医療法人社団まわたり馬渡　一雄 平 2. 8. 1内   循   診療所
     り内科医院 長崎市西山２丁目９－２ 常　勤:    1内科医院　理事長　馬 組織変更 現存
     (医       1)渡　一雄 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  129016,195,8 医療法人杏仁会　山口〒850-0854 095-822-0251医療法人杏仁会山口内山口　正人 平 2. 9. 1一般        19診療所
     内科医院 長崎市銀屋町２番１０号 常　勤:    1科医院　理事長　山口 組織変更 内   現存
     (医       1)　正人 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  130016,196,6 江良医院 〒852-8154 095-844-0415江良　修 江良　修 平 2.10. 1内   診療所
     長崎市住吉町５－１５ 常　勤:    1 移転 循環器内科 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  131016,200,6 医療法人社団春秋会　〒850-0921 095-827-3606医療法人社団春秋会南難波　裕幸 平 2.11. 1一般        18診療所
     南長崎クリニック 長崎市松が枝町３－２０ 常　勤:    6長崎クリニック　理事 移転 内   神内 ひ  現存
     (医       4)長　永田　剛 平29.11. 1リハ 
     (薬       2) 消化器内科、糖
     非常勤:    8 尿病・内分泌・
     (医       8) 代謝内科、循環
     器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  132016,205,5 くわつか医院 〒852-8116 095-849-1233鍬塚　雅弘 鍬塚　雅弘 平 2.12. 1内   胃   小  診療所
     長崎市平和町１５－７ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  133016,207,1 医療法人社団　髙島医〒850-0066 095-865-1234医療法人社団髙島医院髙島　一彦 平 2.12. 1内   胃   リハ診療所
     院 長崎市大浜町１５４７ 常　勤:    1　理事長　髙島　一彦 組織変更 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  134016,210,5 つつみ内科クリニック〒852-8022 095-862-7161堤　恒雄 堤　恒雄 平 2.12.10内   呼   消  診療所
     長崎市富士見町１－４ 常　勤:    1 新規 循   現存
     (医       1) 平29.12.10
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  135016,212,1 賀来医院 〒851-2204 095-850-5008賀来　文雄 賀来　文雄 平 3. 2.13内   小   リハ診療所
     長崎市三重町６２９－１ 常　勤:    1 新規 放   現存
     (医       1) 平30. 2.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  136016,216,2 医療法人　田中外科眼〒852-8016 095-862-6580医療法人　田中外科眼田中　研次 平25. 5.14外   整外 胃  診療所
     科クリニック 長崎市宝栄町２３－１５ 常　勤:    1科クリニック　理事長 移転 心外 眼   現存
     (医       1)　田中　研次 平25. 5.14
     非常勤:    2
     (医       2)
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  137016,218,8 佐藤和眼科医院 〒852-8145 095-844-9755佐藤　和雄 佐藤　和雄 平 4. 4.20一般         7診療所
     長崎市昭和２丁目１６－７ 常　勤:    1 移転 眼   現存
     (医       1) 平28. 4.20
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  138016,219,6 医療法人社団昭成会　〒852-8116 095-845-8666医療法人社団昭成会　岩永　信昭 平 3. 5. 1一般         9診療所
     岩永医院 長崎市平和町８－７ 常　勤:    2理事長　岩永　信昭 新規 内   消   循  現存
     (医       2) 平30. 5. 1リウ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  139016,222,0 ながすえ小児科医院 〒852-8014 095-862-8888永末　俊郎 永末　俊郎 平 3. 6.10小   診療所
     長崎市竹の久保町１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  140016,225,3 医療法人　麻生外科医〒852-8061 095-856-2255医療法人麻生外科医院平田　恵三 平 3. 8. 1胃   外   整外診療所
     院 長崎市滑石２丁目２－８ 常　勤:    1　理事長　平田　恵三 組織変更 こう リハ 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  141016,227,9 医療法人宏友会　さと〒852-8022 095-861-1477医療法人宏友会さとう佐藤　辰夫 平 3. 8. 1一般        13診療所
     う内科医院 長崎市富士見町３－２５ 常　勤:    2内科医院　理事長　佐 組織変更 療養         4療養病床
     (医       2)藤　辰夫 平24. 8. 1内   放   リハ現存
     非常勤:    2 消化器内科、循
     (医       2) 環器内科、糖尿
     病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  142016,228,7 医療法人社団　白井眼〒852-8061 095-857-4589医療法人社団白井眼科白井　彰 平 3. 8. 1眼   診療所
     科医院 長崎市滑石１丁目１０－３４ 常　勤:    1医院　理事長　白井　 組織変更 現存
     (医       1)彰 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  143016,229,5 医療法人　陣内耳鼻咽〒852-8021 095-862-6252医療法人　陣内耳鼻咽陣内　廣 平 4. 5. 1耳い 診療所
     喉科医院 長崎市城山町３１－１４ 常　勤:    1喉科医院　理事長　陣 移転 現存
     (医       1)内　廣 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  144016,230,3 医療法人社団　田島整〒852-8105 095-845-4155医療法人社団田島整形田島　圭輔 平 8. 8.10外   整外 リハ診療所
     形外科・外科・クリニ長崎市目覚町４番１５号 常　勤:    1外科・外科・クリニッ 移転 現存
     ック (医       1)ク　理事長　田島　春 平29. 8.10
     非常勤:    1生
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  145016,231,1 医療法人　福田ゆたか〒852-8107 095-848-7151医療法人福田ゆたか外福田　豊 平11. 6. 6外   内   胃  診療所
     外科医院 長崎市浜口町３番５号 常　勤:    5科医院　理事長　福田 移転 こう 現存
     (医       4)　豊 平29. 6. 6
     (薬       1)
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  146016,232,9 山根内科胃腸科医院 〒850-0046 095-823-6769山根　豊 山根　豊 平21. 7.21内   胃   消  診療所
     長崎市幸町６番２０号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平27. 7.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  147016,233,7 田中皮ふ科・アレルギ〒852-8117 095-848-6318田中　正和 田中　正和 平 3. 9.20皮   アレ 診療所
     ー科医院 長崎市平野町１２－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  148016,237,8 白ひげ整形外科医院 〒850-0027 095-822-0809白髭　章 白髭　章 平 3.11.19整外 リハ 診療所
     長崎市桶屋町４７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  149016,239,4 医療法人成美会　うら〒852-8061 095-857-7222医療法人成美会　理事占部　有人 平 3.12. 1耳い アレ 診療所
     べ耳鼻咽喉科医院 長崎市滑石３－１９－１０　田川常　勤:    1長　占部　有人 組織変更 現存
     ビル２Ｆ (医       1) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  150016,240,2 医療法人社団健正会　〒850-0026 095-821-9618医療法人社団健正会　黒岩　正行 平 3.12. 1胃   循   外  診療所
     黒岩医院 長崎市古町６番地 常　勤:    1理事長　黒岩　正行 組織変更 心外 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151016,242,8 医療法人　浜崎外科医〒852-8008 095-861-6034医療法人　浜崎外科医吉良　満夫 平14. 9.15一般         9診療所
     院 長崎市曙町３番６号 常　勤:    1院　理事長　吉良　満 移転 療養        10療養病床
     (医       1)夫 平26. 9.15内   外   整外現存
     消   リハ こう
     胃   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  152016,244,4 中西内科 〒850-0037 095-820-2350中西　俊明 中西　俊明 平 3.12.12内   放   診療所
     長崎市金屋町２－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.12.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  153016,252,7 医療法人良幸会　思案〒850-0832 095-823-9201医療法人良幸会ツダ眼山之内　宏一 平 4. 4. 1一般         7診療所
     橋ツダ眼科 長崎市油屋町１－１２ 常　勤:    2科　理事長　津田　尚 組織変更 眼   現存
     (医       2)幸 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  154016,253,5 医療法人赤星徳真会　〒850-0853 095-823-2338医療法人赤星徳真会松赤星　吉徳 平 4. 4. 1皮   アレ 診療所
     松永皮膚科 長崎市浜町７－２３ 常　勤:    2永皮膚科　理事長　赤 新規 現存
     (医       2)星　吉徳 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  155016,255,0 医療法人　楢林整形外〒850-0904 095-825-3392医療法人　楢林整形外楢林　好隆 平 4. 5. 1一般         8診療所
     科医院 長崎市船大工町５番３２号 常　勤:    2科医院　理事長　楢林 組織変更 整外 リハ リウ現存
     (医       2)　好隆 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  156016,256,8 そうだ眼科医院 〒852-8021 095-864-0505早田　義典 早田　義典 平 4. 5. 1眼   診療所
     長崎市城山町３１－１４さとみメ常　勤:    1 新規 現存
     ディカル３Ｆ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  157016,258,4 医療法人　さとみ皮ふ〒852-8021 095-861-1221医療法人　さとみ皮ふ里見　行義 平 4. 5. 1皮   診療所
     科医院 長崎市城山町３１－１４ 常　勤:    1科医院　理事長　里見 組織変更 現存
     (医       1)　行義 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  158016,259,2 こもり内科医院 〒850-0056 095-826-0846小森　宗敬 小森　宗敬 平 4. 6. 1内   呼   診療所
     長崎市恵美須町４－２平野ビル１常　勤:    1 新規 現存
     Ｆ (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  159016,265,9 医療法人恵会　光風台〒851-2215 095-850-0001医療法人恵会光風台病中富　昌夫 平 4.10. 1一般       100病院
     (013,612,1) 病院 長崎市鳴見台２丁目４５－２０ 常　勤:    9院　理事長　中里　和 組織変更 療養        50療養病床
     (医       6)子 平28.10. 1内   外   整外現存
     (歯       1) リハ 皮   放  
     (薬       2) 歯   ひ   小  
     非常勤:   33
     (医      23)
     (歯      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  160016,266,7 医療法人中央橋眼科 〒850-0841 095-823-9400医療法人中央橋眼科　上野　泰志 平28. 7. 1眼   診療所
     長崎市銅座町６番１９号 常　勤:    1理事長　上野　泰志 移転 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  161016,267,5 医療法人社団　内科大〒850-0027 095-825-0092医療法人社団内科大坪大坪　嘉昭 平 4.10. 1内   消   循  診療所
     坪クリニック 長崎市桶屋町５０番地３ 常　勤:    1クリニック　理事長　 新規 リハ 放   現存
     (医       1)大坪　嘉昭 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  162016,269,1 医療法人社団　東望会〒851-0133 095-839-8811医療法人社団　東望会大久保　絋基 平30. 4. 1外   リハ 診療所
     　おおくぼ乳腺クリニ長崎市矢上町２５－１幸照メディ常　勤:    2　おおくぼ乳腺クリニ 移転 乳腺外科、内分現存
     ック カルビル２Ｆ・３Ｆ (医       2)ック　理事長　大久保 平30. 4. 1泌外科。消化器
     非常勤:    1　絋基 外科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  163016,270,9 医療法人　中川外科医〒852-8052 095-856-3320医療法人中川外科医院中川　元治 平 4.10. 1胃   外   脳外診療所
     院 長崎市岩屋町２０－２５ 常　勤:    1　理事長　中川　元治 組織変更 皮   こう 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  164016,272,5 医療法人　たくま医院〒851-0301 095-871-3478医療法人　たくま医院詫摩　和彦 平28. 4. 1内   小   呼内診療所
     長崎市深堀町三丁目２８５番地３常　勤:    1　理事長　詫摩　和彦 移転 消化器内科 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  165016,273,3 医療法人　中島医院 〒850-0077 095-865-0123医療法人中島医院　理中島　康成 平 4.10. 1内   小   診療所
     長崎市小瀬戸町１３４番地 常　勤:    1事長　中島　康成 組織変更 現存
     (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  166016,275,8 とよしま皮ふ科医院 〒852-8061 095-855-3188豊島　弘行 豊島　弘行 平 4.11.10皮   診療所
     長崎市滑石３丁目８－１滑石大久常　勤:    1 新規 現存
     保ビル１階 (医       1) 平28.11.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  167016,281,6 医療法人　落内科医院〒850-0841 095-824-2066医療法人　落内科医院落　義男 平 5. 1. 1内   消   呼  診療所
     長崎市銅座町３番２４号 常　勤:    1　理事長　落　義男 組織変更 循   放   現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  168016,284,0 藤井外科医院 〒851-0241 095-836-3233藤井　卓 藤井　卓 平 5. 4. 1外   整外 循  診療所
     長崎市茂木町２１７２－１３ 常　勤:    1 交代 皮   リハ 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  169016,285,7 有高クリニック 〒850-0852 095-828-3770有高　知樹 有高　知樹 平 5. 4. 1内   呼   消  診療所
     長崎市万屋町４－１９ 常　勤:    1 新規 循   現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  170016,287,3 医療法人清栄会　橋本〒850-0875 095-822-2906医療法人清栄会　理事橋本　清 平 5. 4. 1耳い アレ 麻  診療所
     耳鼻咽喉科医院 長崎市栄町３－１２ 常　勤:    2長　橋本　巖 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  171016,288,1 医療法人　平田クリニ〒852-8113 095-845-6175医療法人平田クリニッ平田　哲也 平 5. 4. 1一般        13診療所
     ック 長崎市上野町１－５ 常　勤:    1ク　理事長　平田　哲 組織変更 療養         6療養病床
     (医       1)也 平29. 4. 1内   循   現存
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  172016,289,9 医療法人社団　平松ク〒850-0992 095-878-7727医療法人社団平松クリ平松　征生 平 5. 4. 1一般        19診療所
     リニック 長崎市江川町３５０番地１ 常　勤:    1ニック　理事長　平松 組織変更 消   外   こう現存
     (医       1)　征生 平29. 4. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  173016,292,3 朝長整形外科クリニッ〒852-8125 095-848-7077朝長　久雄 朝長　久雄 平 5. 4.12整外 リハ 診療所
     ク 長崎市小峰町１４－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  174016,294,9 医療法人　伊藤クリニ〒852-8134 095-847-0018医療法人伊藤クリニッ伊藤　年徳 平 5. 5. 1内   胃   外  診療所
     ック 長崎市大橋町７－２０栄久ビルＢ常　勤:    1ク　理事長　伊藤　年 組織変更 こう 放   現存
     ２Ｆ (医       1)徳 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  175016,295,6 大神皮フ科 〒850-0877 095-825-5559大神　太郎 大神　太郎 平 5. 6. 3皮   診療所
     長崎市築町１－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  176016,296,4 伊藤医院 〒852-8031 095-847-5955伊藤　京衛 伊藤　京衛 平 5. 7. 1一般         3診療所
     長崎市三芳町５－４７ 常　勤:    2 新規 療養         5療養病床
     (医       2) 平29. 7. 1小   整外 リハ現存
     麻   リウ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  177016,297,2 サトウ眼科医院 〒852-8061 095-855-1010佐藤　隆哉 佐藤　隆哉 平 5. 7. 5眼   診療所
     長崎市滑石３丁目２５－３２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  178016,300,4 医療法人輔萩会　佐藤〒852-8137 095-847-1566医療法人輔萩会佐藤ク佐藤　英輔 平 5. 9. 1精   神   心内診療所
     クリニック 長崎市若葉町１０－７ 常　勤:    1リニック　理事長　佐 組織変更 現存
     (医       1)藤　英輔 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  179016,307,9 木谷医院 〒850-0918 095-822-2964木谷　泰博 木谷　泰博 平 5.12.20内   消   診療所
     長崎市大浦町８－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.12.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  180016,308,7 ささの耳鼻咽喉科クリ〒850-0015 095-829-0801佐々野　利春 佐々野　利春 平23. 2.12耳い アレ 診療所
     ニック 長崎市桜馬場１丁目４番１７号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29. 2.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  181016,311,1 医療法人社団　中村整〒850-0834 095-827-6500医療法人社団中村整形中村　泰 平 6. 4. 1整外 リハ 診療所
     形外科 長崎市上小島３丁目１－１１ 常　勤:    2外科　理事長　中村　 組織変更 現存
     (医       2)泰 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  182016,312,9 医療法人　乗松整形外〒852-8116 095-843-5161医療法人乗松整形外科乗松　敏晴 平 6. 4. 1一般         8診療所
     科医院 長崎市平和町４－２７ 常　勤:    2医院　理事長　乗松　 組織変更 整外 リハ 現存
     (医       2)敏晴 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  183016,313,7 医療法人高翠会　まつ〒852-8126 095-845-1721医療法人高翠会まつお松尾　敦 平 6. 4. 1一般         8診療所
     お産科・婦人科クリニ長崎市石神町１－１９ 常　勤:    1産科・婦人科クリニッ 組織変更 産   婦   現存
     ック (医       1)ク　理事長　松尾　敦 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  184016,317,8 浅井内科 〒852-8105 095-843-5149浅井　恒彦 浅井　恒彦 平 6. 6.15内   診療所
     長崎市目覚町７－７中村ビル２Ｆ常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  185016,318,6 医療法人社団　片山小〒850-0992 095-879-3539医療法人社団　片山小片山　和弘 平 6.10. 1小   アレ 診療所
     児科医院 長崎市江川町２３７ 常　勤:    1児科医院　理事長　片 組織変更 現存
     (医       1)山　和弘 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  186016,319,4 入江医院 〒851-2212 095-850-6815入江　均 入江　均 平 6.10.26胃   こう 外  診療所
     長崎市畝刈町１６１３－９５ 常　勤:    1 新規 休止
     (医       1) 平24.10.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  187016,320,2 医療法人　星子医院 〒850-0954 095-878-5414医療法人星子医院　理星子　龍英 平 8. 2. 3一般        10診療所
     長崎市新戸町１丁目１８番１号 常　勤:    2事長　星子　淨水 移転 内   消   小  現存
     (医       2) 平29. 2. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  188016,321,0 医療法人　わたなべ小〒852-8061 095-857-7311医療法人　わたなべ小渡辺　幹生 平 6.11. 1内   小   診療所
     児科医院 長崎市滑石３－７－４ 常　勤:    1児科医院　理事長　渡 組織変更 現存
     (医       1)辺　幹生 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  189016,322,8 医療法人　岩永整形外〒850-0982 095-879-5900医療法人　岩永整形外岩永　博隆 平 6.11. 1一般        19診療所
     科医院 長崎市柳田町２番地 常　勤:    1科医院　理事長　岩永 組織変更 整外 リハ リウ現存
     (医       1)　博隆 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  190016,326,9 やまさき内科医院 〒852-8135 095-844-6913山﨑　英文 山﨑　英文 平 7. 1. 1内   診療所
     長崎市千歳町２－６いわさきビル常　勤:    1 新規 循環器内科 現存
     １階及び２階 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  191016,328,5 安井内科 〒850-0066 095-865-5858安井　逸郎 安井　逸郎 平 7. 2. 1内   診療所
     長崎市大浜町３１７－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  192016,329,3 社会医療法人健友会　〒852-8153 095-848-9171社会医療法人健友会　森川　成美 平22. 7. 1内   整外 リハ診療所
     花丘診療所 長崎市花丘町１３番１９号 常　勤:    1理事長　宮崎　幸哉 移転 リウ 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  193016,334,3 サトウ医院 〒850-0905 095-823-2365佐藤　行夫 佐藤　行夫 平 7. 3.24外   消   呼  診療所
     長崎市籠町８－４１ 常　勤:    1 新規 こう リハ 現存
     (医       1) 平28. 3.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  194016,336,8 吉見皮ふ科 〒852-8135 095-846-8338吉見　圭子 吉見　圭子 平 7. 3.29皮   診療所
     長崎市千歳町１０－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 3.29
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  195016,338,4 松園眼科 〒852-8135 095-846-7011松園　哲行 松園　哲行 平 7. 3.29眼   診療所
     長崎市千歳町１０－３よしみビル常　勤:    1 新規 現存
     ２Ｆ (医       1) 平28. 3.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  196016,340,0 福居医院 〒852-8155 095-844-1985福居　兼実 福居　兼実 平 7. 3.31産婦 診療所
     長崎市中園町３－２ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平28. 3.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  197016,344,2 医療法人昌生会　出口〒851-1134 095-844-5293医療法人昌生会　出口長岡　興樹 平 7. 4. 1精神       120病院
     病院 長崎市柿泊町２２５０番地 常　勤:    7病院　理事長　出口　 組織変更 精   脳外 内  現存
     (医       5)之 平28. 4. 1心内 
     (薬       2) 老年精神科
     非常勤:   22
     (医      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  198016,345,9 医療法人　中嶋クリニ〒852-8123 095-843-4545医療法人　中嶋クリニ中嶋　眞 平 7. 4. 1整外 リハ こう診療所
     ック 長崎市三原２丁目１１番５０号 常　勤:    2ック　理事長　中嶋　 組織変更 皮   麻   現存
     (医       2)眞 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  199016,347,5 医療法人社団三和会　〒851-0103 095-838-2066医療法人社団　三和会本田　孝也 平 7. 4. 1内   診療所
     本田内科医院 長崎市中里町２０番地 常　勤:    1　本田内科医院　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　本田　孝也 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  200016,349,1 にいみ整形外科医院 〒851-1132 095-849-5991新見　俊明 新見　俊明 平 7. 5.19整外 リハ リウ診療所
     長崎市小江原４丁目３８－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  201016,356,6 医療法人緑風会　長崎〒852-8022 095-833-1350医療法人緑風会　理事上戸　穂高 平11. 6. 1療養        59病院
     みどり病院 長崎市富士見町１８番２４号 常　勤:    4長　上戸　穂高 移転 内   神内 呼  療養病床
     (医       3) 平29. 6. 1消   循   リハ現存
     (薬       1) 放   
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  202016,357,4 医療法人　石川内科医〒850-0036 095-824-5951医療法人石川内科医院石川　壽 平10. 2.28内   診療所
     院 長崎市五島町３番１７ー１０３号常　勤:    1　理事長　石川　壽 移転 現存
     (医       1) 平28. 2.28
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  203016,358,2 みね形成外科・美容皮〒852-8154 095-847-0010医療法人爽健美会　理峯　龍太郎 平 7. 9. 1整外 形外 美外診療所
     ふクリニック 長崎市住吉町２－２２ 常　勤:    2事長　峯　龍太郎 組織変更 リハ 外   現存
     (医       2) 平28. 9. 1美容皮膚科、顎
     非常勤:    1 顔面外科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  204016,360,8 医療法人賢倫雄会　池〒850-0037 095-821-1011医療法人賢倫雄会池田池田　倫太郎 平 7. 9. 1整外 リハ 診療所
     田整形外科クリニック長崎市金屋町２－１０平田ビル５常　勤:    2整形外科クリニック　 組織変更 現存
     Ｆ (医       2)理事長　池田　定倫 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  205016,361,6 医療法人誠友会　森つ〒850-0905 095-823-1768医療法人誠友会森つと森　勉 平 7. 9. 1内   消   循  診療所
     とむ内科 長崎市籠町２－２６籠町ビル２Ｆ常　勤:    1む内科　理事長　森　 組織変更 放   現存
     (医       1)勉 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  206016,362,4 医療法人　中山小児科〒852-8133 095-844-5155医療法人中山小児科ク中山　紀男 平 7. 9. 1小   内   診療所
     クリニック 長崎市本原町１－２３ 常　勤:    1リニック　理事長　中 組織変更 現存
     (医       1)山　紀男 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  207016,364,0 岩永クリニック 〒852-8003 095-862-3211岩永　大 岩永　大 平 7.10.23胃   こう 呼  診療所
     長崎市旭町２１－１２ 常　勤:    1 新規 外   リハ 現存
     (医       1) 平28.10.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  208016,367,3 やまだ皮ふ科医院 〒851-2212 095-850-6082山田　正男 山田　正男 平 7.12.25皮   診療所
     長崎市畝刈町１６１３－１１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  209016,368,1 さかぐち耳鼻咽喉科 〒851-0134 095-838-6228坂口　寛 坂口　寛 平14. 1.24耳い 診療所
     長崎市田中町３３８番地 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平26. 1.24
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  210016,372,3 医療法人　長谷川医院〒851-2211 095-850-2000医療法人長谷川医院　長谷川　宏 平 8. 4. 1一般        19診療所
     長崎市京泊３丁目３０番１７号 常　勤:    1理事長　長谷川　宏 組織変更 呼   胃   外  現存
     (医       1) 平29. 4. 1気食 リハ 
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  211016,373,1 医療法人秋桜会　長崎〒851-2211 095-850-2822医療法人秋桜会　理事池田　直実 平 8. 4. 1一般        19診療所
     新港診療所 長崎市京泊３丁目３０番３号 常　勤:    4長　池田　直実 組織変更 内   皮   ひ  現存
     (医       3) 平29. 4. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  212016,374,9 医療法人耕雲会　おお〒850-0055 095-827-1222医療法人耕雲会　おお大津留　泉 平14. 6.24内   消   循  診療所
     つる内科医院 長崎市中町５－２７ 常　勤:    1つる内科医院　理事長 移転 神内 リハ 現存
     (医       1)　大津留　泉 平26. 6.24
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  213016,380,6 本田整形外科医院 〒851-0103 095-834-0181本田　勝斉 本田　勝斉 平 8. 8. 1一般        18診療所
     長崎市中里町１２８２番地 常　勤:    1 新規 整外 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  214016,381,4 医療法人　やない小児〒852-8017 095-861-3711医療法人やない小児科楊井　正紀 平 9. 2.24小   診療所
     科医院 長崎市岩見町５番１３号 常　勤:    1医院　理事長　楊井　 移転 現存
     (医       1)正紀 平30. 2.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  215016,382,2 医療法人　坂本内科 〒850-0963 095-878-0202医療法人坂本内科　理坂本　裕二 平 8.10. 1内   アレ 診療所
     長崎市ダイヤランド２丁目２１－常　勤:    1事長　坂本　裕二 組織変更 現存
     ２ (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  216016,383,0 医療法人　さかい循環〒851-2211 095-850-5551医療法人さかい循環器坂井　明紀 平 8.10. 1内   放   診療所
     器内科 長崎市京泊３丁目３１番４号 常　勤:    1内科　理事長　坂井　 組織変更 現存
     (医       1)明紀 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  217016,384,8 医療法人　中田内科 〒850-0015 095-822-1438医療法人中田内科　理中田　雅也 平 8.10. 1内   胃   消  診療所
     長崎市桜馬場１丁目２－２５ 常　勤:    2事長　中田　雅也 組織変更 現存
     (医       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  218016,385,5 医療法人　秋山眼科ク〒850-0015 095-821-0259医療法人秋山眼科クリ秋山　和人 平 8.10. 1眼   診療所
     リニック 長崎市桜馬場１丁目７番７号 常　勤:    1ニック　理事長　秋山 組織変更 現存
     (医       1)　和人 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  219016,386,3 医療法人　さかぐち泌〒852-8108 095-849-1900医療法人さかぐち泌尿坂口　幹 平 8.10. 1ひ   診療所
     尿器科医院 長崎市川口町７番２０号 常　勤:    1器科医院　理事長　坂 組織変更 現存
     (医       1)口　幹 平29.10. 1
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  220016,387,1 医療法人　安井小児科〒850-0006 095-821-2155医療法人安井小児科医安井　誠 平 8.10. 1小   診療所
     医院 長崎市上西山町１－１８－２０２常　勤:    1院　理事長　安井　誠 組織変更 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  221016,388,9 医療法人健正会　大久〒851-0113 095-830-2131医療法人健正会大久保大久保　哲生 平 8.10. 1一般        32病院
     保病院 長崎市戸石町１４７０番地１ 常　勤:   13病院　理事長　大久保 組織変更 療養       142療養病床
     (医       8)　哲生 平29.10. 1内   外   整外現存
     (薬       5) リハ 皮   
     非常勤:   42 循環器内科、消
     (医      42) 化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  222016,389,7 医療法人　平野医院 〒852-8002 095-861-1212医療法人平野医院　理遠矢　芳一 平 8.10. 1内   小   アレ診療所
     長崎市弁天町１６番７号 常　勤:    1事長　遠矢　芳一 組織変更 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  223016,392,1 たがわ内科 〒852-8107 095-843-8002田川　秀樹 田川　秀樹 平 8.10.18内   呼   循  診療所
     長崎市浜口町１番６号ＴＳビル２常　勤:    1 新規 現存
     階 (医       1) 平29.10.18
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  224016,393,9 医療法人太寿会　こう〒851-2211 095-850-6000医療法人太寿会　理事河野　浩太 平 8.11. 1一般        14診療所
     の医院 長崎市京泊３丁目３５番１号 常　勤:    1長　河野　浩太 組織変更 療養         5療養病床
     (医       1) 平29.11. 1内   呼   循  現存
     小   気食 リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  225016,394,7 じゅうばし内科医院 〒852-8061 095-855-1084重橋　亨 重橋　亨 平 8.11. 1内   診療所
     長崎市滑石１丁目２５番１２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  226016,397,0 赤澤内科クリニック 〒852-8135 095-845-3000赤澤　美保子 赤澤　美保子 平 8.12.25内   診療所
     長崎市千歳町９－２６　梶原ビル常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.12.25
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  227016,401,0 伯川皮膚科医院 〒850-0004 095-822-1071伯川　純一 伯川　純一 平 9. 4. 1皮   診療所
     長崎市下西山町１番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  228016,402,8 医療法人　蘭佑会　濱〒850-0004 095-827-1799医療法人　蘭佑会　理濱辺　淳一 平 9. 4. 1外   消   リハ診療所
     辺外科クリニック 長崎市下西山町２－２ 常　勤:    1事長　濱辺　淳一 組織変更 美外 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
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  229016,404,4 医療法人　中村眼科 〒852-8061 095-855-4300医療法人　中村眼科　中村　充利 平 9. 4. 1眼   診療所
     長崎市滑石３丁目８番１号 常　勤:    1理事長　中村　充利 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  230016,406,9 医療法人社団　吉見耳〒852-8135 095-844-4336医療法人社団　吉見耳吉見　龍一郎 平 9. 4. 1耳い アレ 診療所
     鼻咽喉科 長崎市千歳町１０番３号 常　勤:    2鼻咽喉科　理事長　吉 組織変更 現存
     (医       2)見　龍一郎 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  231016,410,1 森こどもクリニック 〒852-8143 095-843-1155森　了吾 森　了吾 平 9. 6.23小   診療所
     長崎市川平町１２０４　メディケ常　勤:    1 新規 現存
     ア３Ｆ (医       1) 平30. 6.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  232016,412,7 つるた医院 〒852-8024 095-861-2221鶴田　雅子 鶴田　雅子 平 9. 9. 1内   診療所
     長崎市花園町７番７号 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  233016,413,5 ごんどう小児科 〒852-8115 095-844-1911権藤　泉 権藤　泉 平 9. 9. 1小   診療所
     長崎市岡町５－１４ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  234016,414,3 医療法人　きのしたこ〒852-8154 095-847-2001医療法人きのしたこど木下　英一 平16. 1.13小   診療所
     どもクリニック 長崎市住吉町３－１１　２０４号常　勤:    1もクリニック　理事長 移転 現存
     (医       1)　木下　英一 平28. 1.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  235016,415,0 医療法人　ふくしまク〒850-0045 095-847-5777医療法人ふくしまクリ福嶋　成幸 平 9.10. 1精   神   内  診療所
     リニック 長崎市宝町５番２１号朝永ビル１常　勤:    1ニック　理事長　福嶋 組織変更 心内 リハ 現存
     階 (医       1)　成幸 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  236016,416,8 医療法人橘会　本多眼〒850-0037 095-820-2333医療法人橘会本多眼科本多　繁昭 平 9.10. 1一般        13診療所
     科 長崎市金屋町２番１０号 常　勤:    2　理事長　本多　繁昭 組織変更 眼   現存
     (医       2) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  237016,417,6 医療法人　やなぎクリ〒850-0852 095-820-3105医療法人やなぎクリニ栁　忠道 平23. 7. 1小   循   診療所
     ニック 長崎市万屋町６番１５号アイキッ常　勤:    2ック　理事長　栁　忠 移転 現存
     ズビル２Ｆ (医       2)道 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  238016,418,4 医療法人　猪狩医院 〒850-0077 095-865-1232医療法人猪狩医院　理猪狩　民生 平 9.10. 1内   小   診療所
     長崎市小瀬戸町１５５番地 常　勤:    1事長　猪狩　民生 組織変更 現存
     (医       1) 平24.10. 1
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  239016,419,2 医療法人　池田龍天堂〒851-0133 095-838-2004医療法人龍天堂　理事池田　洋 平 9.10. 1内   小   循  診療所
     医院 長崎市矢上町３１番５号 常　勤:    1長　池田　洋 組織変更 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  240016,420,0 医療法人　ひぐち医院〒850-0804 095-823-1956医療法人ひぐち医院　城野　恵理 平 9.10. 1内   小   診療所
     長崎市彦見町２番９号 常　勤:    1理事長　城野　恵理 組織変更 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  241016,421,8 医療法人社団　橋本消〒852-8116 095-843-1666医療法人社団橋本消化橋本　茂廣 平 9.10. 1一般         5診療所
     化器クリニック 長崎市平和町４番２７号 常　勤:    1器クリニック　理事長 組織変更 療養         2療養病床
     (医       1)　橋本　茂廣 平24.10. 1胃   消   外  現存
     こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  242016,422,6 医療法人　小森内科ク〒850-0834 095-826-7655医療法人小森内科クリ小森　清和 平 9.10. 1内   呼   診療所
     リニック 長崎市上小島４丁目１６番１号 常　勤:    1ニック　理事長　小森 組織変更 現存
     (医       1)　清和 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  243016,423,4 医療法人　川原内科ク〒852-8061 095-855-3907医療法人　川原内科ク川原　健治郎 平 9.10. 1内   消   循  診療所
     リニック 長崎市滑石３丁目８番１号 常　勤:    1リニック　理事長　川 組織変更 現存
     (医       1)原　健治郎 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  244016,424,2 小田循環器内科 〒850-0852 095-822-8010小田　修爾 小田　修爾 平 9.10.13内   循   診療所
     長崎市万屋町５－３８西川家ビル常　勤:    1 新規 現存
     ３Ｆ (医       1) 平24.10.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  245016,428,3 元永内科クリニック 〒851-0134 095-838-7337元永　一郎 元永　一郎 平 9.12. 1内   循   診療所
     長崎市田中町７６ー８番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  246016,431,7 秋山内科医院 〒851-0241 095-836-0222秋山　盛登司 秋山　盛登司 平10. 3. 1内   呼   診療所
     長崎市茂木町１６９４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  247016,434,1 医療法人　こんどう整〒851-2211 095-850-6355医療法人こんどう整形近藤　正行 平10. 4. 1一般        14診療所
     形外科 長崎市京泊３丁目３０番１１号 常　勤:    2外科　理事長　近藤　 組織変更 療養         5療養病床
     (医       2)正行 平28. 4. 1整外 リハ リウ現存
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  248016,435,8 藤樹整形外科 〒850-0018 095-822-1155医療法人淳成会　理事藤樹　宏 平10. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     長崎市伊勢町４番３号 常　勤:    1長　藤樹　宏 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
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  249016,436,6 医療法人　哲翁内科医〒852-8107 095-846-5563医療法人哲翁内科医院哲翁　裕邦 平10. 4. 1一般        19診療所
     院 長崎市浜口町１３番９号 常　勤:    2　理事長　哲翁　裕邦 組織変更 内   胃   循  現存
     (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  250016,437,4 医療法人　高野眼科医〒852-8117 095-844-0412医療法人高野眼科医院高野　潤之輔 平10. 4. 1眼   診療所
     院 長崎市平野町１０番３号 常　勤:    2　理事長　高野　潤之 組織変更 現存
     (医       2)輔 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  251016,438,2 医療法人杏会　杏クリ〒850-0055 095-824-5958医療法人杏会　理事長達木　泰裕 平24. 7.22婦   内   産  診療所
     ニック　婦人科・内科長崎市中町１番２２号　２階 常　勤:    1　達木　泰裕 移転 現存
     ・産科 (医       1) 平24. 7.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  252016,440,8 医療法人　原田医院 〒852-8116 095-844-0594医療法人原田医院　理原田　知行 平10. 5. 1内   呼   消  診療所
     長崎市平和町１１ー１１ 常　勤:    1事長　原田　知行 組織変更 循   現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  253016,442,4 かみむら小児科 〒851-2212 095-860-1177神村　直久 神村　直久 平10. 5. 6小   診療所
     長崎市畝刈町１６１３ー８５ニュ常　勤:    1 新規 現存
     ーポートメディカルビル１Ｆ (医       1) 平28. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  254016,443,2 医療法人　牟田内科・〒850-0801 095-823-6089医療法人牟田内科医院牟田　啓三 平10. 6. 1内   循   診療所
     循環器科医院 長崎市八幡町４番１６号 常　勤:    1　理事長　牟田　啓三 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  255016,449,9 医療法人　やました内〒852-8021 095-861-3070医療法人やました内科山下　まり子 平10.10. 1内   診療所
     科 長崎市城山町３１番１４号サトミ常　勤:    2　理事長　山下　まり 組織変更 現存
     メディカルビル４階 (医       2)子 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  256016,450,7 浜崎耳鼻咽喉科クリニ〒852-8053 095-857-7712医療法人響　理事長　濱崎　潤 平10.10. 1耳い アレ 診療所
     ック 長崎市葉山１丁目６番１０号西友常　勤:    2濱崎　潤 組織変更 現存
     道の尾店４Ｆ (医       1) 平28.10. 1
     (薬       1)
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  257016,451,5 医療法人　原口医院 〒850-0984 095-878-3535医療法人原口医院　理原口　千春 平10.10. 1一般        19診療所
     長崎市鶴見台１丁目１４番１５号常　勤:    1事長　原口　千春 組織変更 ひ   外   リハ現存
     (医       1) 平28.10. 1胃   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  258016,452,3 医療法人　井手内科ク〒852-8136 095-849-3115医療法人井手内科クリ井手　政利 平10.10. 1内   呼   診療所
     リニック 長崎市家野町２番２２号 常　勤:    1ニック　井手　政利 組織変更 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  259016,454,9 医療法人　宮城外科医〒850-0877 095-827-3333医療法人宮城外科医院濵崎　宏明 平10.10. 1外   リハ 診療所
     院 長崎市築町３番１号 常　勤:    1　理事長　濵崎　宏明 組織変更 胃腸内科、消化現存
     (医       1) 平28.10. 1器内科、肛門外
     非常勤:    1 科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  260016,456,4 カリタス西長崎クリニ〒851-2206 095-840-1813宗教法人カトリックカ大平　敬己 平10.11. 1内   診療所
     ック 長崎市三京町８１１ー３３ 常　勤:    1リタス修道会　代表役 新規 現存
     (医       1)員　大水　恵子 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  261016,458,0 医療法人社団　健昌会〒852-8025 095-833-1234医療法人社団健昌会　松下　美和 平10.12.14内   整外 放  診療所
     　新里クリニック城山長崎市立岩町３４番１０号 常　勤:    1理事長　　新里　健 新規 リハ 現存
     台 (医       1) 平28.12.14
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  262016,460,6 髙尾産婦人科医院 〒852-8061 095-856-0697髙尾　直大 髙尾　直大 平11. 2.15一般         9診療所
     長崎市滑石４丁目３ー３６ 常　勤:    1 新規 産婦 現存
     (医       1) 平29. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  263016,462,2 医療法人　山田医院 〒851-0241 095-836-1116医療法人山田医院　理山田　康雄 平11. 4. 1外   整外 消  診療所
     長崎市茂木町７６番地７ 常　勤:    1事長　山田　康雄 組織変更 こう リハ 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  264016,463,0 医療法人　植松整形外〒851-0134 095-834-0387医療法人　植松整形外植松　伸久 平17. 7.19整外 リハ リウ診療所
     科医院 長崎市田中町２６６番地２ 常　勤:    1科医院　理事長　植松 移転 現存
     (医       1)　伸久 平29. 7.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  265016,464,8 医療法人　前川医院 〒852-8062 095-856-2800医療法人前川医院　理前川　達雄 平11. 5. 1内   小   放  診療所
     長崎市大園町５番３号 常　勤:    1事長　前川　達雄 組織変更 胃   現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  266016,466,3 医療法人緑風会　みど〒852-8034 095-844-7191医療法人緑風会　理事坂本　俊文 平18. 4. 1内   循   消  診療所
     りクリニック 長崎市城栄町３２番２０号 常　勤:    2長　上戸　穂高 移転 呼   放   現存
     (医       2) 平30. 4. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  267016,467,1 平山眼科医院 〒850-0022 095-811-1666平山　善章 平山　善章 平11. 7. 1眼   診療所
     長崎市馬町４７番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
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  268016,469,7 横田医院 〒852-8062 095-857-2406横田　厚 横田　厚 平11. 7. 1内   消   循  診療所
     長崎市大園町１０番１２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  269016,471,3 医療法人良幸会　南長〒850-0982 095-832-5011医療法人良幸会ツダ眼今村　直樹 平11. 8. 7眼   診療所
     崎ツダ眼科 長崎市柳田町１ー１０ 常　勤:    2科　理事長　津田　尚 新規 現存
     (医       2)幸 平29. 8. 7
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  270016,473,9 いりえ心療内科クリニ〒850-0852 095-811-2226入江　洋一 入江　洋一 平11. 9. 1心内 神   精  診療所
     ック 長崎市万屋町６ー１５サン萬年喜常　勤:    1 新規 現存
     ビル２Ｆ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  271016,474,7 医療法人　三宅脳神経〒852-8023 095-846-0008医療法人三宅脳神経外三宅　仁志 平11.10. 1一般         3診療所
     外科医院 長崎市若草町３番２１号 常　勤:    1科医院　理事長　三宅 組織変更 脳外 リハ 現存
     (医       1)　仁志 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  272016,475,4 医療法人社団　堀皮膚〒852-8134 095-843-8883医療法人社団堀皮膚科堀　眞 平11.10. 1皮   診療所
     科医院 長崎市大橋町１６番７号 常　勤:    1医院　理事長　堀　眞 組織変更 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  273016,476,2 医療法人大輪会　愛育〒850-0954 095-879-3812医療法人大輪会愛育小田中　司 平11.10. 1小   診療所
     小児科医院 長崎市新戸町３丁目１７ー２７ 常　勤:    1児科医院　理事長　田 組織変更 現存
     (医       1)中　司 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  274016,477,0 はまのまち内科循環器〒850-0853 095-832-2277医療法人常照会　理事伊藤　昭 平11.10. 1内   循   診療所
     内科 長崎市浜町７番２３号松永ビル３常　勤:    1長　伊藤　昭 組織変更 現存
     Ｆ (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  275016,479,6 ひろせ内科 〒852-8061 095-855-4611廣瀬　清人 廣瀬　清人 平11.11.12内   呼   診療所
     長崎市滑石１丁目２ー５ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29.11.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  276016,480,4 みやざき内科クリニッ〒850-0832 095-832-2482宮崎　俊雄 宮崎　俊雄 平11.11.15内   心内 神内診療所
     ク 長崎市油屋町１ー１４アスクビル常　勤:    1 新規 精   現存
     ２Ｆ (医       1) 平29.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  277016,482,0 医療法人　おおみや小〒852-8113 095-847-6555医療法人　おおみや小大宮　朗 平12. 4. 1小   診療所
     児科医院 長崎市上野町２ー１ 常　勤:    1児科医院　理事長　大 組織変更 現存
     (医       1)宮　朗 平30. 4. 1
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  278016,483,8 医療法人　鶴泉会　牟〒850-0852 095-823-7148医療法人　鶴泉会　理牟田　郁夫 平12. 4. 1一般        12診療所
     田産婦人科 長崎市万屋町６ー３２ 常　勤:    2事長　牟田　郁夫 その他 産婦 現存
     (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  279016,484,6 のぼる内科クリニック〒852-8155 095-843-1110医療法人有葵会のぼる吉田　登 平24.11. 5内   消   リハ診療所
     長崎市中園町１０番５号 常　勤:    1内科　理事長　吉田　 移転 現存
     (医       1)登 平24.11. 5
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  280016,485,3 中村内科医院 〒850-0953 095-832-5511中村　正幸 中村　正幸 平12. 4. 1内   診療所
     長崎市上戸町３丁目４ー２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  281016,486,1 ちひろ内科クリニック〒850-0022 095-828-0118土屋　知洋 土屋　知洋 平12. 4. 7内   胃   診療所
     長崎市馬町４７ー１　３Ｆ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  282016,488,7 医療法人　渕レディス〒850-0871 095-822-1103医療法人　渕レディス淵　直樹 平12. 5. 1一般        16診療所
     クリニック 長崎市麹屋町２ー１６ 常　勤:    2クリニック　理事長　 組織変更 産   婦   現存
     (医       2)淵　直樹 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  283016,489,5 あきよし都美内科クリ〒852-8137 095-845-9801秋吉　都美 秋吉　都美 平12. 6. 1内   消   心内診療所
     ニック 長崎市若葉町１ー２４　フラワー常　勤:    1 新規 現存
     メイトビル２Ｆ (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  284016,491,1 さくら内科 〒852-8034 095-814-8480佐々木　豊裕 佐々木　豊裕 平12. 7. 1内   呼   アレ診療所
     長崎市城栄町２３ー１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  285016,493,7 山本外科医院 〒850-0004 095-823-8585山本　修 山本　修 平14.12. 1一般        19診療所
     長崎市下西山町１－５ 常　勤:    1 移転 外   整外 胃  現存
     (医       1) 平26.12. 1こう リハ 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  286016,495,2 医療法人　馬場医院 〒850-0909 095-823-5522医療法人　馬場医院　馬場　是明 平12.10. 1内   循   診療所
     長崎市梅香崎町１ー６ 常　勤:    1理事長　馬場　是明 組織変更 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  287016,497,8 医療法人協治会　杠葉〒850-0975 095-878-3734医療法人協治会　理事上田　康雄 平12.10. 1精神       355病院
     (013,702,0) 病院 長崎市三和町４１３ 常　勤:   11長　杠葉　輝明 組織変更 内   精   心内現存
     (医       7) 平24.10. 1歯   歯外 矯歯
     (歯       1)
     (薬       3)
     非常勤:   48
     (医      45)
     (歯       1)
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  288016,500,9 医療法人　宝マタニテ〒851-0116 095-838-7117医療法人　宝マタニテ森崎　正幸 平12.11. 1一般        17診療所
     ィクリニック 長崎市東町１７３２ー１ 常　勤:    2ィクリニック　理事長 組織変更 産   婦   現存
     (医       2)　森﨑　正幸 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  289016,505,8 宮川外科医院 〒850-0861 095-822-5201宮川　尚孝 宮川　尚孝 平13. 4. 1胃   循   外  診療所
     長崎市江戸町１ー１６ 常　勤:    1 新規 整外 心外 リハ現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  290016,506,6 医療法人　まえだ整形〒852-8131 095-846-6912医療法人　まえだ整形前田　公 平13. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     外科クリニック 長崎市文教町５ー２７ 常　勤:    1外科クリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　前田　公 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  291016,507,4 医療法人　はやし小児〒851-0115 095-830-2380医療法人　はやし小児林　克敏 平13. 4. 1小   診療所
     科 長崎市かき道１丁目３３番１２号常　勤:    1科　理事長　林　克敏 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  292016,512,4 たかひら内科循環器科〒850-0918 095-822-3030高比良　拓重 高比良　拓重 平13. 8. 1内   循   診療所
     長崎市大浦町３ー２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  293016,513,2 アミュプラザ眼科 〒850-0058 095-808-1517愛甲　俊郎 愛甲　俊郎 平13. 9.16眼   診療所
     長崎市尾上町１－１　アミュプラ常　勤:    1 新規 現存
     ザ長崎５Ｆ (医       1) 平25. 9.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  294016,515,7 医療法人　さかもとク〒852-8002 095-833-1977医療法人　さかもとク坂本　晃 平13.10. 1内   小   診療所
     リニック 長崎市弁天町１７－１ 常　勤:    1リニック　理事長　坂 組織変更 現存
     (医       1)本　晃 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  295016,516,5 医療法人　せとぐち医〒850-0004 095-822-0366医療法人　せとぐち医瀬戸口　智彦 平13.10. 1内   胃   小  診療所
     院 長崎市下西山町７－３ 常　勤:    1院　理事長　瀬戸口　 組織変更 現存
     (医       1)智彦 平25.10. 1
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  296016,517,3 医療法人知正会　中村〒852-8014 095-864-1234医療法人　知正会　理中村　憲章 平13.10. 1内   消   診療所
     内科クリニック 長崎市竹の久保町１－２ 常　勤:    1事長　中村　憲章 組織変更 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  297016,518,1 いまむら整形外科医院〒852-8053 095-856-2880医療法人　いまむら整今村　宏太郎 平13.10. 1整外 リハ リウ診療所
     長崎市葉山１丁目２８－１　日章常　勤:    1形外科医院　理事長　 組織変更 現存
     葉山ビル３Ｆ (医       1)今村　宏太郎 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  298016,519,9 医療法人　藤田クリニ〒850-0031 095-834-7700医療法人　藤田クリニ藤田　晃 平13.10. 1一般        13診療所
     ック 長崎市桜町７－２ 常　勤:    3ック　理事長　藤田　 組織変更 産婦 麻   現存
     (医       2)晃 平25.10. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  299016,521,5 山下内科呼吸器科 〒852-8135 095-841-8226山下　広志 山下　広志 平13.12. 1内   呼   アレ診療所
     長崎市千歳町１０番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  300016,523,1 浦クリニック 〒850-0027 095-824-2339浦　一秀 浦　一秀 平14. 3. 1消   外   リハ診療所
     長崎市桶屋町５９　コア桶屋町２常　勤:    1 新規 現存
     Ｆ (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  301016,525,6 髙村耳鼻咽喉科・アレ〒850-0035 095-829-3387髙村　博光 高村　博光 平14. 4. 1耳い アレ 診療所
     ルギー科 長崎市元船町１３－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  302016,527,2 大坪整形外科 〒852-8108 095-848-6789大坪　義昌 大坪　義昌 平14. 4. 1整外 リハ 診療所
     長崎市川口町１番１－１０７号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  303016,528,0 わたべクリニック 〒850-0035 095-827-6811渡部　誠一郎 渡部　誠一郎 平14. 4. 1消   外   こう診療所
     長崎市元船町１２－１１ 常　勤:    1 新規 リハ 内   現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  304016,530,6 矢上藤尾大坪外科胃腸〒851-0133 095-814-9000医療法人　星和会　理藤尾　俊之 平14. 4. 1一般        15診療所
     科 長崎市矢上町４８番３号 常　勤:    2事長　藤尾　俊之 組織変更 外   消   こう現存
     (医       2) 平26. 4. 1放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  305016,532,2 梅木整形外科 〒851-0241 095-836-2580梅木　義臣 梅木　義臣 平14. 5. 1整外 リハ 診療所
     長崎市茂木町１２９４－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  306016,537,1 いとう内科医院 〒852-8061 095-856-6010伊東　昭郎 伊東　昭郎 平24. 7. 1内   消   アレ診療所
     長崎市滑石３丁目２５番１８号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
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  307016,539,7 医療法人　白髭内科医〒850-0003 095-822-5620医療法人　白髭内科医白髭　豊 平14.10. 1内   消   呼  診療所
     院 長崎市片淵１丁目１３番２８号 常　勤:    2院　理事長　白髭　豊 組織変更 循   現存
     (医       2) 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  308016,540,5 医療法人　赤司内科消〒852-8137 095-848-2525医療法人　赤司内科消赤司　文廣 平14.10. 1内   消   診療所
     化器科医院 長崎市若葉町１４番８号 常　勤:    1化器科医院　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)赤司　文廣 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  309016,541,3 おがわクリニック 〒851-0134 095-839-0180小川　敏幸 小川　敏幸 平14.11. 1外   胃   リハ診療所
     長崎市田中町１０２７番４８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  310016,542,1 医療法人　おぐし内科〒852-8041 095-849-6565医療法人　おぐし内科小串　亮三 平14.11. 1内   眼   循  診療所
     ・眼科 長崎市清水町１２番４号 常　勤:    2・眼科　理事長　小串 組織変更 現存
     (医       2)　亮三 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  311016,548,8 まつなが形成外科・皮〒850-0841 095-820-0321松永　芳章 松永　芳章 平15. 3. 1形外 皮   美外診療所
     ふ科 長崎市銅座町４－１４　青木ビル常　勤:    1 新規 現存
     ５Ｆ (医       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  312016,549,6 なかお耳鼻咽喉科 〒851-2211 095-850-6933中尾　善亮 中尾　善亮 平15. 4. 1耳い アレ 診療所
     長崎市京泊３丁目２７番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  313016,550,4 医療法人　坂本整形外〒850-0921 095-823-5555医療法人　坂本整形外坂本　暁拓 平15. 4. 1整外 リハ 診療所
     科 長崎市松が枝町３番１６号 常　勤:    1科　理事長　坂本　暁 組織変更 現存
     (医       1)拓 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  314016,551,2 川本内科医院 〒851-0121 095-839-8739医療法人　川本内科医川本　充 平15. 5. 1一般         9診療所
     長崎市宿町２７番地３ 常　勤:    1院　理事長　川本　充 組織変更 内   胃   消  現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  315016,552,0 おおの整形外科 〒852-8062 095-857-9933医療法人　おおの整形大野　孝生 平15. 5. 1一般        19診療所
     長崎市大園町７番２２号 常　勤:    1外科　理事長　大野　 組織変更 整外 リハ 麻  現存
     (医       1)孝生 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  316016,553,8 医療法人　つねだ形成〒850-0851 095-826-6565医療法人　つねだ形成常多　勝己 平15. 5. 1形外 診療所
     外科医院 長崎市古川町６番３４号 常　勤:    1外科医院　理事長　常 組織変更 現存
     (医       1)多　勝己 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  317016,554,6 婦人科やすひウィメン〒850-0841 095-825-9700安日　泰子 安日　泰子 平15. 6. 1婦   診療所
     ズ・ヘルスクリニック長崎市銅座町２－１５　ＮＫイリ常　勤:    1 新規 現存
     スビル５Ｆ (医       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  318016,556,1 池田産科―ＹＯＵ―婦〒851-0133 095-813-3535池田　裕一郎 池田　裕一郎 平15. 9. 1一般        10診療所
     人科医院 長崎市矢上町３１番６号 常　勤:    1 新規 産婦 現存
     (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  319016,557,9 牧医院 〒850-0073 095-861-5413牧　俊夫 牧　俊夫 平15. 8.31内   小   アレ診療所
     長崎市東立神町８－１３ 常　勤:    2 新規 リハ 現存
     (医       1) 平27. 8.31
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  320016,559,5 稲佐の森診療所 〒850-0062 095-862-1919社会福祉法人長崎厚生前田　蓮十 平15.11. 1内   診療所
     長崎市大谷町４１８番地１ 常　勤:    1福祉団　理事長　千々 新規 現存
     (医       1)岩　源士 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  321016,561,1 医療法人　こうの眼科〒852-8134 095-844-2411医療法人　こうの眼科河野　峰子 平15.10. 1眼   診療所
     医院 長崎市大橋町７番２０号　栄久ビ常　勤:    1医院　理事長　河野　 組織変更 現存
     ル２Ｆ (医       1)峰子 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  322016,562,9 医療法人　すがさきク〒850-0841 095-820-1162医療法人　すがさきク菅﨑　弘之 平15.10. 1精   心内 神  診療所
     リニック 長崎市銅座町４番１４号　青木ビ常　勤:    1リニック　理事長　菅 組織変更 現存
     ル４Ｆ (医       1)﨑　弘之 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  323016,563,7 花みずきレディースク〒852-8154 095-841-7122医療法人愛育会　理事犬塚　邦彦 平15.10. 1一般        19診療所
     リニック 長崎市住吉町１３－１６ 常　勤:    3長　濵﨑　哲史 移転 産婦 現存
     (医       3) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  324016,564,5 医療法人　木谷内科循〒852-8102 095-842-4500医療法人　木谷内科循木谷　文博 平15.12. 1内   循   診療所
     環器クリニック 長崎市坂本１－８－３０　ハイバ常　勤:    1環器クリニック　理事 組織変更 現存
     レー１ (医       1)長　木谷　文博 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  325016,565,2 ダイヤランドまつざき〒850-0963 095-879-2200医療法人　里佳会　ダ松﨑　純宏 平22. 7. 1外   消   リハ診療所
     クリニック 長崎市ダイヤランド２丁目１９番常　勤:    1イヤランドまつざきク 移転 現存
     ２５号 (医       1)リニック　理事長　松 平28. 7. 1
     﨑　純宏
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  326016,566,0 医療法人　諸岡整形外〒852-8031 095-848-5445医療法人　諸岡整形外諸岡　久夫 平16. 1. 1整外 リハ 診療所
     科医院 長崎市三芳町２－２０ 常　勤:    2科医院　理事長　諸岡 組織変更 現存
     (医       2)　久夫 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  327016,567,8 医療法人　小島耳鼻咽〒850-0852 095-825-7727医療法人　小島耳鼻咽小島　未知郎 平16. 1. 1耳い 診療所
     喉科クリニック 長崎市万屋町６－２０ 常　勤:    1喉科クリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　小島　未知郎 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  328016,568,6 武田内科医院 〒852-8154 095-846-9230武田　宜士 武田　宜士 平16. 1. 1内   消   診療所
     長崎市住吉町２－２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  329016,569,4 医療法人　ぜにや眼科〒850-0853 095-832-2280医療法人　ぜにや眼科銭谷　不二人 平22. 8. 1眼   診療所
     長崎市浜町７番１５号　ゼニヤメ常　勤:    1　理事長　銭谷　不二 移転 現存
     ディカルビル２Ｆ (医       1)人 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  330016,570,2 井手外科・形成外科医〒850-0902 095-822-3025井手　裕 井手　裕 平16. 3. 3外   形外 整外診療所
     院 長崎市丸山町７番２号 常　勤:    1 新規 内   リハ 現存
     (医       1) 平28. 3. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  331016,572,8 ＭＯＭＯクリニック 〒850-0028 095-824-6748黒﨑　郁彦 黒﨑　郁彦 平28. 9.14精   心内 診療所
     長崎市勝山町１０番１号プライム常　勤:    1 移転 現存
     Ｍ勝山ビル２階・３階 (医       1) 平28. 9.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  332016,573,6 みちクリニック 〒850-0031 095-818-2300道辻　俊一郎 道辻　俊一郎 平16. 4. 1心内 精   診療所
     長崎市桜町５－８　桜町ビル２・常　勤:    1 新規 現存
     ４Ｆ (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  333016,575,1 津田やすお眼科 〒850-0035 095-811-3633津田　恭央 津田　恭央 平16. 5. 1眼   診療所
     長崎市元船町５－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  334016,576,9 もとむら産婦人科医院〒850-0992 095-879-1307金子　啓二郎 金子　啓二郎 平16. 4. 1産   婦   診療所
     長崎市江川町５４２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  335016,577,7 有冨内科 〒852-8007 095-861-1375有冨　朋礼 有冨　朋礼 平16. 4. 4内   消   診療所
     長崎市江の浦町１の１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 4
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  336016,578,5 医療法人　山の手クリ〒850-0842 095-832-2255医療法人　山の手クリ中谷　晃 平16. 4. 1心内 精   診療所
     ニック 長崎市新地町１２番８号 常　勤:    2ニック　理事長　中谷 組織変更 現存
     (医       2)　晃 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  337016,579,3 医療法人　ゆきなり・〒850-0017 095-823-3330医療法人　ゆきなり・行成　壽家 平16. 4. 1リハ 診療所
     クリニック 長崎市新大工町５－７シーボルタ常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     ウン２Ｆ (医       1)行成　壽家 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  338016,581,9 せとぐち外科クリニッ〒850-0842 095-822-1105医療法人　せとぐち外瀬戸口　正幸 平16. 4. 1外   胃   こう診療所
     ク 長崎市新地町８番１４号 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 リハ 現存
     (医       1)　瀬戸口　正幸 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  339016,582,7 医療法人　大宮医院 〒850-0996 095-879-2222医療法人　大宮医院　大宮　俊憲 平16. 4. 1胃   外   整外診療所
     長崎市平山台１丁目１番１０号 常　勤:    1理事長　大宮　俊憲 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  340016,583,5 うどの皮ふ科 〒850-0035 095-818-8112鵜殿　雅子 鵜殿　雅子 平16. 5. 1皮   診療所
     長崎市元船町５－４メディカルモ常　勤:    1 新規 現存
     ール元船２Ｆ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  341016,586,8 医療法人　泉田外科 〒851-0121 095-838-2256医療法人　泉田外科　泉田　弘行 平16. 5. 1一般 診療所
     長崎市宿町３６番地 常　勤:    1理事長　泉田　弘行 組織変更     一般     4現存
     (医       1) 平28. 5. 1外   整外 胃  
     消   放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  342016,587,6 医療法人　みやむら女〒852-8108 095-849-5507医療法人　みやむら女宮村　泰豪 平16. 5. 1一般 診療所
     性のクリニック 長崎市川口町１番１－１０８ 常　勤:    2性のクリニック　理事 組織変更     一般     3現存
     (医       2)長　宮村　泰豪 平28. 5. 1産婦 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  343016,588,4 医療法人　古賀脳神経〒850-0017 095-818-6668医療法人　古賀脳神経古賀　博明 平16. 5. 1脳外 リハ 診療所
     外科 長崎市新大工町５番７号 常　勤:    1外科　理事長　古賀　 組織変更 現存
     (医       1)博明 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  344016,589,2 医療法人　しらはま整〒852-8146 095-848-1986医療法人　しらはま整白濱　克彦 平16. 5. 1整外 リハ 診療所
     形外科クリニック 長崎市けやき台町１－１２ 常　勤:    1形外科クリニック　理 組織変更 休止
     (医       1)事長　白濱　克彦 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  345016,591,8 おくの内科クリニック〒852-8061 095-855-8750奥野　信一郎 奥野　信一郎 平16. 7. 1内   診療所
     長崎市滑石３丁目８番５号　メデ常　勤:    1 新規 現存
     ィカル滑石５Ｆ (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  346016,595,9 岡本ウーマンズクリニ〒850-0861 095-820-2864医療法人　ＡＲＴ　理岡本　純英 平16.10. 1一般         3診療所
     ック 長崎市江戸町７番１号 常　勤:    3事長　岡本　純英 組織変更 婦   産   現存
     (医       3) 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  347016,596,7 土山内科クリニック 〒850-0841 095-824-5313医療法人　秀真会　理土山　眞一 平24. 5. 1内   心内 診療所
     長崎市銅座町２番１５号６Ｆ 常　勤:    1事長　土山　眞一 移転 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  348016,597,5 医療法人　秀和会　釣〒851-0115 095-839-9993医療法人秀和会釣船医釣船　崇仁 平16.10. 1外   消   こう診療所
     船医院 長崎市かき道３丁目２番３号 常　勤:    1院　理事長　釣船　崇 組織変更 リハ 現存
     (医       1)仁 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  349016,598,3 おおつかこども医院 〒852-8061 095-856-2228医療法人　おおつかこ大塚　祐一 平16.10. 1小   診療所
     長崎市滑石６丁目３番１号 常　勤:    2ども医院　理事長　大 組織変更 現存
     (医       2)塚　祐一 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  350016,599,1 出口外科医院 〒850-0918 095-824-7890医療法人出口外科医院出口　雅浩 平16.11. 1一般        17診療所
     長崎市大浦町９番１１号 常　勤:    2　理事長　出口　昇 組織変更 外   整外 胃  現存
     (医       2) 平28.11. 1消   リハ こう
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  351016,600,7 はやしだ内科 〒850-0954 095-879-2520医療法人はやしだ内科林田　正文 平17. 1. 1内   呼   循  診療所
     長崎市新戸町２丁目１２番８号 常　勤:    1　理事長　林田　正文 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  352016,601,5 ひめのクリニック 〒850-0028 095-821-3337姫野　明彦 姫野　明彦 平17. 1. 1心内 精   診療所
     長崎市勝山町４４番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  353016,603,1 たかお内科クリニック〒850-0841 095-811-0077高尾　幸男 高尾　幸男 平17. 3. 1内   消   循  診療所
     長崎市銅座町７番２９号ＴＮメデ常　勤:    1 新規 現存
     ィカルビル２Ｆ (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  354016,604,9 共立耳鼻咽喉科 〒852-8003 095-862-0001医療法人協仁会　理事山野邉　滋晴 平17. 4. 1一般        19診療所
     長崎市旭町２６番１８号 常　勤:    1長　山野邉　滋晴 その他 耳い 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  355016,607,2 諸熊内科医院 〒852-8155 095-846-3535立石　訓己 立石　訓己 平17. 4.20内   消   呼  診療所
     長崎市中園町１１－２２ 常　勤:    1 新規 循   放   外  現存
     (医       1) 平29. 4.20
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  356016,608,0 医療法人　倉田醫院内〒852-8125 095-843-8211医療法人倉田醫院内科倉田　明彦 平17. 5. 1内   婦   消  診療所
     科婦人科 長崎市小峰町３番６号 常　勤:    2婦人科　理事長　倉田 組織変更 循   リウ 現存
     (医       2)　明彦 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  357016,610,6 医療法人長寿会清原龍〒852-8108 095-813-0005医療法人　長寿会　清清原　龍夫 平17. 5. 1内   心内 リハ診療所
     内科 長崎市川口町８－２０ 常　勤:    1原龍内科　理事長　清 組織変更 精   現存
     (医       1)原　龍夫 平29. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  358016,612,2 あいウーマンズクリニ〒850-0036 095-818-5318林田　満能 林田　満能 平17. 7. 1婦   診療所
     ック 長崎市五島町５－３８五島町中村常　勤:    1 新規 現存
     ビル１階 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  359016,613,0 鳴見台山中クリニック〒851-2215 095-814-1171山中　 夫 山中　静夫 平17. 8. 1外   消   内  診療所
     長崎市鳴見台１丁目２８番５号 常　勤:    1 新規 こう リハ 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  360016,614,8 今福皮膚科医院 〒850-0031 095-822-5771今福　武 今福　武 平17. 9. 1皮   診療所
     長崎市桜町３番３４号 常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  361016,615,5 どい皮ふ科 〒850-0953 095-834-5000土居　剛士 土居　剛士 平17.10. 1皮   診療所
     長崎市上戸町１丁目１０番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  362016,616,3 医療法人　金子眼科ク〒850-0841 095-821-5800医療法人金子クリニッ金子　昌幸 平17.10. 1眼   診療所
     リニック 長崎市銅座町２番１５号イリスビ常　勤:    1ク　理事長　金子　昌 組織変更 現存
     ル４Ｆ (医       1)幸 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  363016,617,1 医療法人　黒部医院 〒850-0003 095-822-1590医療法人黒部医院　理黒部　勝則 平17.10. 1循   内   診療所
     長崎市片淵１丁目１２番２２号 常　勤:    1事長　黒部　勝則 組織変更 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  364016,618,9 医療法人恵愛会　ヨゼ〒852-8102 095-814-0212医療法人恵愛会ヨゼフ高木　正剛 平17.10. 1心外 循   外  診療所
     フクリニック 長崎市坂本１丁目６番１号 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 リハ 現存
     (医       1)高木　正剛 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  365016,622,1 廣中病院 〒851-0252 095-825-1364医療法人五省会　理事廣中　郁朗 平18. 4. 1精神       308病院
     長崎市田手原町８１１番地９ 常　勤:    5長　廣中　郁朗 組織変更 精   心内 現存
     (医       3) 平30. 4. 1
     (薬       2)
     非常勤:   11
     (医      10)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  366016,623,9 出島診療所 〒850-0033 095-821-8652医療法人　五省会　理中根　允文 平26. 4. 1精   心内 診療所
     長崎市万才町５番２２号中村ビル常　勤:    1事長　廣中　郁朗 移転 現存
     １階 (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  367016,624,7 医療法人　たしろ耳鼻〒850-0852 095-818-8733医療法人たしろ耳鼻咽田代　哲也 平23. 3.28耳い 診療所
     咽喉科 長崎市万屋町３番１６号 常　勤:    1喉科　理事長　田代　 移転 現存
     (医       1)哲也 平29. 3.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  368016,626,2 まつもと内科・麻酔科〒850-0995 095-834-5511松本　正順 松本　正順 平18. 5. 1内   麻   診療所
     クリニック 長崎市平山町８２８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  369016,628,8 医療法人　山元内科 〒852-8046 095-860-0061医療法人山元内科　理山元　秀文 平18. 5. 1内   診療所
     長崎市柳谷町８番２０号 常　勤:    1事長　山元　秀文 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  370016,629,6 みやぞえ小児科医院 〒851-0133 095-832-0050医療法人みやぞえ小児宮副　初司 平18. 5. 1小   診療所
     長崎市矢上町２８番３１号 常　勤:    2科医院　理事長　宮副 組織変更 現存
     (医       1)　初司 平30. 5. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  371016,630,4 医療法人陽蘭会　広瀬〒850-0018 095-828-1355医療法人陽蘭会　理事廣瀬　建 平18. 5. 1一般 診療所
     クリニック 長崎市伊勢町２番３１号 常　勤:    2長　廣瀬　建 組織変更     一般    15現存
     (医       2) 平30. 5. 1ひ   
     非常勤:   20 腎臓内科、人工
     (医      20) 透析外科、人工
     透析内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  372016,631,2 医療法人　ふくだこど〒850-0861 095-821-8867医療法人ふくだこども福田　友子 平18. 5. 1小   診療所
     もクリニック 長崎市江戸町５－１４　月香園ビ常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     ル４階 (医       1)福田　友子 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  373016,632,0 すぎやま内科・消化器〒852-8135 095-847-1222医療法人民英会　理事杉山　英一郎 平18. 5. 1内   消   診療所
     科 長崎市千歳町６番１号 常　勤:    1長　杉山　英一郎 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  374016,633,8 すやま眼科クリニック〒851-0133 095-838-7616医療法人すやま眼科ク陶山　信吾 平18. 5. 1眼   診療所
     長崎市矢上町４８番１号 常　勤:    1リニック　理事長　陶 組織変更 現存
     (医       1)山　信吾 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  375016,636,1 牧野くみ形成クリニッ〒852-8034 095-842-5550牧野　久美 牧野　久美 平18. 6. 1整外 形外 皮  診療所
     ク 長崎市城栄町３２－２０城山メデ常　勤:    1 新規 美外 リハ 現存
     ィカルビル３Ｆ (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  376016,639,5 胃腸科もりクリニック〒852-8118 095-842-7660森　宣陽 森　宣陽 平18.10. 1内   胃   こう診療所
     長崎市松山町６番９号 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  377016,640,3 かずもり皮ふ科 〒852-8052 095-855-2201計盛　幸子 計盛　幸子 平18.10. 1皮   アレ 診療所
     長崎市岩屋町２５－７　メディカ常　勤:    1 新規 現存
     ル葉山３－Ａ (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  378016,641,1 医療法人昌生会　シル〒852-8034 095-841-7022医療法人昌生会　理事竹内　隆 平18.11. 1精   神   心内診療所
     バー・メンタル・でぐ長崎市城栄町１９番５号城栄安達常　勤:    1長　出口　之 新規 内   現存
     ちクリニック ビル (医       1) 平24.11. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  379016,642,9 医療法人　中嶋整形外〒850-0832 095-827-3313医療法人中嶋整形外科中嶋　裕 平29. 1. 1整外 診療所
     科 長崎市油屋町４番１６号 常　勤:    1　理事長　中嶋　裕 移転 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  380016,645,2 松村医院 〒852-8061 095-856-0881松村　絹子 松村　絹子 平19. 1. 1眼   診療所
     長崎市滑石４丁目３番３９号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  381016,648,6 村上眼科クリニック 〒850-0842 095-824-9570村上　裕司 村上　裕司 平19. 3.23眼   診療所
     長崎市新地町１０番１４号　中貿常　勤:    1 組織変更 現存
     ビル３Ｆ (医       1) 平25. 3.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  382016,650,2 医療法人厚生会　みち〒852-8118 095-844-3030医療法人厚生会　理事松本　俊二 平19. 5. 1心内 精   診療所
     のおメンタルクリニッ長崎市松山町３番９４号　松屋ビ常　勤:    1長　松本　純隆 新規 現存
     ク ル４階 (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  383016,651,0 あじさいクリニック 〒850-0841 095-893-6000松本　智子 松本　智子 平19. 5. 1整外 リウ 診療所
     長崎市銅座町７－２９　ＴＮメデ常　勤:    1 新規 現存
     ィカルビル３Ｆ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  384016,652,8 医療法人　いなさ内科〒852-8002 095-864-1006医療法人　いなさ内科金子　巌 平19. 5. 1内   胃   診療所
     ・胃腸クリニック 長崎市弁天町１３番１２号 常　勤:    2・胃腸クリニック　理 組織変更 現存
     (医       2)事長　金子　巌 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  385016,653,6 医療法人　あおぞら内〒850-0035 095-829-2100医療法人あおぞら内科笹山　一夫 平19. 5. 1内   呼   アレ診療所
     科クリニック 長崎市元船町５－４　メディカル常　勤:    2クリニック　理事長　 組織変更 循   現存
     モール元船２Ｆ (医       2)笹山　一夫 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  386016,654,4 医療法人　谷川放射線〒852-8137 095-844-0417医療法人谷川放射線科谷川　健 平19. 5. 1内   胃   放  診療所
     科胃腸科医院 長崎市若葉町６番１号 常　勤:    5胃腸科医院　理事長　 組織変更 現存
     (医       5)谷川　健 平25. 5. 1
     非常勤:   16
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  387016,655,1 医療法人　吉見内科胃〒852-8135 095-841-8441医療法人吉見内科胃腸吉見　公三郎 平19. 5. 1内   胃   診療所
     腸科 長崎市千歳町１０番３号　よしみ常　勤:    1科　理事長　吉見　公 組織変更 現存
     ビル５Ｆ (医       1)三郎 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  388016,656,9 江口クリニック 〒850-0025 095-823-3348医療法人江口クリニッ江口　毅 平19. 5. 1胃   外   整外診療所
     長崎市今博多町４５番地 常　勤:    1ク　理事長　江口　毅 組織変更 呼   こう 放  現存
     (医       1) 平25. 5. 1内   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  389016,657,7 どうつ耳鼻咽喉科クリ〒850-0918 095-829-3321道津　充 道津　充 平19. 6. 1耳い アレ 外  診療所
     ニック 長崎市大浦町３番２７号１０１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  390016,658,5 わたなべ耳鼻咽喉科ク〒852-8116 095-844-8733医療法人光徳会　理事渡 　繁德 平19. 5. 1耳い 診療所
     リニック 長崎市平和町５番２５号 常　勤:    1長　渡 　繁德 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  391016,659,3 医療法人　髙橋整形外〒850-0851 095-822-0940医療法人髙橋整形外科髙橋　克郎 平19. 5. 1整外 リハ 診療所
     科クリニック 長崎市古川町５番２６号 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)髙橋　克郎 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  392016,660,1 医療法人　たかすぎ内〒852-8114 095-814-0296医療法人たかすぎ内科隆杉　正和 平19. 6. 1内   呼   アレ診療所
     科クリニック 長崎市橋口町３－７ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)隆杉　正和 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  393016,662,7 大坪医院 〒850-0842 095-828-0316大坪　裕助 大坪　裕助 平19.12. 1精   神   心内診療所
     長崎市新地町６－５６－１０６ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  394016,664,3 わたなべ皮ふ科 〒850-0851 095-816-1112渡辺　雅久 渡辺　雅久 平19.12. 1皮   診療所
     長崎市古川町５番２５号ブランデ常　勤:    1 新規 現存
     ィール鮫島１Ｆ (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  395016,665,0 糸柳ブレストクリニッ〒850-0842 095-832-7000糸栁　則昭 糸栁　則昭 平20. 1. 1外   診療所
     ク 長崎市新地町１－５ＭＭＣビル４常　勤:    1 新規 現存
     階 (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  396016,666,8 産婦人科　宮村医院 〒852-8114 095-845-0101宮村　庸剛 宮村　庸剛 平20. 2. 1一般 診療所
     長崎市橋口町２２番１０号 常　勤:    3 組織変更     一般    19現存
     (医       2) 平26. 2. 1産婦 
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  397016,668,4 かわはら内科循環器科〒852-8024 095-861-6111川原　英資 川原　英資 平20. 4. 1内   循   診療所
     長崎市花園町１番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  398016,669,2 森光泌尿器科クリニッ〒852-8154 095-893-5330森光　浩 森光　浩 平20. 4. 1ひ   診療所
     ク 長崎市住吉町３番１１－１０３号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  399016,672,6 ハナキクリニック 〒850-0841 095-822-8792花城　徳一 花城　徳一 平20. 6. 1形外 皮   美外診療所
     長崎市銅座町１４番９号ＩＣＮビ常　勤:    1 新規 現存
     ル３階 (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  400016,674,2 前田内科クリニック 〒851-0134 095-801-5288前田　恭男 前田　恭男 平20. 6. 1内   診療所
     長崎市田中町１６４番地７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  401016,676,7 諏訪の杜クリニック 〒850-0015 095-829-7000古田　敬介 古田　敬介 平20. 6. 1心内 精   麻  診療所
     長崎市桜馬場１丁目２－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
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  402016,677,5 飛田内科クリニック 〒851-3213 095-860-7777飛田　大作 飛田　大作 平20. 8. 1内   消   診療所
     長崎市琴海形上町１７８２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  403016,678,3 まさき内科呼吸器クリ〒850-0841 095-801-5908真崎　宏則 真崎　宏則 平20. 9. 1内   呼   アレ診療所
     ニック 長崎市銅座町５番７号サイノオビ常　勤:    1 新規 現存
     ル３階 (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  404016,682,5 医療法人協治会　ゆず〒850-0831 095-822-3415医療法人協治会　理事土屋　健史 平20.11. 1心内 精   診療所
     クリニック 長崎市鍛冶屋町２番１１号 常　勤:    1長　杠葉　輝明 新規 糖尿病・内分泌現存
     (医       1) 平26.11. 1内科
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  405016,683,3 江上皮ふ科医院 〒852-8154 095-845-0259江上　和也 江上　和也 平21. 1. 1皮   診療所
     長崎市住吉町３番１号　 常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  406016,684,1 コムロ耳鼻咽喉科クリ〒850-0057 095-825-3377小室　哲 小室　哲 平21. 3. 1耳い 外   診療所
     ニック 長崎市大黒町１１番１８号ＭＩＹ常　勤:    1 新規 現存
     ＡＳＨＩＴＡビル２Ｆ (医       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  407016,686,6 ながさきハートクリニ〒850-0056 095-818-4199医療法人メディカル・山岸　民治 平21. 4. 1一般 診療所
     ック 長崎市恵美須町４番１号 常　勤:    1セブン　理事長　坂井 組織変更     一般    19現存
     (医       1)　秀章 平27. 4. 1他   循   リハ
     非常勤:    7 他：心臓血管内
     (医       3) 科、循：循環器
     (薬       4) 内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  408016,687,4 医療法人萌悠会耳鼻咽〒852-8023 095-841-7038医療法人萌悠会耳鼻咽神田　幸彦 平21. 4. 1耳い 診療所
     喉科　神田Ｅ・Ｎ・Ｔ長崎市若草町４番２５号 常　勤:    1喉科　神田Ｅ・Ｎ・Ｔ 組織変更 現存
     医院 (医       1)医院　理事長　神田　 平27. 4. 1
     非常勤:   11幸彦
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  409016,688,2 西谷クリニック 〒851-3101 095-884-3822西谷　正嘉 西谷　正嘉 平21. 5. 1外   消   リハ診療所
     長崎市西海町１６９４－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  410016,691,6 宗耳鼻咽喉科クリニッ〒852-8117 095-844-5655宗　英吾 宗　英吾 平21. 6. 1耳い 診療所
     ク 長崎市平野町１０番２号セントポ常　勤:    1 新規 現存
     ールプロスペクト３０１号 (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  411016,692,4 医療法人　さくら形成〒852-8053 095-855-0025医療法人さくら形成ク鬼塚　圭子 平21. 6. 1形外 美外 皮  診療所
     クリニック 長崎市葉山１丁目４４番１号 常　勤:    1リニック　理事長　鬼 移転 外   消   現存
     (医       1)塚　圭子 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  412016,693,2 石川内科クリニック 〒851-0133 095-813-3933医療法人石川内科クリ石川　秀文 平21. 5. 1内   呼   アレ診療所
     長崎市矢上町２９番１１号 常　勤:    1ニック　理事長　石川 組織変更 現存
     (医       1)　秀文 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  413016,694,0 ながた大腸肛門クリニ〒850-0861 095-818-5375医療法人　ながた大腸長田　康彦 平21. 5. 1こう 胃   診療所
     ック 長崎市江戸町５番１４号　月香園常　勤:    1肛門クリニック　理事 組織変更 現存
     ビル５階 (医       1)長　長田　康彦 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  414016,696,5 木下漢方内科クリニッ〒852-8105 095-841-8833木下　節生 木下　節生 平21.10. 1内   診療所
     ク 長崎市目覚町１３番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  415016,697,3 中島川クリニック 〒850-0877 095-820-0929守家　泰一郎 守家　泰一郎 平21.11. 1精   心内 診療所
     長崎市築町４番１５号　鈴文ビル常　勤:    1 新規 現存
     ５階 (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  416016,698,1 松元クリニック 〒850-0842 095-811-1035医療法人きのこ会　理松元　定次 平21.11. 1内   外   消  診療所
     長崎市新地町１番５号 常　勤:    1事長　松元　定次 組織変更 こう リハ 現存
     (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  417016,699,9 宮村眼科 〒852-8133 095-865-8222宮村　紀毅 宮村　紀毅 平21.12. 1眼   診療所
     長崎市本原町１２番１１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  418016,700,5 長崎病理診断科 〒852-8117 095-842-6055医療法人　長崎病理　岸川　正大 平22. 3. 1病理 診療所
     長崎市平野町２３番５号 常　勤:    2理事長　岸川　正大 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 3. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  419016,701,3 はらかわ内科クリニッ〒852-8132 095-870-5512原川　誠二郎 原川　誠二郎 平22. 4. 1内   診療所
     ク 長崎市扇町１３番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  420016,702,1 くろき眼科 〒851-2212 095-814-1515医療法人くろき眼科　黒木　明子 平22. 4. 1眼   診療所
     長崎市畝刈町１６１３－３３サク常　勤:    1理事長　黒木　明子 組織変更 現存
     セスカバーヒルズ２Ｆ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  421016,703,9 しもむら産婦人科 〒850-0851 095-821-3541医療法人しもむら産婦下村　守 平22. 4. 1一般        19診療所
     長崎市古川町８番１１号 常　勤:    2人科　理事長　下村　 その他 産   婦   麻  現存
     (医       2)守 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  422016,704,7 ニュー琴海病院 〒851-3213 095-885-2016医療法人社団大同会　丸田　直基 平22. 4. 1一般        48病院
     長崎市琴海形上町１８４９番地７常　勤:    6理事長　河野　昌文 交代 内   消   呼  現存
     (医       6) 平28. 4. 1循   整外 ひ  
     非常勤:   24 眼   リハ 外  
     (医      23) 皮   心内 精  
     (薬       1) 耳い 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  423016,705,4 レディースクリニック〒851-2211 095-814-1603医療法人社団レディー森　一朗 平22. 6. 1一般        10診療所
     ＩＣＨＩＲＯ 長崎市京泊３丁目１０番１５号 常　勤:    1スクリニックＩＣＨＩ 組織変更 産婦 現存
     (医       1)ＲＯ　理事長　森　一 平28. 6. 1
     朗
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  424016,706,2 医療法人社団健昌会　〒852-8104 095-813-1234医療法人社団健昌会　松下　哲朗 平22. 7. 1一般 診療所
     新里クリニック浦上 長崎市茂里町３番２０号 常　勤:    5理事長　新里　健 新規     一般    19現存
     (医       4) 平28. 7. 1内   循   呼  
     (薬       1) 整外 リハ 放  
     非常勤:   15
     (医      14)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  425016,707,0 浦山クリニック 〒850-0018 095-826-2759浦山　哲 浦山　哲 平22. 7. 1内   リウ 診療所
     長崎市伊勢町２－２６ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  426016,708,8 医療法人　ながたに整〒850-0035 095-826-1103医療法人　ながたに整長谷　芳文 平22.10. 1整外 リハ 診療所
     形外科 長崎市元船町５番４号　メディカ常　勤:    1形外科　理事長　長谷 組織変更 現存
     ルモール元船３Ｆ (医       1)　芳文 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  427016,710,4 医療法人　あそう眼科〒850-0045 095-841-8400医療法人　あそう眼科麻生　順子 平22.11. 1眼   診療所
     長崎市宝町５－５ 常　勤:    1　理事長　麻生　順子 組織変更 現存
     (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  428016,711,2 古川宮田整形外科内科〒852-8155 095-846-0022医療法人　順成堂　理古川　敬三 平22.11. 6整外 リハ 内  診療所
     クリニック 長崎市中園町２２番１０号 常　勤:    2事長　古川　敬三 組織変更 現存
     (医       2) 平28.11. 6
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  429016,713,8 タナカクリニックひふ〒850-0841 095-816-1590医療法人　タナカクリ田中　洋一 平22.12. 1皮   アレ 診療所
     科・アレルギー科 長崎市銅座町２番１５号ＮＫイリ常　勤:    1ニック　理事長　田中 組織変更 現存
     スビル５Ｆ (医       1)　洋一 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  430016,714,6 しながわ内科クリニッ〒850-0822 095-823-2662品川　達夫 品川　達夫 平22.12. 6内   診療所
     ク 長崎市愛宕２丁目１１－３３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28.12. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  431016,715,3 星野内科呼吸器科クリ〒852-8105 095-847-2222星野　和彦 星野　和彦 平23. 2. 1内   診療所
     ニック 長崎市目覚町１０－３ 常　勤:    1 新規 呼吸器内科 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  432016,716,1 こころ元気クリニック〒850-0035 095-825-8800濱本　正弘 濱本　正弘 平23. 4. 1心内 精   診療所
     長崎市元船町１２番１号　タカラ常　勤:    1 新規 現存
     ビル２Ｆ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  433016,718,7 山口整形外科医院 〒850-0013 095-826-5121医療法人山口整形外科山口　重嘉 平23. 5. 1一般         7診療所
     長崎市中川１丁目８番３号 常　勤:    2医院　理事長　山口　 組織変更 療養        12療養病床
     (医       2)重嘉 平29. 5. 1整外 リウ リハ現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  434016,722,9 滑石まごころクリニッ〒852-8061 095-894-8891森川　俊一 森川　俊一 平23.10. 1内   診療所
     ク 長崎市滑石５丁目５番２４号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  435016,724,5 医療法人小濱産婦人科〒850-0902 095-822-1847医療法人小濱産婦人科小濵　正彦 平23.11. 1一般        12診療所
     医院 長崎市丸山町１番５号 常　勤:    2医院　理事長　小濵　 組織変更 産婦 現存
     (医       2)正美 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  436016,725,2 小林皮膚科医院 〒852-8061 095-856-2979小林　亜紀子 小林　亜紀子 平24. 1. 1皮   ひ   診療所
     長崎市滑石３丁目１９番２０号 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  437016,726,0 西じま内科クリニック〒850-0842 095-821-1182西島　教治 西島　教治 平24. 3. 1内   循   呼  診療所
     長崎市新地町８番１６号ミナトパ常　勤:    1 新規 リハ 現存
     ークビル２Ｆ (医       1) 平30. 3. 1



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［長崎県］

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    49 頁

  438016,730,2 医療法人杏会　杏クリ〒850-0055 095-895-7118医療法人杏会　理事長達木　美保 平24. 8. 1皮   診療所
     ニック　皮膚科・美容長崎市中町１番２２号　３階 常　勤:    1　達木　泰裕 新規 現存
     皮膚科 (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  439016,732,8 櫻川循環器内科クリニ〒851-0116 095-833-0001櫻川　浩一郎 櫻川　浩一郎 平24.12. 1内   循   診療所
     ック 長崎市東町１９１８－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  440016,734,4 ちとせ町整形外科クリ〒852-8135 095-894-8950医療法人ちとせ町整形中山　晃一 平25. 3. 1整外 リハ 診療所
     ニック 長崎市千歳町２１－１－１Ｆ 常　勤:    1外科クリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　中山　晃一 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  441016,735,1 清水皮膚クリニック 〒852-8125 095-843-5525清水　和宏 清水　和宏 平25. 4. 1皮   アレ 診療所
     長崎市小峰町３－２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  442016,736,9 藤瀬クリニック 〒852-8154 095-865-6611藤瀬　直樹 藤瀬　直樹 平25. 4. 1外   こう 消  診療所
     長崎市住吉町３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  443016,737,7 さんクリニック 〒850-0842 095-895-8160医療法人　清潮会　理松本　喜代隆 平25. 5. 1心内 精   診療所
     長崎市新地町８－１６　ミナトパ常　勤:    1事長　塚﨑　寛 新規 現存
     ークビル４Ｆ (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  444016,738,5 心療内科　新クリニッ〒852-8154 095-848-7867森　貴俊 森　貴俊 平25. 4. 1心内 精   神  診療所
     ク 長崎市住吉町２－２６　２Ｆ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  445016,739,3 あんず整形外科 〒851-2212 095-840-1212医療法人あんず整形外髙木　謙司郎 平25. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     長崎市畝刈町１６１３番地３３サ常　勤:    1科　理事長　髙木　謙 組織変更 現存
     クセスカバーヒルズ１階・３階 (医       1)司郎 平25. 4. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  446016,740,1 山口内科・循環器内科〒852-8014 095-818-1333医療法人　山口内科・山口　達之 平25. 5. 1内   循   診療所
     長崎市竹の久保町１１番１０号 常　勤:    1循環器内科　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)山口　達之 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  447016,741,9 安中外科・脳神経外科〒850-0832 095-823-4813医療法人　安中外科・安中　正和 平29.10. 1一般         9診療所
     医院 長崎市油屋町１番１４号アスクビ常　勤:    1脳神経外科医院　理事 移転 療養         6現存
     ル３・４Ｆ (医       1)長　安中　正和 平29.10. 1外   整外 脳外
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  448016,742,7 医療法人　江上耳鼻咽〒850-0841 095-820-3300医療法人　江上耳鼻咽江上　徹也 平25. 8. 1耳い 診療所
     喉科医院 長崎市銅座町２番１５号ＮＫイリ常　勤:    1喉科医院　理事長　江 新規 気食外 現存
     スビル３０１ (医       1)上　徹也 平25. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  449016,744,3 おがわ皮ふ科・アレル〒851-0133 095-830-1112小川　文秀 小川　文秀 平25. 9. 1皮   アレ 診療所
     ギー科 長崎市矢上町４７－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  450016,745,0 みしま内科・消化器内〒852-8127 095-814-0001三嶋　亮介 三嶋　亮介 平25. 9. 1内   消   診療所
     科クリニック 長崎市大手１丁目２８－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  451016,746,8 りゅうキッズクリニッ〒852-8061 095-865-6559劉　美成 劉　美成 平25.10. 1小   診療所
     ク 長崎市滑石２丁目９番９号 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  452016,747,6 よろずや町クリニック〒850-0852 095-895-7272中野　豪一 中野　豪一 平25.12. 1心内 精   内  診療所
     長崎市万屋町２番１１号エンパイ常　勤:    1 新規 現存
     ア第２ビル２Ｆ (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  453016,750,0 西田内科胃腸内科医院〒850-0832 095-826-0982西田　義之 西田　義之 平26. 4. 1内   診療所
     長崎市油屋町６番１１号 常　勤:    2 交代 胃腸内科 現存
     (医       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  454016,752,6 山川内科 〒852-8052 095-801-5858山川　賢一 山川　賢一 平26. 5. 1内   診療所
     長崎市岩屋町２３－３ 常　勤:    1 新規 糖尿病・代謝内現存
     (医       1) 平26. 5. 1科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  455016,753,4 医療法人昭和会　長崎〒850-0918 095-828-9700医療法人　昭和会　理佐々木　誠 平26. 4. 1一般 病院
     あじさい病院 長崎市大浦町１０番４０号 常　勤:   11事長　南　宣行 交代     一般    74現存
     (医       8) 平26. 4. 1内   呼内 外  
     (薬       3) 眼   リハ 脳外
     非常勤:   70 皮   
     (医      70) 循環器内科・消
     化器内科・消化
     器外科・肛門外
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  456016,754,2 出島病院 〒850-0862 095-822-2323社会医療法人　春回会北條　美能留 平26. 4. 1一般 病院
     長崎市出島町１２番２３号 常　勤:    5　理事長　井上　健一 交代     一般    41現存
     (医       4)郎 平26. 4. 1内   リハ 
     (薬       1) 緩和ケア内科
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  457016,755,9 はまのまちハートクリ〒850-0853 095-893-8808医療法人メディカル・坂井　秀章 平26. 6. 1内   リハ 診療所
     ニック 長崎市浜町８番１３号 常　勤:    1セブン　理事長　坂井 新規 心臓血管内科、現存
     (医       1)　秀章 平26. 6. 1循環器内科、消
     非常勤:    3 化器内科
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  458016,756,7 田浦医院 〒851-3101 095-884-1875田浦　紀子 田浦　紀子 平26.10. 8一般 診療所
     長崎市西海町１７３４ 常　勤:    1 交代     一般    11療養病床
     (医       1) 平26.10. 8療養 現存
         療養     4
     内   小   外  
     整外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  459016,757,5 医療法人　淡成会　冨〒851-0115 095-838-6060医療法人　淡成会　理冨永　典男 平26.11. 1小   アレ 診療所
     永小児科医院 長崎市かき道３丁目２番６号 常　勤:    1事長　冨永　典男 組織変更 現存
     (医       1) 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  460016,758,3 ももスキンクリニック〒850-0831 095-816-0303松尾　琴美 松尾　琴美 平27. 1. 1形外 皮   他  診療所
     長崎市鍛冶屋町２－１１銀嶺ビル常　勤:    1 新規 ５９：美容皮膚現存
     ２階 (医       1) 平27. 1. 1科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  461016,759,1 天野内科 〒851-1132 095-894-8800医療法人　天野内科　天野　秀明 平26.12. 1内   呼内 アレ診療所
     長崎市小江原二丁目３５番１６号常　勤:    1理事長　天野　秀明 組織変更 他   現存
     (医       1) 平26.12. 1他：感染症内科
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  462016,760,9 医療法人　楓　塚崎整〒851-0116 095-833-0018医療法人　楓　理事長塚﨑　智雄 平27. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     形クリニック 長崎市東町１９１８番地１ 常　勤:    1　塚﨑　智雄 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  463016,761,7 医療法人　相生会　た〒850-0841 095-822-0019医療法人　相生会　理田島　平一郎 平27. 1. 1内   消   診療所
     じま内科消化器内科 長崎市銅座町４番１４号　青木ビ常　勤:    2事長　田島　平一郎 組織変更 ０８消：消化器現存
     ル６Ｆ (医       1) 平27. 1. 1内科
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  464016,762,5 しまながクリニック 〒850-0032 095-829-1517嶋長　正樹 嶋長　正樹 平27. 3. 1心内 精   診療所
     長崎市興善町４番５号カクヨウＢ常　勤:    1 新規 現存
     ＬＤ　２Ｆ (医       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  465016,763,3 ひさまつ腎・泌尿器科〒850-0841 095-893-8980久松　浩 久松　浩 平27. 4. 1ひ   診療所
     クリニック 長崎市銅座町２番１５号ＮＫイリ常　勤:    1 新規 現存
     スビル２階 (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  466016,764,1 サイノオ脳神経外科 〒850-0877 095-895-7717道祖尾　伯史 道祖尾　伯史 平27. 4. 1脳外 神内 リハ診療所
     長崎市築町５番１４号トラッド中常　勤:    1 新規 現存
     央橋２階 (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  467016,765,8 おおぞら整形外科 〒850-0017 095-895-7888医療法人おおぞら整形原田　真一 平27. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     長崎市新大工町５番１６号 常　勤:    1外科　理事長　原田　 組織変更 現存
     (医       1)真一 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  468016,766,6 渡辺整形外科医院 〒852-8106 095-846-1235渡邊　毅 渡邊　毅 平27. 6. 1整外 リハ 診療所
     長崎市岩川町１９番１３号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  469016,767,4 長崎血管外科クリニッ〒850-0034 095-895-5011多田　誠一 多田　誠一 平27. 7. 1心外 診療所
     ク 長崎市樺島町１－２ 常　勤:    1 新規 循環器内科 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  470016,768,2 けんクリニック 〒850-0045 095-849-2290赤瀬　啓介 赤瀬　啓介 平27. 7. 1精   心内 診療所
     長崎市宝町７－５第２イワテック常　勤:    1 交代 現存
     ビル２階 (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  471016,770,8 築城メンタルクリニッ〒850-0034 095-823-5787築城　檀 築城　檀 平27.10. 1心内 診療所
     ク 長崎市樺島町３－６ 常　勤:    1 交代 精神神経科 現存
     (医       1) 平27.10. 1
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  472016,771,6 日見中央病院 〒851-0126 095-838-2760緒方　周 緒方　周 平27.10. 1精神 病院
     長崎市芒塚町２２番地３ 常　勤:    5 交代     精神   166現存
     (医       3) 平27.10. 1精   内   心内
     (薬       2) 神   
     非常勤:   40
     (医      40)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  473016,772,4 医療法人樹花会　松崎〒850-0874 095-811-0222医療法人樹花会　理事松﨑　忠樹 平27.10. 1内   呼内 リハ診療所
     内科循環器科 長崎市魚の町７番３号サンガーデ常　勤:    1長　松﨑　忠樹 組織変更 循環器内科、腎現存
     ン眼鏡橋１階 (医       1) 平27.10. 1臓内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  474016,773,2 重野耳鼻咽喉科医院 〒852-8132 095-844-1848重野　浩一郎 重野　浩一郎 平27.12. 1耳い アレ 診療所
     長崎市扇町１番２１号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  475016,774,0 いまむらウィミンズク〒850-0918 095-824-2075医療法人恵仁会　理事今村　健仁 平28. 3.20一般        19診療所
     リニック 長崎市大浦町１番２６号 常　勤:    5長　今村　定臣 移転 産   婦   現存
     (医       4) 平28. 3.20乳腺外科
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  476016,775,7 医療法人　山崎整形外〒852-8001 095-861-3231医療法人　山崎整形外山崎　浩二郎 平28. 4. 1整外 リハ 診療所
     科医院 長崎市光町８番１２号 常　勤:    1科医院　理事長　山崎 組織変更 現存
     (医       1)　浩二郎 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  477016,776,5 いしまる耳鼻咽喉科 〒852-8131 095-894-5111石丸　幸太朗 石丸　幸太朗 平28. 5. 1耳い アレ 診療所
     長崎市文教町７－１１－１０２ 常　勤:    1 新規 小児耳鼻咽喉科現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  478016,777,3 医療法人　津田耳鼻咽〒850-0992 095-879-5232医療法人　津田耳鼻咽津田　祥夫 平28. 4. 1耳い 診療所
     喉科医院 長崎市江川町２８４番地 常　勤:    1喉科医院　理事長　津 組織変更 現存
     (医       1)田　祥夫 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  479016,778,1 重工記念長崎病院 〒850-0063 095-828-4813医療法人重工記念長崎矢部　嘉浩 平28. 4. 1一般       184病院
     (013,827,5) 長崎市飽の浦町１番７３号 常　勤:   20病院　理事長　矢部　 組織変更 内   外   眼  現存
     (医      17)嘉浩 平28. 4. 1皮   ひ   耳い
     (歯       2) 歯   婦   整外
     (薬       1) 形外 放   リハ
     非常勤:   95 心内 歯外 
     (医      93)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  480016,779,9 影浦内科医院 〒850-0028 095-823-3555医療法人　影浦内科医影浦　博信 平28.12. 1内   診療所
     長崎市勝山町４番地 常　勤:    1院　理事長　影浦　博 組織変更 消化器内科、循現存
     (医       1)信 平28.12. 1環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  481016,780,7 医療法人　中村智整形〒852-8061 095-855-8755医療法人　中村智整形中村　智 平29. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     外科クリニック 長崎市滑石３丁目８番５号メディ常　勤:    2外科クリニック　理事 組織変更 現存
     カル滑石２Ｆ・３Ｆ (医       1)長　中村　智 平29. 1. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  482016,781,5 せいごうクリニック 〒851-2212 095-860-9025中村　清剛 中村　清剛 平29. 4. 1内   外   リハ診療所
     長崎市畝刈町１６１３－８５ニュ常　勤:    1 新規 現存
     ーポートメディカルビル (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  483016,782,3 もとしま内科 〒851-0133 095-865-8277元島　幸平 元島　幸平 平29. 5. 1内   呼内 診療所
     長崎市矢上町２５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  484016,783,1 医療法人　太樹会　の〒852-8053 095-855-3911医療法人太樹会　理事法村　大輔 平29. 4. 1内   リハ 診療所
     りむらクリニック 長崎市葉山１－５－２浜福ビル２常　勤:    1長　法村　大輔 組織変更 消化器内科、内現存
     Ｆ・３Ｆ (医       1) 平29. 4. 1視鏡内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  485016,784,9 長崎宝在宅医療クリニ〒850-0045 095-843-2733医療法人長崎宝在宅医松尾　誠司 平29. 4. 1外   内   診療所
     ック 長崎市宝町９番１４号 常　勤:    2療クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       2)　松尾　誠司 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  486016,785,6 すみよし内科　内分泌〒852-8154 095-849-2282藤山　薫 藤山　薫 平29. 7.18内   診療所
     ・代謝クリニック 長崎市住吉町３番１８号 常　勤:    1 交代 内分泌内科、代現存
     (医       1) 平29. 7.18謝内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  487016,786,4 みきクリニック 〒852-8065 095-801-2900杠葉　美樹 杠葉　美樹 平29. 9. 1ひ   診療所
     長崎市横尾１丁目１０番３号 常　勤:    1 新規 美容皮膚科 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  488016,787,2 春回会クリニック 〒852-8105 095-843-3777社会医療法人　春回会高橋　淳 平29.10. 1内   放   婦  診療所
     長崎市目覚町７番２号ＨＣＳ長崎常　勤:    5　理事長　井上　健一 新規 現存
     ビル６階 (医       5)郎 平29.10. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  489016,788,0 かせ耳鼻咽喉科 〒851-0133 095-801-2190加瀬　敬一 加瀬　敬一 平29.11. 1耳い 診療所
     長崎市矢上町３－２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
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  490016,789,8 あしざわ内科 〒852-8125 095-865-7234芦澤　麻美子 芦澤　麻美子 平29.12. 1内   診療所
     長崎市小峰町３－１３ 常　勤:    1 新規 腎臓内科 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  491016,791,4 深沢眼科医院 〒851-0133 095-839-2010深澤　祥子 深澤　祥子 平30. 2. 6眼   診療所
     長崎市矢上町４番１１号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 2. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  492016,792,2 松元リカバリークリニ〒850-0028 095-801-1146松元　志朗 松元　志朗 平30. 3. 1精   心内 診療所
     ック 長崎市勝山町１０－１プライムＭ常　勤:    1 新規 現存
     勝山ビル４Ｆ．５Ｆ．６Ｆ (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  493016,793,0 呼吸器内科アレルギー〒850-0054 095-828-5556岩﨑　貴裕 岩﨑　貴裕 平30. 5. 1内   呼内 アレ診療所
     科内科いわさきＪクリ長崎市上町１－２７ 常　勤:    1 交代 現存
     ニック (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  494021,012,8 医療法人慶友会　西海〒859-3213 0956-38-3156医療法人慶友会　理事逸見　嘉之介 昭32.10. 1精神       300病院
     病院 佐世保市権常寺町１５００ 常　勤:   10長　逸見　嘉之介 新規 精   心内 現存
     (医       7) 平29.10. 1
     (薬       3)
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  495021,024,3 社会医療法人財団　白〒857-0022 0956-25-3210社会医療法人財団　白柴田　隆一郎 平12.11. 5療養       330病院
     十字会　燿光リハビリ佐世保市山手町８５５ー１ 常　勤:   22十字会　理事長　富永 移転 内   リハ 療養病床
     テーション病院 (医      18)　雅也 平24.11. 5 現存
     (薬       4)
     非常勤:   25
     (医      25)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  496021,134,0 特定医療法人雄博会　〒857-0026 0956-24-1010特定医療法人雄博会　田中　光 昭32.10. 1一般       110病院
     千住病院 佐世保市宮地町５－５ 常　勤:   17理事長　千住　雅博 新規 療養        76療養病床
     (医      14) 平29.10. 1内   リハ 神内現存
     (薬       3)
     非常勤:  107
     (医     107)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  497021,147,2 医療法人愛恵会　佐世〒857-0134 0956-49-3335医療法人愛恵会　理事森田　武伯 昭32.11. 1精神       219病院
     保愛恵病院 佐世保市瀬戸越４丁目２－１５ 常　勤:    6長　森田　武東 新規 精   心内 現存
     (医       4) 平29.11. 1
     (薬       2)
     非常勤:   11
     (医      11)
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  498021,174,6 医療法人慶仁会　天神〒857-1174 0956-31-6135医療法人慶仁会　理事増井　憲治 昭34. 8. 1精神       215病院
     病院 佐世保市天神５丁目２３－３１ 常　勤:    7長　増井　憲治 新規 精   神   現存
     (医       6) 平28. 8. 1
     (薬       1)
     非常勤:   38
     (医      38)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  499021,242,1 医療法人陽明会　宮原〒857-0832 0956-31-9151医療法人陽明会　理事宮原　明夫 昭38. 7. 1精神       180病院
     病院 佐世保市藤原町４６－５ 常　勤:    5長　宮原　明夫 新規 精   現存
     (医       4) 平29. 7. 1
     (薬       1)
     非常勤:    3
     (医       2)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  500021,499,7 特定医療法人雄博会　〒857-0054 0956-23-1010特定医療法人雄博会　荒木　潤 昭60. 9. 1内   神内 診療所
     千住診療所 佐世保市栄町５－２６ 常　勤:    1理事長　千住　雅博 移転 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  501022,074,7 医療法人佐世保　晩翠〒859-3215 0956-38-5555医療法人佐世保晩翠会村上　俊雄 昭32.10. 1一般        30病院
     会　村上病院 佐世保市早岐１丁目６－２２ 常　勤:    4村上病院　理事長　村 新規 産婦 内   現存
     (医       3)上　俊雄 平29.10. 1
     (薬       1)
     非常勤:   20
     (医      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  502022,109,1 医療法人誠美会　荒木〒857-0805 0956-22-5409医療法人誠美会　理事荒木　純夫 昭32.10. 1一般        13診療所
     産婦人科診療所 佐世保市光月町４－４ 常　勤:    1長　荒木　純夫 新規 産   婦   現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  503022,169,5 医療法人哺仁会　一瀬〒857-0871 0956-22-8082医療法人哺仁会一瀬診一瀬　宏 昭34. 5. 1一般        10診療所
     診療所 佐世保市本島町１－１１ 常　勤:    1療所　理事長　一瀬　 新規 産   婦   現存
     (医       1)宏 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  504022,192,7 医療法人雄人会　三川〒859-3151 0956-30-8011医療法人雄人会　理事橋本　聡 昭35. 7.17一般        24病院
     内病院 佐世保市三川内本町２９０－１ 常　勤:    7長　島田　謹一郎 新規 療養        31療養病床
     (医       5) 平29. 7.17外   内   胃  現存
     (薬       2) 麻   リハ こう
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  505022,227,1 医療法人是心会　久保〒857-0136 0956-49-3377医療法人是心会　理事坂口　洋司 昭37. 1. 1一般        73病院
     内科病院 佐世保市田原町１１－９ 常　勤:    7長　久保　次郎 新規 療養        23療養病床
     (医       6) 平28. 1. 1内   神内 消  現存
     (薬       1) 循   放   リハ
     非常勤:   13
     (医      12)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  506022,397,2 たけい耳鼻咽喉科医院〒857-0011 0956-24-3387武井　隆 武井　隆 昭48.11.30耳い 診療所
     佐世保市春日町２３－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.11.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  507022,405,3 吉田医院 〒858-0918 0956-47-2566吉田　治正 吉田　治正 昭49.10. 6内   診療所
     佐世保市相浦町２２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  508022,427,7 医療法人廣心会　牟田〒857-0136 0956-49-2106医療法人廣心会　理事牟田　広毅 昭53. 9. 1内   呼   消  診療所
     内科医院 佐世保市田原町１７－１７ 常　勤:    2長　牟田　広毅 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  509022,437,6 森山小児科内科医院 〒859-3215 0956-38-2345太田　貞之 太田　貞之 昭54. 8. 1内   小   診療所
     佐世保市早岐１丁目１３－１７ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  510022,445,9 城内科医院 〒857-0133 0956-49-4821城　邦男 城　邦男 昭55. 1.13内   放   診療所
     佐世保市矢峰町２２３－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 1.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  511022,456,6 根井整形外科医院 〒857-0136 0956-40-8321根井　明 根井　明 昭55.12. 1整外 リウ リハ診療所
     佐世保市田原町９－２５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  512022,458,2 橘川内科医院 〒857-0806 0956-22-5356橘川　博英 橘川　博英 昭56. 1. 1内   診療所
     佐世保市島瀬町１－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  513022,460,8 医療法人誠医会　川冨〒857-0862 0956-22-2233医療法人誠医会　理事浪江　智 昭56. 1. 6一般        19診療所
     内科医院 佐世保市白南風町１２－１５ 常　勤:    3長　川冨　正弘 新規 内   循   呼  現存
     (医       2) 平29. 1. 6消   
     (薬       1)
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  514022,468,1 池上クリニック 〒857-0053 0956-23-3021池上　新 池上　新 昭56. 7.20精   神   診療所
     佐世保市常盤町８－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  515022,494,7 森山クリニック 〒857-0805 0956-22-0033森山　研介 森山　研介 昭60. 5. 1内   精   診療所
     佐世保市光月町１－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  516022,495,4 尾崎脳神経外科医院 〒857-0135 0956-49-4328尾崎　建二郎 尾崎　建二郎 昭60. 6.15脳外 診療所
     佐世保市瀬戸越町１２９９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  517022,496,2 さいくさ小児科医院 〒859-3214 0956-39-3193七種　啓行 七種　啓行 昭60. 7. 1小   診療所
     佐世保市権常寺１丁目１０－８ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  518022,500,1 医療法人誠愛会　佐世〒858-0922 0956-28-1111医療法人誠愛会佐世保森山　忠良 昭61. 4. 1療養       161病院
     保記念病院 佐世保市鹿子前町１０４番地 常　勤:    6記念病院　理事長　佐 新規 内   外   整外療養病床
     (医       4)藤　道彦 平28. 4. 1リハ 現存
     (薬       2)
     非常勤:   72
     (医      72)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  519022,505,0 こてだ内科呼吸器科医〒858-0914 0956-48-5150籠手田　恒敏 籠手田　恒敏 昭62. 1. 5内   呼   循  診療所
     院 佐世保市川下町４７０番地４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  520022,508,4 松崎医院 〒859-3151 0956-30-8666松崎　良徳 松崎　良徳 昭62. 3.31内   小   放  診療所
     佐世保市三川内本町２０６番地 常　勤:    1 新規 皮   現存
     (医       1) 平29. 3.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  521022,509,2 吉村皮膚科医院 〒857-0841 0956-34-0070吉村　正子 吉村　正子 平12. 3.17皮   診療所
     佐世保市大宮町７ー１ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平30. 3.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  522022,514,2 松本内科呼吸器科医院〒857-0131 0956-49-7311松本　武典 松本　武典 昭62. 9. 1内   呼   診療所
     佐世保市大野町１５４－１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  523022,515,9 医療法人社団　福田内〒857-0851 0956-32-6712医療法人社団福田内科福田　英彦 昭62. 9.16一般         2診療所
     科胃腸科医院 佐世保市稲荷町２７－３８ 常　勤:    1胃腸科医院　理事長　 新規 内   胃   消  現存
     (医       1)福田　英彦 平29. 9.16放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  524022,516,7 医療法人佐世保回春会〒857-0136 0956-41-0800医療法人佐世保回春会品川　浩一 昭62.11. 1眼   診療所
     　品川眼科医院 佐世保市田原町１３－１５ 常　勤:    1　理事長　品川　浩一 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  525022,519,1 医療法人社団　土井添〒857-1231 0956-28-0124医療法人社団　土井添土井添　隆史 昭63. 1. 1内   呼   消  診療所
     内科 佐世保市船越町１２４５ 常　勤:    1内科　理事長　土井添 組織変更 現存
     (医       1)　隆史 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  526022,523,3 医療法人佐世保一誠会〒857-0875 0956-22-8733医療法人佐世保一誠会武井　明 昭63. 7. 1内   診療所
     　武井内科クリニック佐世保市下京町９－１９ 常　勤:    1　理事長　武井　明 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  527022,525,8 医療法人道仁会　品川〒857-0112 0956-46-0005医療法人道仁会品川医品川　知明 昭63. 7.10一般        10診療所
     医院 佐世保市柚木町２１８８ 常　勤:    1院　理事長　品川　知 移転 療養         9療養病床
     (医       1)明 平24. 7.10内   循   リハ現存
     小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  528022,530,8 医療法人社団　富村整〒858-0918 0956-47-6840医療法人社団富村整形富村　健 昭64. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     形外科医院 佐世保市相浦町２５６ 常　勤:    1外科医院　理事長　富 組織変更 現存
     (医       1)村　健 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  529022,531,6 医療法人社団真友会　〒857-0062 0956-22-4577医療法人社団真友会藤藤井　良介 昭64. 1. 1一般         3診療所
     藤井医院 佐世保市金比良町７－２０ 常　勤:    1井医院　理事長　藤井 組織変更 療養        16療養病床
     (医       1)　良介 平28. 1. 1内   胃   外  現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  530022,535,7 医療法人社団　いけだ〒857-0034 0956-24-6981医療法人社団いけだ小池田　修三 平元. 4. 1小   診療所
     小児科 佐世保市万徳町８－１５ 常　勤:    2児科　理事長　池田　 組織変更 現存
     (医       2)修三 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  531022,536,5 医療法人社団　かんべ〒858-0916 0956-47-5711医療法人社団かんべ小神戸　太郎 平元. 4. 1内   小   診療所
     小児科医院 佐世保市木宮町４－８ 常　勤:    2児科医院　理事長　神 組織変更 現存
     (医       2)戸　正彦 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  532022,538,1 医療法人社団原心会　〒857-0806 0956-24-9411医療法人社団原心会原原　潤一郎 平元. 4. 1眼   診療所
     原潤眼科医院 佐世保市島瀬町３－５ 常　勤:    1潤眼科医院　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)原　潤一郎 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  533022,539,9 医療法人社団　松添胃〒857-0805 0956-22-6334医療法人社団　松添胃松添　慎一 平13.12.17外   内   放  診療所
     腸科外科総合診療クリ佐世保市光月町１番２６号 常　勤:    2腸科外科総合診療クリ 移転 リハ 現存
     ニック (医       2)ニック　理事長　松添 平25.12.17胃腸内科
     　慎一
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  534022,540,7 医療法人社団　森本耳〒857-0873 0956-22-1781医療法人社団森本耳鼻森本　健三 平元. 4. 1耳い 診療所
     鼻咽喉科医院 佐世保市宮崎町４－６ 常　勤:    1咽喉科医院　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)森本　良二 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  535022,543,1 医療法人　山内皮ふ科〒859-3223 0956-38-3055医療法人　山内皮ふ科山内　秀彦 平17. 2. 1皮   形外 アレ診療所
     医院 佐世保市広田３丁目１８番１４号常　勤:    2医院　理事長　山内　 移転 現存
     (医       2)秀彦 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  536022,544,9 橋本医院 〒857-0112 0956-46-0071橋本　芳徳 橋本　芳徳 平元. 4. 1一般    診療所
     佐世保市柚木町１４７１－２ 常　勤:    1 新規 内   胃   外  現存
     (医       1) 平28. 4. 1こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  537022,548,0 医療法人社団　スヲヤ〒857-0876 0956-22-5413医療法人社団スヲヤ耳周防屋　祐司 平元. 8. 1耳い 診療所
     耳鼻咽喉科医院 佐世保市塩浜町６－２２ 常　勤:    2鼻咽喉科医院　理事長 組織変更 現存
     (医       2)　周防屋　祐司 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  538022,549,8 医療法人社団平世会　〒859-3223 0956-38-1026医療法人社団平世会　村上　英世 平10. 4.18一般         5診療所
     村上医院 佐世保市広田１丁目５番２５号 常　勤:    1理事長　村上　英世 移転 療養        14療養病床
     (医       1) 平28. 4.18内   外   整外現存
     非常勤:    2 小外 こう 胃  
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  539022,553,0 土田医院 〒858-0903 0956-40-6600土田　廣 土田　廣 平 2. 1.16整外 形外 美外診療所
     佐世保市上本山町８４８－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 1.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  540022,554,8 医療法人社団　三原整〒857-1165 0956-31-7296医療法人社団三原整形三原　圭司 平 2. 2. 1整外 リハ 診療所
     形外科医院 佐世保市大和町４０７－２ 常　勤:    2外科医院　理事長　三 移転 現存
     (医       2)原　圭司 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  541022,556,3 医療法人　平川整形外〒859-3215 0956-38-1177医療法人平川整形外科平川　信幸 平 2. 4. 1一般        19診療所
     科医院 佐世保市早岐１丁目１６－２９ 常　勤:    1　理事長　平川　信幸 組織変更 整外 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  542022,560,5 医療法人英尚会　中村〒859-3213 0956-38-1166医療法人英尚会　理事中村　貴 平 2. 8. 1一般        17診療所
     内科 佐世保市権常寺町１４９１－７ 常　勤:    4長　中村　貴 組織変更 内   胃   放  現存
     (医       4) 平29. 8. 1消   呼   循  
     非常勤:    1 アレ 神内 
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  543022,561,3 医療法人光省会　福田〒857-0832 0956-34-0151医療法人光省会福田外福田　俊郎 平 2. 8. 1一般        63病院
     外科病院 佐世保市藤原町３８－３ 常　勤:    8科病院　理事長　福田 組織変更 外   胃   整外現存
     (医       7)　俊郎 平29. 8. 1放   麻   リハ
     (薬       1)
     非常勤:   21
     (医      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  544022,564,7 荒木整形外科医院 〒859-3215 0956-39-3600荒木　茂正 荒木　茂正 平 2. 8. 8整外 リハ 診療所
     佐世保市早岐１－１５－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 8. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  545022,565,4 横山内科医院 〒859-3203 0956-39-3337横山　一章 横山　一章 平 2. 8. 8一般        13診療所
     佐世保市陣の内町３７６－１ 常　勤:    1 新規 内   現存
     (医       1) 平29. 8. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  546022,567,0 産科婦人科松永クリニ〒859-3215 0956-39-3511松永　隆元 松永　隆元 平 2.10.23一般        15診療所
     ック 佐世保市早岐３－６－３ 常　勤:    1 新規 産婦 現存
     (医       1) 平29.10.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  547022,573,8 医療法人　梶原眼科医〒857-0863 0956-25-1181医療法人　梶原眼科医梶原　喜徳 平15. 3. 1一般        12診療所
     院 佐世保市三浦町１番１号 常　勤:    1院　理事長　梶原　喜 移転 眼   現存
     (医       1)徳 平27. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  548022,574,6 重野内科 〒857-1165 0956-33-3665重野　秀明 重野　秀明 平 3. 5.11内   診療所
     佐世保市大和町７７８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  549022,575,3 産科婦人科東島レディ〒857-0841 0956-31-5758東島　博 東島　博 平 3. 6. 1一般         8診療所
     ースクリニック 佐世保市大宮町１７－１３ 常　勤:    2 交代 産   婦   現存
     (医       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  550022,577,9 医療法人　梶田医院 〒859-3236 0956-59-2818医療法人梶田医院　理梶田　悟 平 3.12. 1内   胃   循  診療所
     佐世保市南風崎町１３３番地２ 常　勤:    1事長　梶田　悟 組織変更 現存
     (医       1) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  551022,578,7 最勝寺内科医院 〒858-0908 0956-47-2613最勝寺　正智 最勝寺　正智 平 3.11.15一般        10診療所
     佐世保市光町１－１８ 常　勤:    1 交代 療養         9療養病床
     (医       1) 平24.11.15内   胃   小  現存
     皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  552022,583,7 日宇記念医院 〒857-1151 0956-31-4606川崎　正名 川崎　正名 平 4. 4.12一般         6診療所
     佐世保市日宇町２１０７ 常　勤:    4 交代 療養        10療養病床
     (医       3) 平28. 4.12内   外   呼  現存
     (薬       1) 循   消   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  553022,587,8 今里耳鼻咽喉科医院 〒858-0914 0956-48-7711今里　滋 今里　滋 平 4. 7.13耳い 診療所
     佐世保市川下町４４４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  554022,588,6 重野医院 〒857-0024 0956-22-7712重野　芳輝 重野　芳輝 平 4. 7.18内   診療所
     佐世保市花園町１－７ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 7.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  555022,591,0 医療法人愛健会　愛健〒858-0903 0956-40-8488医療法人　愛健会　理中村　洋樹 平 4.11. 1一般        18診療所
     医院 佐世保市上本山町１０５９ 常　勤:    1事長　中村　洋樹 組織変更 内   循   外  現存
     (医       1) 平28.11. 1整外 リハ 放  
     非常勤:   22 消   呼   
     (医      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  556022,594,4 福田耳鼻咽喉科医院 〒857-1152 0956-34-3387福田　功一 福田　功一 平 5. 3. 1耳い 診療所
     佐世保市黒髪町６４９－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  557022,595,1 医療法人社団　石坂脳〒857-1162 0956-34-0606医療法人社団石坂脳神石坂　博昭 平 5. 3. 1一般        19診療所
     神経外科 佐世保市卸本町３０－４２ 常　勤:    1経外科　理事長　石坂 組織変更 神内 脳外 リハ現存
     (医       1)　博昭 平29. 3. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  558022,598,5 医療法人　佐世保同仁〒859-3244 0956-58-5900医療法人（社団）佐世浅井　貞宏 平 5. 5. 1療養       310病院
     会　サン・レモ　リハ佐世保市江上町４８４８－１ 常　勤:   14保同仁会　理事長　浅 新規 内   神内 整外療養病床
     ビリ病院 (医      12)井　貞宏 平29. 5. 1リハ 放   リウ現存
     (薬       2) 外   アレ 
     非常勤:    3 消化器内科、呼
     (医       3) 吸器内科、胃腸
     内科、循環器内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  559022,599,3 吉居クリニック 〒857-0135 0956-49-7333吉居　賢介 吉居　賢介 平 5. 6.26整外 形外 美外診療所
     佐世保市瀬戸越町４３３番地８ 常　勤:    1 新規 皮   現存
     (医       1) 平29. 6.26
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  560022,600,9 井上脳神経外科医院 〒857-0143 0956-41-0033井上　優 井上　優 平 5. 8. 5神内 脳外 リハ診療所
     佐世保市吉岡町１００５番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 8. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  561022,601,7 医療法人　徳永泌尿器〒857-0854 0956-34-1126医療法人徳永泌尿器科徳永　毅 平 5. 9. 1一般         9診療所
     科医院 佐世保市福石町１６－３０ 常　勤:    1医院　理事長　徳永　 組織変更 ひ   現存
     (医       1)毅 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  562022,602,5 外尾内科 〒857-1152 0956-33-5557医療法人　恒明会　理外尾　明利 平 5. 9. 1内   呼   消  診療所
     佐世保市黒髪町３４－４ 常　勤:    1事長　外尾　明利 組織変更 放   療養病床
     (医       1) 平29. 9. 1 現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  563022,604,1 しかた小児科医院 〒857-0064 0956-28-5202志方　出 志方　出 平 5.10.15内   小   アレ診療所
     佐世保市赤崎町２５９ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       1) 平29.10.15
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  564022,607,4 医療法人翠山会　いち〒857-0064 0956-26-8181医療法人翠山会　理事大山　秀幸 平 6. 3. 1一般         2診療所
     ょうクリニック 佐世保市赤崎町２９８番地 常　勤:    1長　大山　秀幸 組織変更 療養        17療養病床
     (医       1) 平30. 3. 1内   胃   リハ現存
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  565022,610,8 池永外科医院 〒857-0016 0956-23-6821池永　英恒 池永　英恒 平 6. 5.23一般        19診療所
     佐世保市俵町１－９ 常　勤:    1 新規 呼   消   循  現存
     (医       1) 平30. 5.23外   整外 皮ひ
     こう 気食 放  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  566022,612,4 山村医院　ドクター美〒857-0034 0956-22-2515山村　美南子 山村　美南子 平 6. 9. 8形外 美外 皮  診療所
     南子　スキンクリニッ佐世保市万徳町８－２６ 常　勤:    1 新規 ひ   現存
     ク (医       1) 平24. 9. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  567022,614,0 医療法人　まつお内科〒858-0905 0956-48-6500医療法人　まつお内科鷲峯　久紀 平 6.11. 1一般        14診療所
     医院 佐世保市下本山町１３１６番地４常　勤:    2医院　理事長　鷲峯　 組織変更 内   ひ   現存
     (医       2)久紀 平24.11. 1
     非常勤:    3
     (医       3)



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［長崎県］

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    64 頁

  568022,615,7 上条泌尿器科 〒857-0136 0956-49-4847上条　輝行 上条　輝行 平 6.11.10ひ   診療所
     佐世保市田原町１２－２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  569022,616,5 たかき内科胃腸科 〒858-0925 0956-48-6388高木　芳秀 高木　芳秀 平 6.12.21内   消   呼内診療所
     佐世保市椎木町２０６－２ 常　勤:    1 新規 循   他   現存
     (医       1) 平27.12.21消：消化器内科
     、循：循環器内
     科、他：漢方内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  570022,622,3 あかがき内科循環器科〒859-3232 0956-59-2226医療法人　種榮会　理赤垣　武史 平 7. 9. 1内   循   整外診療所
     佐世保市萩坂町１７４１番地 常　勤:    1事長　赤垣　武史 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  571022,624,9 社会医療法人財団　白〒857-1165 0956-33-7151社会医療法人財団　白碇　秀樹 平 7. 9.16一般       312病院
     (023,417,3) 十字会　佐世保中央病佐世保市大和町１５番地 常　勤:   72十字会　理事長　富永 移転 内   脳内 小  現存
     院 (医      68)　雅也 平28. 9.16外   整外 脳外
     (薬       4) 呼外 心外 皮  
     非常勤:   67 ひ   眼   耳い
     (医      63) リウ 放   麻  
     (歯       4) リハ 歯   
     脳血管内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  572022,627,2 医療法人社団　音琴ク〒857-0841 0956-31-1230医療法人社団音琴クリ音琴　要一郎 平 8. 4. 1内   胃   外  診療所
     リニック 佐世保市大宮町２９－５ 常　勤:    1ニック　理事長　音琴 組織変更 こう リハ 現存
     (医       1)　要一郎 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  573022,628,0 かねうじ小児科 〒859-3223 0956-39-2030金氏　正弘 金氏　正弘 平 8. 5. 2小   診療所
     佐世保市広田３丁目１７－２５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  574022,632,2 とみた産婦人科クリニ〒857-1151 0956-34-7711冨田　壽三 冨田　壽三 平11. 4. 1一般         6診療所
     ック 佐世保市日宇町２７５９ー１番地常　勤:    1 移転 産婦 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  575022,633,0 医療法人社団創平会　〒859-3242 0956-58-7888医療法人社団創平会　厨　平 平 8.10. 1一般        10診療所
     くりや内科医院 佐世保市指方町２２１７番地１ 常　勤:    2くりや内科医院　理事 組織変更 療養         9療養病床
     (医       2)長　厨　平 平29.10. 1内   リハ 現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  576022,636,3 まつなが内科栄町クリ〒857-0054 0956-22-6268医療法人　松栄会　理松永　陽一 平25.10. 1内   診療所
     ニック 佐世保市栄町５－９サンクル２番常　勤:    1事長　松永　陽一 移転 循内　糖内　脂現存
     館２０２号 (医       1) 平25.10. 1代内
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  577022,637,1 医療法人　桑原整形外〒859-3212 0956-38-3803医療法人桑原整形外科桑原　弘治 平 9. 4. 1整外 リハ 診療所
     科医院 佐世保市花高１丁目１０６６番地常　勤:    1医院　理事長　桑原　 組織変更 現存
     ８ (医       1)弘治 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  578022,639,7 早岐眼科 〒859-3215 0956-38-6700北島　英彰 北島　英彰 平 9. 5. 1眼   診療所
     佐世保市早岐１丁目５番３７号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  579022,642,1 佐世保クリニック 〒857-0863 0956-25-7338貞松　典宏 貞松　典宏 平14.10. 1精   神   内  診療所
     佐世保市三浦町１－１１ 常　勤:    2 移転 心内 現存
     (医       1) 平26.10. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  580022,646,2 医療法人　一歩会　山〒858-0914 0956-47-5510医療法人　一歩会　山山下　和徳 平10. 4. 1皮   診療所
     下医院 佐世保市川下町４４９番地 常　勤:    1下医院　理事長　山下 組織変更 現存
     (医       1)　和徳 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  581022,648,8 医療法人社団　あずま〒857-0134 0956-49-6600医療法人社団あずま小東　陽一郎 平10. 5. 1小   内   アレ診療所
     小児科 佐世保市瀬戸越４丁目９番２１号常　勤:    1児科　理事長　東　陽 組織変更 休止
     (医       1)一郎 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  582022,649,6 医療法人　川尻医院 〒859-3215 0956-38-2565医療法人川尻医院　理川尻　逸平 平10. 5. 1内   耳い 気食診療所
     佐世保市早岐２丁目１７番１３号常　勤:    1事長　川尻　逸平 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  583022,652,0 医療法人社団　みぞぐ〒857-0864 0956-22-0205医療法人社団みぞぐち溝口　敬一郎 平10.10. 1一般        19診療所
     ち循環器内科 佐世保市戸尾町７番８号 常　勤:    1循環噐内科　理事長　 組織変更 内   呼   循  現存
     (医       1)溝口　敬一郎 平28.10. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  584022,653,8 松本脳神経外科医院 〒859-3223 0956-39-1157医療法人仁陽会　理事松本　隆司 平10.10. 1脳外 リハ 内  診療所
     佐世保市広田１丁目１０番７号 常　勤:    1長　松本　隆司 組織変更 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  585022,654,6 医療法人　フジイ内科〒857-1175 0956-34-6177医療法人フジイ内科胃藤井　徹 平10.10. 1内   呼   胃  診療所
     胃腸科医院 佐世保市天神町１２２８番地 常　勤:    1腸科医院　理事長　藤 組織変更 循   現存
     (医       1)井　徹 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  586022,656,1 医療法人　おおつぼ内〒857-0044 0956-25-0888医療法人おおつぼ内科大坪　健 平11. 6. 1内   診療所
     科クリニック 佐世保市相生町２番５号 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)大坪　健 平29. 6. 1
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  587022,659,5 医療法人社団　やまさ〒859-3223 0956-39-2833医療法人社団やまさき山﨑　惠三 平11.10. 1一般         1診療所
     き耳鼻咽喉科クリニッ佐世保市広田３丁目１５番１５号常　勤:    1耳鼻咽喉科クリニック 組織変更 耳い 気食 アレ現存
     ク (医       1)　理事長　山﨑　惠三 平29.10. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  588022,660,3 医療法人　髙田外科医〒857-0041 0956-23-8111医療法人髙田外科医院髙田　俊夫 平11.10. 1外   内   整外診療所
     院 佐世保市木場田町６番２６号 常　勤:    2　理事長　髙田　俊夫 組織変更 リハ 現存
     (医       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  589022,661,1 医療法人社団　犬塚内〒857-0067 0956-22-4075医療法人社団犬塚内科犬塚　周 平11.10. 1内   循   小  診療所
     科循環器科医院 佐世保市神島町１番１号 常　勤:    2循環器科医院　理事長 組織変更 現存
     (医       2)　犬塚　周 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  590022,662,9 長戸医院 〒857-0136 0956-41-0511長戸　文明 長戸　文明 平11.11. 1整外 リハ 皮  診療所
     佐世保市田原町１２番２１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  591022,663,7 医療法人成蹊会　佐世〒858-0905 0956-47-2332医療法人　成蹊会　理有吉　中 平11.11. 1精神       123病院
     保北病院 佐世保市下本山町４３２番地１ 常　勤:    4事長　貞松　典宏 組織変更 心内 精   内  現存
     (医       3) 平29.11. 1
     (薬       1)
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  592022,666,0 金子内科医院 〒857-0032 0956-24-5780金子　博行 金子　博行 平11.12.26内   診療所
     佐世保市宮田町３ー１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.12.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  593022,669,4 ひふ科しまのせクリニ〒857-0806 0956-23-3030畑野　武嗣 畑野　武嗣 平12.10. 1皮   アレ 診療所
     ック 佐世保市島瀬町３ー１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  594022,670,2 医療法人　あずま眼科〒858-0911 0956-47-8810医療法人　あずま眼科東　登陽三 平12.10. 1一般         6診療所
     医院 佐世保市竹辺町８４５ー５ 常　勤:    1医院　理事長　東　登 組織変更 眼   現存
     (医       1)陽三 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  595022,671,0 医療法人　大石医院 〒858-0916 0956-48-4396医療法人　大石医院　大石　秀三 平12.10. 1一般        19診療所
     佐世保市木宮町５ー３１ 常　勤:    1理事長　大石　秀三 組織変更 内   胃   外  現存
     (医       1) 平24.10. 1こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  596022,672,8 医療法人　むかい医院〒857-0833 0956-31-8573医療法人　むかい医院迎　徹 平12.10. 1胃   消   外  診療所
     佐世保市若葉町１ー１７ 常　勤:    2　理事長　迎　徹 組織変更 こう 現存
     (医       2) 平24.10. 1
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  597022,673,6 医療法人　永田医院 〒857-0803 0956-22-4048医療法人　永田医院　池田　律子 平12.11. 1皮   内   診療所
     佐世保市勝富町４ー１３ 常　勤:    1理事長　池田　律子 組織変更 現存
     (医       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  598022,674,4 医療法人　西九州健康〒857-1162 0956-34-4050医療法人　西九州健康張　俊根 平13. 1. 1内   呼   消  診療所
     診断本部診療所 佐世保市卸本町２５２ー２ 常　勤:    4診断本部診療所　理事 新規 循   放   現存
     (医       4)長　松﨑　博之 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  599022,676,9 溝口眼科 〒857-0016 0956-22-5681溝口　尚則 溝口　尚則 平13. 2. 9一般         7診療所
     佐世保市俵町６ー１３ 常　勤:    1 新規 眼   現存
     (医       1) 平25. 2. 9
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  600022,678,5 さとう医院 〒859-3237 0956-59-3111佐藤　秀祐 佐藤　秀祐 平13. 4. 1内   皮   ひ  診療所
     佐世保市城間町９６１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  601022,679,3 やまさきこどもクリニ〒857-0135 0956-23-8813医療法人　育士会　理山﨑　武士 平13. 4. 1小   診療所
     ック 佐世保市瀬戸越町１２３８ 常　勤:    1事長　山﨑　武士 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  602022,680,1 中村泌尿器科 〒858-0915 0956-48-3900中村　金弘 中村　金弘 平13. 5. 1ひ   診療所
     佐世保市上相浦町１０ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  603022,681,9 医療法人　たかはし小〒857-1153 0956-33-4560医療法人　たかはし小高橋　令紫 平13. 6. 1内   小   アレ診療所
     児科医院 佐世保市もみじが丘町４０ー３ 常　勤:    1児科医院　理事長　髙 組織変更 現存
     (医       1)橋　令紫 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  604022,684,3 本内科医院 〒857-0011 0956-24-2701 本　正彦 本　正彦 平13. 9. 1内   呼   消  診療所
     佐世保市春日町３０ー３９ 常　勤:    1 新規 循   現存
     (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  605022,685,0 医療法人　小西外科脳〒857-0043 0956-22-2387医療法人　小西外科脳小西　淳 平13.10. 1脳外 外   診療所
     神経外科 佐世保市天満町３－１ 常　勤:    1神経外科　理事長　小 組織変更 現存
     (医       1)西　淳 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  606022,686,8 医療法人　井上産科婦〒858-0913 0956-48-4800医療法人　井上産科婦井上　哲朗 平13.11. 1一般        14診療所
     人科医院 佐世保市新田町７０７番地５ 常　勤:    1人科医院　理事長　井 組織変更 産婦 現存
     (医       1)上　哲朗 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  607022,687,6 くろき医院 〒857-0051 0956-22-8765黒木　政純 黒木　政純 平20.12.24一般         5診療所
     佐世保市浜田町２番１０号 常　勤:    1 移転 こう 消   現存
     (医       1) 平26.12.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  608022,688,4 医療法人博信会　たな〒857-0802 0956-26-4500医療法人博信会たなか田中　博弥 平23. 8.16小   診療所
     かこどもクリニック 佐世保市高天町５番１号 常　勤:    1こどもクリニック　理 移転 現存
     (医       1)事長　田中　博弥 平29. 8.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  609022,689,2 医療法人　わかば会　〒857-0016 0956-22-6548医療法人　わかば会　濵野　裕 平14. 4. 1一般        26病院
     俵町浜野病院 佐世保市俵町２２－１ 常　勤:    5理事長　濵野　裕 組織変更 療養        38療養病床
     (医       4) 平26. 4. 1内   外   消  現存
     (薬       1) 循   リハ 整外
     非常勤:   22 呼   こう 
     (医      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  610022,691,8 山祇診療所 〒857-0822 0956-31-3633医療法人　山祇診療所菊池　俊輔 平14. 6. 1内   呼   小  診療所
     佐世保市山祇町１９－３６ 常　勤:    2　理事長　菊池　俊輔 組織変更 皮   リハ 現存
     (医       2) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  611022,693,4 山下レディースクリニ〒857-0806 0956-25-5001医療法人　山下レディ山下　隆則 平14.10. 1産   婦   診療所
     ック 佐世保市島瀬町４番１９号 常　勤:    1ースクリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　山下　隆則 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  612022,694,2 増元内科 〒857-0034 0956-22-1181医療法人青秀会　理事増元　秀雄 平29.10.30内   呼内 アレ診療所
     佐世保市万徳町８－１１ 常　勤:    1長　増元　秀雄 移転 放   現存
     (医       1) 平29.10.30消化器内科、循
     環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  613022,697,5 花ぞ野診療所 〒857-0021 0956-29-3001社会福祉法人　幼老育土井　庸正 平15. 3. 1内   診療所
     佐世保市折橋町５４－３４ 常　勤:    1成会　特別養護老人ホ 新規 現存
     (医       1)ーム花ぞ野　理事　土 平27. 3. 1
     非常勤:    2井　庸正
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  614022,698,3 森皮膚科 〒857-0052 0956-22-5514森　理 森　理 平15. 3. 1皮   診療所
     佐世保市松浦町２番６号 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  615022,699,1 島の瀬町アイクリニッ〒857-0806 0956-29-0775医療法人　しんあい会小栁　賀子 平15. 3. 1眼   診療所
     ク 佐世保市島瀬町９番８号 常　勤:    1　理事長　松尾　眞二 新規 現存
     (医       1)郎 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  616022,700,7 医療法人　啓心会　麻〒859-3451 0956-58-4360医療法人　啓心会　麻麻生　大輔 平15. 4. 1消   外   整外診療所
     生胃腸科外科医院 佐世保市針尾東町２９番５号 常　勤:    2生胃腸科外科医院　理 組織変更 皮   内   現存
     (医       2)事長　麻生　啓輔 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  617022,701,5 医療法人　やまぐち整〒857-0862 0956-20-0765医療法人　やまぐち整山口　善久 平15. 4. 1整外 リハ 診療所
     形外科・リハビリテー佐世保市白南風町１番１６号　エ常　勤:    1形外科・リハビリテー 組織変更 現存
     ション科 スプラザ２０３ (医       1)ション科　理事長　山 平27. 4. 1
     非常勤:    1口　善久
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  618022,702,3 原整形外科 〒857-0841 0956-20-9611原　寛徳 原　寛徳 平15. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     佐世保市大宮町２６番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  619022,703,1 京町内科病院 〒857-0871 0956-25-2255医療法人　アリス会　大坂　渥己 平15. 6. 1一般        55病院
     佐世保市本島町１番２０号 常　勤:    5理事長　大坂　渥己 組織変更 内   胃   循  現存
     (医       4) 平27. 6. 1放   呼   リハ
     (薬       1)
     非常勤:   80
     (医      80)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  620022,705,6 なかた耳鼻咽喉科 〒857-0806 0956-23-3341中田　孝重 中田　孝重 平15.10. 1耳い 診療所
     佐世保市島瀬町４－１３　ピカデ常　勤:    1 新規 現存
     リービル１Ｆ (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  621022,706,4 大塔内科医院 〒857-1161 0956-34-1002医療法人　浩仁会　大松本　浩二 平15.10. 1内   胃   診療所
     佐世保市大塔町２０１６番地１ 常　勤:    1塔内科医院　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)松本　浩二 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  622022,707,2 しもまえ泌尿器科クリ〒857-1161 0956-32-7007医療法人　しもまえク下前　英司 平15.10. 1一般         7診療所
     ニック 佐世保市大塔町６１６番地６ 常　勤:    1リニック　理事長　下 組織変更 ひ   現存
     (医       1)前　英司 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  623022,708,0 医療法人　田渕医院 〒858-0923 0956-28-2217医療法人　田渕医院　田渕　禎三 平15.12. 1一般        19診療所
     佐世保市日野町１１８３番地１ 常　勤:    2理事長　田渕　禎三 組織変更 内   循   小  現存
     (医       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  624022,710,6 えんどうファミリーク〒857-0044 0956-23-7007医療法人　健豆会　理遠藤　晋介 平16. 4. 1内   小   皮  診療所
     リニック 佐世保市相生町２－２９ 常　勤:    1事長　遠藤　晋介 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
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  625022,712,2 医療法人　山口消化器〒859-3223 0956-38-8802医療法人山口消化器科山口　直行 平17. 1.12内   消   診療所
     科 佐世保市広田三丁目３８－３４ 常　勤:    1　理事長　山口　直行 移転 現存
     (医       1) 平29. 1.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  626022,713,0 菫ヶ丘医院 〒857-1152 0956-31-6972豊村　操 豊村　操 平16. 7. 1内   胃   診療所
     佐世保市黒髪町１７－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  627022,715,5 いつの内科消化器科 〒857-0841 0956-26-1600医療法人有信会いつの伊津野　稔 平16.10. 1内   消   胃  診療所
     佐世保市大宮町２３番４号 常　勤:    2内科消化器科　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　伊津野　稔 平28.10. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  628022,717,1 医療法人　たかひら外〒858-0923 0956-28-6388医療法人　たかひら外高平　良二 平17. 5. 1一般        19診療所
     科 佐世保市日野町１９０１番地４ 常　勤:    2科　理事長　高平　良 組織変更 消   外   整外現存
     (医       1)二 平29. 5. 1こう リハ 
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  629022,718,9 医療法人きたやま泌尿〒857-0042 0956-24-3311医療法人きたやま泌尿来山　敏夫 平17. 5. 1一般         5診療所
     器科医院 佐世保市高砂町１番９号 常　勤:    2器科医院　理事長　来 組織変更 ひ   現存
     (医       2)山　敏夫 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  630022,719,7 医療法人　愛生会医院〒858-0904 0956-47-6070医療法人　愛生会医院荒木　長太郎 平17.11. 1療養 診療所
     佐世保市中里町３４２番地３ 常　勤:    1　理事長　荒木　長太 組織変更     療養    11療養病床
     (医       1)郎 平29.11. 1内   消   循  現存
     呼   小   放  
     リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  631022,720,5 野田内科循環器科 〒857-0876 0956-23-1020野田　恭之 野田　恭之 平17.12. 5内   循   診療所
     佐世保市塩浜町３－８ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29.12. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  632022,721,3 岡田アレルギー科皮膚〒857-0805 0956-24-7065岡田　茂 岡田　茂 平18. 1. 1皮   アレ ひ  診療所
     科医院 佐世保市光月町１番２４号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  633022,722,1 宮原医院 〒858-0923 0956-28-5216宮原　嘉久 宮原　嘉久 平18. 4. 1一般        19診療所
     佐世保市日野町１８７２－１ 常　勤:    2 新規 内   循   呼  現存
     (医       1) 平30. 4. 1消   
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  634022,723,9 加瀬クリニック 〒857-1151 0956-32-5656医療法人真心会　理事加瀬　真一郎 平18. 4. 1外   内   胃  診療所
     佐世保市日宇町６４９番地の９ 常　勤:    1長　加瀬　真一郎 組織変更 こう 呼   消  現存
     (医       1) 平30. 4. 1整外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  635022,724,7 医療法人　徳永内科小〒857-0874 0956-22-2512医療法人徳永内科小児徳永　正樹 平18. 5. 1内   消   小  診療所
     児科 佐世保市京坪町４－１ 常　勤:    1科　理事長　徳永　正 組織変更 現存
     (医       1)樹 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  636022,725,4 なかやまこどもクリニ〒857-0132 0956-49-9399中山　雅彦 中山　雅彦 平18. 6. 1小   診療所
     ック 佐世保市松原町３５－１９キュー常　勤:    1 新規 現存
     ブ松原２Ｆ (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  637022,727,0 医療法人　増田整形外〒857-0042 0956-24-0056医療法人　増田整形外増田　賢一 平18.11. 1一般 診療所
     科 佐世保市高砂町４番２１号 常　勤:    2科　理事長　増田　賢 組織変更     一般    19現存
     (医       2)一 平24.11. 1整外 リハ リウ
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  638022,728,8 医療法人　犬塚外科ク〒857-0863 0956-22-4224医療法人犬塚外科クリ犬塚　祥 平19. 4. 1外   整外 こう診療所
     リニック 佐世保市三浦町３－１０ 常　勤:    1ニック　理事長　犬塚 組織変更 胃   内   現存
     (医       1)　祥 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  639022,730,4 田中医院 〒857-0871 0956-23-5308医療法人博雅会　理事田中　雅子 平19. 5. 1一般 診療所
     佐世保市本島町２番１１号 常　勤:    2長　田中　雅子 組織変更     一般    19現存
     (医       2) 平25. 5. 1外   皮   胃  
     非常勤:    1 内   こう リハ
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  640022,731,2 松瀬医院 〒859-6311 0956-64-3225医療法人真理会　理事松瀨　眞壽美 平27.11. 1内   診療所
     佐世保市吉井町橋川内４７４番６常　勤:    1長　松瀬　眞壽美 移転 現存
     (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  641022,732,0 大石クリニック 〒857-0874 0956-22-5087医療法人大石クリニッ大石　信美 平19. 5. 1内   外   消  診療所
     佐世保市京坪町８番４号 常　勤:    1ク　理事長　大石　信 組織変更 こう 現存
     (医       1)美 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  642022,733,8 医療法人犬塚皆春会　〒857-0854 0956-31-1168医療法人犬塚皆春会（犬塚　清久 平19.10. 1内   外   診療所
     犬塚医院 佐世保市福石町１７－３７ 常　勤:    3社団）　理事長　犬塚 組織変更 現存
     (医       3)　雄平 平25.10. 1
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  643022,734,6 かなでクリニック 〒857-0875 0956-56-7001野口　栄二 野口　栄二 平20. 5. 1心内 精   診療所
     佐世保市下京町７番１８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  644022,736,1 横尾内科医院 〒857-1151 0956-31-7788横尾　秀昭 横尾　秀昭 平20.10. 5一般         5診療所
     佐世保市日宇町２５６４番地 常　勤:    1 交代 療養         6療養病床
     (医       1) 平26.10. 5内   呼   消  現存
     小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  645022,739,5 野口内科 〒857-0055 0956-23-3100野口　誠司 野口　誠司 平20.12. 1内   循   消  診療所
     佐世保市湊町２－８石井海陸興業常　勤:    1 新規 現存
     ビル４Ｆ (医       1) 平26.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  646022,744,5 むらはし循環器科内科〒859-3223 0956-39-5727医療法人　清心会　理村橋　信夫 平21. 6. 1循   呼   内  診療所
     佐世保市広田３丁目２４番７号 常　勤:    1事長　村橋　信夫 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  647022,745,2 花高産婦人科小児科内〒859-3212 0956-38-5655古賀　喜久子 古賀　喜久子 平21.10. 1産婦 小   内  診療所
     科医院 佐世保市花高三丁目２８番８ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  648022,746,0 まつせ耳鼻咽喉科クリ〒859-6326 0956-64-3511医療法人ハートケアま松瀬　敏章 平21.11. 1耳い 内   診療所
     ニック 佐世保市吉井町立石２４６－５ 常　勤:    1つせ耳鼻咽喉科クリニ 組織変更 現存
     (医       1)ック　理事長　松瀬　 平27.11. 1
     敏章
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  649022,747,8 くすもと小児科 〒857-0851 0956-31-7828楠本　隆 楠本　隆 平22. 1. 1小   診療所
     佐世保市稲荷町２０－１０ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  650022,749,4 千住博内科 〒857-0862 0956-22-8632千住　晋 千住　晋 平22. 2.12一般 診療所
     佐世保市白南風町６番２号 常　勤:    1 交代     一般    19現存
     (医       1) 平28. 2.12内   消   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  651022,750,2 樋口眼科 〒857-1151 0956-32-2111樋口　正樹 樋口　正樹 平22. 4. 1眼   診療所
     佐世保市日宇町６７７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  652022,751,0 たなか整形外科クリニ〒857-1174 0956-32-9393田中　信博 田中　信博 平22. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     ック 佐世保市天神２丁目１５－３３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  653022,753,6 川野医院 〒859-6204 0956-77-5517水野　智介 水野　智介 平22. 4. 1内   診療所
     佐世保市鹿町町下歌ヶ浦９８６番常　勤:    1 交代 現存
     １６ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  654022,755,1 医療法人　松村耳鼻咽〒857-0028 0956-37-3200医療法人　松村耳鼻咽松村　高洋 平22.11. 1耳い 診療所
     喉科 佐世保市八幡町３－５ 常　勤:    1喉科　理事長　松村　 組織変更 現存
     (医       1)高洋 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  655022,756,9 山下医院 〒857-1163 0956-34-0467山下　直博 山下　直博 平23. 1. 1内   診療所
     佐世保市大岳台町２１番１３号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  656022,757,7 医療法人　かしわぎ心〒857-0028 0956-23-6121医療法人かしわぎ心療柏木　ひみこ 平23. 4. 1心内 精   診療所
     療内科クリニック 佐世保市八幡町４番３号八幡ビル常　勤:    1内科クリニック　理事 組織変更 現存
     ２Ｆ２０５号 (医       1)長　柏木　ひみこ 平29. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  657022,759,3 医療法人　神谷内科医〒857-0144 0956-49-2017医療法人神谷内科医院神谷　雄二 平23. 7. 1一般    診療所
     院 佐世保市皆瀬町２７０－１２ 常　勤:    1　理事長　神谷　雄二 組織変更 内   消   放  現存
     (医       1) 平29. 7. 1小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  658022,760,1 宇野眼科医院 〒857-0862 0956-76-7700医療法人双葉会　理事宇野　英明 平24. 4. 1眼   診療所
     佐世保市白南風町１－１３ＪＲ九常　勤:    1長　宇野　英明 組織変更 現存
     州佐世保ビル１階１０４ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  659022,761,9 まつむらクリニック 〒857-1153 0956-33-6788医療法人真人会　理事松村　雅人 平24. 5. 1消   内   診療所
     佐世保市もみじが丘町４０番地３常　勤:    1長　松村　雅人 組織変更 現存
     ９ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  660022,762,7 にじいろ診療所 〒858-0926 0956-59-5552社会福祉法人長崎県障川口　幸義 平28. 3.19内   精   整外診療所
     佐世保市大潟町５０番地１ 常　勤:    1害者福祉事業団　理事 移転 リハ ひ   こう現存
     (医       1)長　 村　勝彦 平28. 3.19
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  661022,763,5 医療法人山口てつ整形〒857-0133 0956-76-8520医療法人山口てつ整形山口　哲 平24.11. 1整外 リハ 診療所
     外科クリニック 佐世保市矢峰町９０－２５ 常　勤:    1外科クリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　山口　哲 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  662022,764,3 いいづか消化器科・内〒857-0806 0956-22-0022医療法人いいづか消化飯塚　佳彦 平24.11. 1内   胃   消  診療所
     科クリニック 佐世保市島瀬町９番２号 常　勤:    1器科・内科クリニック 組織変更 現存
     (医       1)　理事長　飯塚　佳彦 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  663022,765,0 まつみ内科クリニック〒857-0043 0956-37-1234医療法人信和会　理事松見　里美 平25. 1. 1消   内   診療所
     佐世保市天満町２番３号 常　勤:    1長　松見　里美 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  664022,766,8 村上きんしろう循環器〒857-0052 0956-56-7060医療法人　祐和会　理村上　謹士郎 平25. 4. 1循   内   診療所
     内科 佐世保市松浦町２－２１　九十九常　勤:    1事長　村上　謹士郎 組織変更 現存
     島ビル３Ｆ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  665022,767,6 医療法人祥仁会　西諌〒857-0051 0956-59-7777医療法人祥仁会　理事藤澤　弘之 平25. 7. 1放   診療所
     早病院サテライトクリ佐世保市浜田町２－７ 常　勤:    1長　千葉　憲哉 新規 現存
     ニックＰＥＴ／ＣＴ佐 (医       1) 平25. 7. 1
     世保
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  666022,768,4 医療法人　原口消化器〒857-0052 0956-37-3777医療法人　原口消化器原口　増穗 平25.11. 1内   診療所
     内科 佐世保市松浦町５番２８号アーバ常　勤:    1内科　理事長　原口　 組織変更 消内 現存
     ンパレス米春２Ｆ (医       1)増穗 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  667022,769,2 すどう内科 〒858-0926 0956-47-4855須藤　康司 須藤　康司 平26. 3. 1内   診療所
     佐世保市大潟町６０－８ 常　勤:    1 新規 消内 現存
     (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  668022,771,8 はた　心のクリニック〒857-0873 0956-59-8577秦　伸之 秦　伸之 平26. 4. 1心内 精   診療所
     佐世保市宮崎町４番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  669022,772,6 医療法人かえで　溝口〒857-1166 0956-33-2686医療法人　かえで　理溝口　祐輔 平26. 4. 1一般 診療所
     内科・呼吸器内科 佐世保市木風町１４５１番地２ 常　勤:    2事長　溝口　祐輔 組織変更     一般    19現存
     (医       2) 平26. 4. 1内   
     非常勤:    1 呼吸器内科、循
     (医       1) 環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  670022,773,4 しらはえ町クリニック〒857-0862 0956-76-7876中村　任 中村　任 平26. 6. 1精   心内 診療所
     佐世保市白南風町１番１６号エス常　勤:    1 新規 現存
     プラザ２階 (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  671022,774,2 えぐち内科ステーショ〒857-0862 0956-20-1178医療法人　真鮭会　理江口　圭介 平26. 6. 1内   診療所
     ンクリニック 佐世保市白南風町１番１３号 常　勤:    1事長　江口　圭介 組織変更 循環器内科、糖現存
     (医       1) 平26. 6. 1尿病内科、脂質
     代謝内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  672022,776,7 医療法人優美会　アイ〒857-0872 0956-22-1667医療法人優美会　理事柳沢　明広 平27. 5. 1眼   診療所
     メディクリニック 佐世保市上京町５番９号メルクー常　勤:    1長　柳沢　明広 組織変更 美容皮膚科 現存
     ルビル４Ｆ (医       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  673022,777,5 山口医院 〒857-0011 0956-22-8610山口　紀子 山口　紀子 平27.12. 3外   内   小  診療所
     佐世保市春日町２９－１４ 常　勤:    1 交代 病理 現存
     (医       1) 平27.12. 3消化器内科、乳
     非常勤:    2 腺外科
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  674022,778,3 臼ノ浦ＣＴ診療所 〒857-0403 080-7981-6054内田　孝俊 内田　孝俊 平28.10. 1内   診療所
     佐世保市小佐々町臼ノ浦２５５－常　勤:    1 新規 腫瘍放射線科 現存
     １１ (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  675022,779,1 医療法人愛和会　村上〒857-0033 0956-24-3508医療法人愛和会　理事村上　英毅 平28.12. 1内   呼内 診療所
     内科 佐世保市城山町３番２１号 常　勤:    1長　村上　英毅 その他 消化器内科 現存
     (医       1) 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  676022,780,9 谷口眼科 〒859-3223 0956-39-1341医療法人　谷口眼科　谷口　寛恭 平28.12. 1眼   診療所
     佐世保市広田１丁目６番１９号 常　勤:    1理事長　谷口　寛恭 組織変更 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  677022,781,7 ゆうあい診療所 〒857-0018 0956-59-8152社会福祉法人長崎友愛遠藤　晋介 平29. 3. 1内   診療所
     佐世保市横尾町２３９５番地１ 常　勤:    1会　理事長　湊　浩二 新規 現存
     (医       1)郎 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  678022,782,5 たかさきクリニック耳〒857-0136 0956-76-7379医療法人　陽迎堂　理髙﨑　賢治 平29. 4. 1耳い アレ 診療所
     鼻いんこう科・アレル佐世保市田原町１７－１０ 常　勤:    1事長　武部　勝海 新規 現存
     ギー科 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  679022,783,3 まきの整形外科医院 〒857-0054 0956-59-5777医療法人　栄秀会　理牧野　佳朗 平29. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     佐世保市栄町５番９号サンクル２常　勤:    1事長　牧野　佳朗 組織変更 現存
     番館２Ｆ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  680022,784,1 医療法人篤信会杏林病〒859-3211 0956-38-3373医療法人篤信会　理事奥川　信治 平29. 5. 1一般 病院
     院 佐世保市早苗町４９１番地１４ 常　勤:   13長　奥川　信治 組織変更     一般   180現存
     (医      11) 平29. 5. 1内   外   整外
     (薬       2) 脳外 ひ   リハ
     非常勤:   10 放   呼内 
     (医      10) 内科（消化器、
     循環器）、外科
     （消化器、肛門
     ）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  681022,785,8 シティ眼科 〒857-0872 0956-76-8670日下野　勉 日下野　勉 平29. 7. 1眼   診療所
     佐世保市上京町５－９メルクール常　勤:    1 新規 現存
     ビル２階 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  682022,786,6 南医院 〒857-1174 0956-31-7723医療法人　真医会　理南　博 平29.12. 1一般 診療所
     佐世保市天神５丁目３２番１０号常　勤:    1事長　南　博 組織変更     一般    19現存
     (医       1) 平29.12. 1内   小   循  
     胃   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  683022,788,2 つきやま産婦人科 〒857-0805 0956-22-5913築山　尚史 築山　尚史 平30. 1. 1一般 診療所
     佐世保市光月町１－２３ 常　勤:    2 新規     一般    14現存
     (医       2) 平30. 1. 1産婦 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  684022,791,6 ほかお眼科 〒857-0804 0956-22-8838医療法人　恒明会　理外尾　恒一 平30. 3.31眼   診療所
     佐世保市松川町４番１０号 常　勤:    1事長　外尾　明利 交代 現存
     (医       1) 平30. 3.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  685031,009,2 医療法人ウイング　高〒855-0001 0957-62-3105医療法人ウイング　理高城　昭紀 平 8. 2. 1精神       192病院
     城病院 島原市中野町丙１１６５番地 常　勤:    6事長　高城　昭紀 移転 精   内   現存
     (医       3) 平29. 2. 1
     (薬       3)
     非常勤:    9
     (医       8)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  686032,039,8 医療法人済家会　柴田〒855-0806 0957-64-1111医療法人済家会柴田長柴田　英徳 昭34. 1.22一般        44病院
     長庚堂病院 島原市中堀町６８ 常　勤:    9庚堂病院　理事長　柴 新規 療養        60療養病床
     (医       7)田　英徳 平28. 1.22内   放   リハ現存
     (薬       2) 循環器内科、呼
     非常勤:   18 吸器内科、消化
     (医      18) 器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  687032,047,1 医療法人済家会　島原〒855-0866 0957-62-2969医療法人済家会島原保柴田　和英 昭37. 4. 1精神       178病院
     保養院 島原市南下川尻町８１８９－２ 常　勤:    7養院　理事長　柴田　 新規 内   精   心内現存
     (医       4)英徳 平28. 4. 1
     (薬       3)
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  688032,048,9 医療法人城内会　八尾〒855-0036 0957-62-5131医療法人城内会　理事八尾　哲史 昭39.10. 1療養        56病院
     病院 島原市城内１丁目１１９３ 常　勤:    4長　八尾　哲史 新規 内   ひ   呼  療養病床
     (医       3) 平24.10. 1消   放   リハ現存
     (薬       1) 形外 
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  689032,061,2 酒井外科胃腸科医院 〒855-0041 0957-62-6655酒井　真純 酒井　真純 昭44. 6. 6一般        19診療所
     島原市宮の町６５０－１ 常　勤:    2 新規 外   現存
     (医       2) 平29. 6. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  690032,071,1 松田皮膚科医院 〒855-0803 0957-62-2034松田　イツ子 松田　イツ子 昭46. 1.10皮   診療所
     島原市新町１丁目２０９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 1.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  691032,080,2 医療法人社団東洋会　〒855-0836 0957-62-5161医療法人社団東洋会池稲田　博道 昭49.10. 1一般        39病院
     池田病院 島原市湖南町６８９３－２ 常　勤:   10田病院　理事長　小島 新規 療養        51療養病床
     (医       7)　進 平28.10. 1内   消   循  現存
     (薬       3) 呼   婦   皮ひ
     非常勤:   20 リハ 放   
     (医      19)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  692032,091,9 水田小児科医院 〒855-0863 0957-62-7177水田　舜助 水田　舜助 昭59. 1.17一般        17診療所
     島原市親和町７ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平29. 1.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  693032,098,4 医療法人社団兼愛会　〒855-0043 0957-62-6501医療法人社団兼愛会前前田　由紀 平 6. 2. 7一般        19診療所
     前田医院 島原市新田町５８７番地２ 常　勤:    2田医院　理事長　前田 移転 ひ   内   皮  現存
     (医       2)　タヨ子 平30. 2. 7美容皮膚科
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  694032,100,8 魚住医院 〒855-0036 0957-63-2286魚住　明 魚住　明 昭63. 3. 1一般        19診療所
     島原市城内１丁目１２１０番地 常　勤:    1 新規 内   放   小  現存
     (医       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  695032,107,3 医療法人　山口耳鼻咽〒855-0823 0957-62-7151医療法人山口耳鼻咽喉山口　良二 平元. 8. 1耳い 診療所
     喉科医院 島原市湊町７６ 常　勤:    1科医院　理事長　山口 組織変更 現存
     (医       1)　良二 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  696032,110,7 医療法人　喜多内科医〒855-0802 0957-62-5101医療法人喜多内科医院喜多　篤志 平22. 7.26内   診療所
     院 島原市弁天町２丁目７３８９番地常　勤:    2　理事長　喜多　吉彦 移転 現存
     １ (医       2) 平28. 7.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  697032,111,5 島原マタニティ病院 〒855-0803 0957-62-7111医療法人　愛心会　理吉田　至幸 平29. 2.14一般 病院
     島原市新町２丁目２６２番地１ 常　勤:    7事長　吉田　至幸 移転     一般    30現存
     (医       5) 平29. 2.14産   婦   
     (歯       1) 女性内科
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  698032,112,3 医療法人社団威光会　〒855-0059 0957-62-2526医療法人社団威光会　松岡　宇一郎 平 2. 4. 1一般        36病院
     松岡病院 島原市江戸丁１９１９ 常　勤:    7理事長　松岡　宇一郎 新規 療養        60療養病床
     (医       6) 平29. 4. 1内   整外 リハ現存
     (薬       1) 放   リウ 
     非常勤:   31
     (医      31)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  699032,114,9 医療法人　中村眼科医〒855-0044 0957-62-3926医療法人中村眼科医院中村　隆平 平 2.10. 1一般        14診療所
     院 島原市中町８２９ 常　勤:    1　理事長　中村　隆平 移転 眼   現存
     (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  700032,120,6 医療法人三友会　山口〒855-0012 0957-62-3200医療法人三友会　理事山口　哲磨 平 4.10. 1胃   外   こう診療所
     外科胃腸科医院 島原市大手原町甲２３０４番地２常　勤:    1長　山口　哲磨 組織変更 放   現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  701032,121,4 医療法人　重眞会　木〒855-0001 0957-64-5851医療法人　重眞会　理木下　眞吾 平 5. 3. 1一般        19診療所
     下内科医院 島原市中野町丙２２番地１ 常　勤:    1事長　木下　眞吾 組織変更 内   呼   消  現存
     (医       1) 平29. 3. 1循   小   リハ
     アレ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  702032,122,2 医療法人慈眼会　坂本〒855-0863 0957-63-4641医療法人慈眼会　理事坂本　淳 平 9. 8. 1一般         7診療所
     内科医院 島原市親和町丁２６７０番地１０常　勤:    2長　関本　眞由美 移転 療養        12療養病床
     (医       2) 平24. 8. 1内   呼   胃  現存
     循   放   リハ
     アレ 心内 婦  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  703032,129,7 松下ひふ科 〒855-0033 0957-62-6556松下　泰三 松下　泰三 平28. 6.28皮   アレ 診療所
     島原市新馬場町８５２－２ 常　勤:    2 移転 現存
     (医       2) 平28. 6.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  704032,130,5 石橋こどもクリニック〒855-0803 0957-65-0008石橋　俊秀 石橋　俊秀 平11. 7.26小   アレ 診療所
     島原市新町１丁目２０５ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  705032,131,3 林内科医院 〒855-0814 0957-62-6657医療法人　はやし会　林　敏明 平12. 4. 1一般         6診療所
     島原市津町４０９ー１５ 常　勤:    1理事長　林　敏明 組織変更 療養         6療養病床
     (医       1) 平30. 4. 1内   呼   現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  706032,132,1 稲田整形外科医院 〒855-0042 0957-62-6355稲田　善久 稲田　善久 平12. 4.13一般        19診療所
     島原市片町６５５ 常　勤:    1 新規 整外 現存
     (医       1) 平30. 4.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  707032,133,9 医療法人　ケイ・エス〒855-0064 0957-65-0500医療法人　ケイ・エス岡本　純忠 平12.10. 1内   循   診療所
     臨床開発施設　おかも島原市柏野町１６４４ー１ 常　勤:    1臨床開発施設おかもと 組織変更 現存
     と内科 (医       1)内科　理事長　岡本　 平24.10. 1
     純忠
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  708032,134,7 かわはら内科胃腸科医〒855-0832 0957-62-5413河原　郁夫 河原　郁夫 平14. 8. 1内   胃   放  診療所
     院 島原市坂上町７５４３－１ 常　勤:    1 移転 消   呼   現存
     (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  709032,136,2 ストレスクリニックウ〒855-0042 0957-62-0030医療法人　ウイング　細田　千尋 平14. 9. 1精   診療所
     イング 島原市片町６４３番地２ 常　勤:    1理事長　高城　昭紀 新規 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  710032,138,8 医療法人　雄心会　た〒855-0809 0957-63-3200医療法人　雄心会　理高尾　雅己 平25. 8. 1循   内   リハ診療所
     かお循環器内科 島原市桜町９５３番地１号 常　勤:    2事長　高尾　雄三 移転 呼内 消   アレ現存
     (医       2) 平25. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  711032,139,6 医療法人　宮崎医院 〒855-0045 0957-62-2258医療法人　宮崎医院　宮崎　伸一郎 平15.12. 1療養        19診療所
     島原市上の町８６９ 常　勤:    2理事長　宮崎　伸一郎 組織変更 ひ   皮   療養病床
     (医       1) 平27.12. 1 現存
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  712032,140,4 うちだ耳鼻咽喉科クリ〒855-0802 0957-62-2560内田　雅文 内田　雅文 平16. 1.15耳い 診療所
     ニック 島原市弁天町二丁目１２９１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  713032,141,2 島原整形外科　西村ク〒855-0861 0957-62-0888医療法人社団　葵宗会西村　行政 平16.12. 1一般        14診療所
     リニック 島原市下川尻町７９０４番地１１常　勤:    1　理事長　西村　行政 新規 整外 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  714032,142,0 医療法人翔南会　山崎〒855-0823 0957-64-1103医療法人翔南会　理事山﨑　裕充 平17.10. 1一般        19診療所
     産婦人科医院 島原市湊町３５０ 常　勤:    2長　山﨑　裕充 組織変更 産   婦   麻  現存
     (医       2) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  715032,143,8 医療法人社団披雲会　〒855-0825 0957-61-0110医療法人社団披雲会　伊東　大介 平22. 1. 1整外 リハ 診療所
     いとう整形外科 島原市広馬場町３７３番地１ 常　勤:    1理事長　伊東　捷二 移転 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  716032,148,7 しろたに内科クリニッ〒855-0032 0957-65-0222医療法人　幸輝会　理城谷　哲也 平26.12. 1内   他   診療所
     ク 島原市北門町１０３番地５ 常　勤:    1事長　城谷　哲也 組織変更 ５９：循環器内現存
     (医       1) 平26.12. 1科、糖尿病内科
     、内分泌内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  717032,149,5 医療法人社団　幸寿会〒855-0816 0957-65-5566医療法人社団　幸寿会川口　哲 平27. 4. 1精   心内 診療所
     　島原こころのクリニ島原市蛭子町２丁目９３４－１ 常　勤:    2　理事長　川口　哲 組織変更 漢方精神科 現存
     ック (医       1) 平27. 4. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  718032,150,3 土井外科消化器内科医〒855-0044 0957-62-6305土井　康郎 土井　康郎 平27. 5.23一般        19診療所
     院 島原市中町８２３番地 常　勤:    1 交代 整外 現存
     (医       1) 平27. 5.23消化器内科、消
     化器外科、乳腺
     外科、肛門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  719032,151,1 わたなべ内科クリニッ〒855-0875 0957-62-1515医療法人　安徳会　理渡邊　剛士 平28. 5. 1内   診療所
     ク 島原市中安徳町丁４３６４番地 常　勤:    1事長　渡邊　剛士 組織変更 循環器内科、糖現存
     (医       1) 平28. 5. 1尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  720032,153,7 医療法人　くすのきク〒859-1415 0957-68-5500医療法人　くすのきク德永　清治 平28. 7. 1内   小   リハ診療所
     リニック 島原市有明町大三東戊１３６５番常　勤:    1リニック　理事長　德 組織変更 現存
     地１ (医       1)永　清治 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  721032,154,5 なおみレディースクリ〒855-0873 0957-61-1400浜口　直美 浜口　直美 平28.12. 1婦   内   診療所
     ニック 島原市北安徳町３０６４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  722032,155,2 医療法人　あおば会　〒855-0875 0957-65-0001医療法人　あおば会　小嶺　大志 平30. 1. 1眼   診療所
     こみね眼科 島原市中安徳町丁４３１０番地 常　勤:    1理事長　小嶺　大志 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  723032,156,0 松島往診診療所 〒855-0053 080-3905-4713松島　吉宏 松島　吉宏 平30. 4. 1内   診療所
     島原市城西中の丁２０６３番地 常　勤:    1 新規 循環器内科 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  724041,039,7 医療法人仁祐会　小鳥〒854-0081 0957-26-3374医療法人仁祐会　理事小鳥居　湛 昭34. 5.13精神       276病院
     居諫早病院 諫早市栄田町３８－１６ 常　勤:    6長　小鳥居　湛 新規 精   心内 現存
     (医       4) 平28. 5.13
     (薬       2)
     非常勤:   14
     (医      13)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  725041,041,3 医療法人　見松会　あ〒854-0007 0957-22-2370医療法人　見松会　理穐山　明正 平14. 4. 1精神       354病院
     きやま病院 諫早市目代町７３７番地１ 常　勤:   10事長　穐山　明正 移転 精   心内 内  現存
     (医       8) 平26. 4. 1
     (薬       2)
     非常勤:   21
     (医      20)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  726041,105,6 諫早記念病院 〒854-0006 0957-22-0370医療法人宏善会　理事山口　義彦 昭47.10. 1一般        83病院
     諫早市天満町２－２１ 常　勤:   11長　高橋　恵美 新規 療養        29療養病床
     (医      11) 平29.10. 1内   外   整外現存
     非常勤:    5 リウ リハ 放  
     (医       5) 神内 形外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  727041,123,9 社会福祉法人幸生会　〒854-0121 0957-28-3131社会福祉法人幸生会　國場　英雄 昭53. 4. 1一般       170病院
     諫早療育センター 諫早市有喜町５３７－２ 常　勤:    5理事長　村川　喜信 新規 内   小   形外現存
     (医       2) 平29. 4. 1皮   リハ 外  
     (薬       3) 耳い 眼   
     非常勤:   70
     (医      69)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  728041,161,9 社会医療法人三佼会　〒854-0066 0957-25-4800社会医療法人三佼会　与儀　安男 昭63. 1. 4一般       153病院
     宮崎病院 諫早市久山町１５７５－１ 常　勤:   12理事長　宮崎　久彌 組織変更 呼内 神内 内  現存
     (医       8) 平30. 1. 4脳外 形外 整外
     (薬       4) 外   リハ 麻  
     非常勤:   38 ひ   放   心内
     (医      35) 皮   
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  729041,201,3 医療法人青藍会　みど〒854-0095 0957-25-9011医療法人青藍会　理事神宮司　多門 平 2. 8. 1精神       176病院
     りの園病院 諫早市上大渡野町１１５７－４ 常　勤:    5長　神宮司　多門 組織変更 精   心内 現存
     (医       4) 平29. 8. 1
     (薬       1)
     非常勤:   12
     (医      11)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  730041,210,4 医療法人祥仁会　西諫〒854-0063 0957-25-1150医療法人祥仁会　理事菅　和男 平 3. 4. 1一般        71病院
     早病院 諫早市貝津町３０１５ 常　勤:    9長　千葉　憲哉 組織変更 外   整外 脳外現存
     (医       6) 平30. 4. 1内   リハ 放  
     (薬       3)
     非常勤:   26
     (医      26)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  731042,086,7 山尾小児科医院 〒854-0006 0957-22-2008山尾　勝 山尾　勝 昭44. 3. 1小   診療所
     諫早市天満町１３－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  732042,104,8 緒方耳鼻咽喉科歯科医〒854-0071 0957-46-5322緒方　聖 緒方　聖 平12. 1. 1耳い 歯   矯歯診療所
     (043,134,0) 院 諫早市永昌東町５０番地 常　勤:    3 移転 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  733042,111,3 医療法人和光会　恵寿〒854-0121 0957-28-3832医療法人和光会恵寿病中原　賢一 昭49. 5.10療養       133病院
     (043,111,8) 病院 諫早市有喜町５９３番地１ 常　勤:    7院　理事長　出口　晴 新規 内   リハ 歯  療養病床
     (医       4)彦 平28. 5.10 現存
     (薬       3)
     非常勤:   57
     (医      55)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  734042,128,7 山口医院 〒854-0001 0957-23-1123山口　国太郎 山口　国太郎 昭53.12. 2内   循   消  診療所
     諫早市福田町４６番５２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  735042,142,8 たけした内科・小児科〒854-0074 0957-26-6200竹下　菊雄 竹下　菊雄 昭57. 4. 1内   消   小  診療所
     医院 諫早市山川町２－１３ 常　勤:    1 新規 放   現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  736042,148,5 藤田内科医院 〒854-0025 0957-22-0029藤田　宣士 藤田　宣士 昭60. 3.14内   消   循  診療所
     諫早市八坂町１－１２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 3.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  737042,155,0 医療法人祐里会　姉川〒854-0031 0957-24-3180医療法人祐里会姉川病姉川　和生 昭62. 4.16療養       164病院
     病院 諫早市小野島町２３７８番地２ 常　勤:    7院　理事長　姉川　和 新規 内   リハ 療養病床
     (医       5)生 平29. 4.16 現存
     (薬       2)
     非常勤:   24
     (医      24)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  738042,157,6 医療法人社団光楓会　〒854-0004 0957-22-2927医療法人社団光楓会満満岡　渉 昭62. 9.17内   循   診療所
     満岡内科・循環器科 諫早市金谷町４－１ 常　勤:    1岡内科・循環器科　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　満岡　渉 平29. 9.17
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  739042,159,2 医療法人社団慈栄会　〒854-0074 0957-26-3741医療法人社団慈栄会　池田　圭介 昭63. 1. 1一般        11診療所
     池田外科医院 諫早市山川町２－５ 常　勤:    1池田外科医院　理事長 新規 療養         6療養病床
     (医       1)　池田　圭介 平30. 1. 1外   整外 胃  現存
     非常勤:    1 こう 放   リハ
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  740042,160,0 医療法人社団晋友会　〒859-0312 0957-24-1777医療法人社団晋友会　野田　晋平 昭63. 1. 1一般        11診療所
     野田医院 諫早市西里町２３ 常　勤:    2野田医院　理事長　野 組織変更 療養         6療養病床
     (医       2)田　晋平 平30. 1. 1内   胃   外  現存
     整外 
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  741042,166,7 医療法人社団八雄会　〒859-0301 0957-23-9226医療法人社団八雄会　檀野　雄一 昭64. 1. 1一般        16診療所
     檀野医院 諫早市長田町２５９２ 常　勤:    2理事長　檀野　雄一 組織変更 内   小   リハ現存
     (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  742042,171,7 医療法人回春堂　犬尾〒854-0003 0957-22-0245医療法人回春堂犬尾内犬尾　元 平元. 4. 1一般         7診療所
     内科医院 諫早市泉町１４－２６ 常　勤:    2科医院　理事長　犬尾 組織変更 療養        12療養病床
     (医       2)　元 平28. 4. 1内   胃   循  現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  743042,172,5 医療法人　英和会　貝〒854-0014 0957-22-0336医療法人英和会貝田整貝田　勇治 平元. 4. 1一般        19診療所
     田整形外科 諫早市東小路町１２－１０ 常　勤:    1形外科　理事長　貝田 組織変更 整外 リハ 現存
     (医       1)　勇治 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  744042,175,8 医療法人社団　野田小〒854-0074 0957-26-6380医療法人社団野田小児野田　弘之 平元. 4. 1小   診療所
     児科医院 諫早市山川町２１－４ 常　勤:    1科医院　理事長　野田 組織変更 現存
     (医       1)　弘之 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  745042,176,6 医療法人　橋爪外科胃〒854-0004 0957-22-0636医療法人橋爪外科胃腸橋爪　毅 平元. 4. 1一般        13診療所
     腸科医院 諫早市金谷町３－１７ 常　勤:    2科医院　理事長　橋爪 組織変更 外   現存
     (医       2)　毅 平28. 4. 1内視鏡内科、肛
     門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  746042,177,4 医療法人　福田消化器〒854-0072 0957-26-5959医療法人福田消化器内福田　浩敏 平元. 4. 1一般        13診療所
     内科医院 諫早市永昌町５－２２ 常　勤:    2科医院　理事長　福田 組織変更 療養         6療養病床
     (医       2)　直敏 平28. 4. 1内   外   現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  747042,178,2 医療法人　森医院 〒854-0074 0957-26-2501医療法人森医院　理事平田　正信 平元. 4. 1内   循   診療所
     諫早市山川町２－１１ 常　勤:    1長　平田　正信 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  748042,180,8 医療法人社団　大塚医〒854-0072 0957-26-0684医療法人社団大塚医院大塚　英徳 平元. 4. 1内   胃   小  診療所
     院 諫早市永昌町９－２ 常　勤:    1　理事長　大塚　英徳 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  749042,181,6 医療法人　藤原医院 〒854-0126 0957-28-2201医療法人　藤原医院　藤原　正夫 平18. 2.15内   外   リハ診療所
     諫早市松里町３１番地３ 常　勤:    2理事長　藤原　正夫 移転 現存
     (医       2) 平30. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  750042,183,2 医療法人　さわだ耳鼻〒854-0011 0957-24-1946医療法人　さわだ耳鼻澤田　正道 平元. 5.19耳い 診療所
     咽喉科医院 諫早市八天町６－３ 常　勤:    1咽喉科医院　理事長　 移転 現存
     (医       1)澤田　正道 平28. 5.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  751042,186,5 医療法人　前田医院 〒854-0074 0957-26-8852医療法人前田医院　理前田　剛而 平元. 8. 2耳い 診療所
     諫早市山川町２－１０ 常　勤:    1事長　前田　剛而 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 8. 2
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  752042,189,9 医療法人　森眼科内科〒854-0025 0957-22-5658医療法人森眼科内科医森　晋次 平元. 8. 2一般         6診療所
     医院 諫早市八坂町５－３ 常　勤:    3院　理事長　森　晋次 組織変更 眼   内   胃  現存
     (医       3) 平28. 8. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  753042,192,3 医療法人浩愛会　コム〒854-0022 0957-22-2597医療法人浩愛会コムタ小無田　要 平元.12. 1一般        19診療所
     タ外科・整形外科医院諫早市幸町２５－７ 常　勤:    2外科・整形外科医院　 組織変更 外   整外 リハ現存
     (医       2)理事長　小無田　興 平28.12. 1消化器内科、肛
     非常勤:    1 門外科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  754042,194,9 医療法人光風会　草野〒854-0071 0957-23-1212医療法人光風会　理事草野　史郎 平 2. 4. 1一般        15診療所
     内科小児科医院 諫早市永昌東町１５－１ 常　勤:    2長　草野　史郎 組織変更 内   循   小  療養病床
     (医       2) 平29. 4. 1放   呼   現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  755042,196,4 医療法人社団健絋会　〒854-0006 0957-23-8368医療法人社団健絋会　田中　健嗣 平 2. 4. 1ひ   皮   内  診療所
     田中クリニック 諫早市天満町１１－３ 常　勤:    3理事長　田中　健嗣 新規 耳い 現存
     (医       3) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  756042,197,2 医療法人社団　古川医〒859-0303 0957-24-8300医療法人社団古川医院古川　泰蔵 平 2. 4. 1一般        12診療所
     院 諫早市高天町２６１２－１ 常　勤:    1　理事長　古川　泰蔵 組織変更 療養         6療養病床
     (医       1) 平29. 4. 1胃   外   こう現存
     放   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  757042,198,0 医療法人　安永産婦人〒854-0003 0957-22-0032医療法人安永産婦人科宮下　昌子 平 2. 4. 1一般        17診療所
     科医院 諫早市泉町１７－２２ 常　勤:    2医院　理事長　宮下　 組織変更 産婦 現存
     (医       2)昌子 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  758042,200,4 医療法人社団尚整会　〒854-0034 0957-23-2388医療法人社団尚整会　吉田　省二 平 2. 6. 1一般        73病院
     菅整形外科病院 諫早市小野町３３２ 常　勤:    9理事長　菅　尚義 組織変更 整外 リハ リウ現存
     (医       7) 平29. 6. 1内   麻   
     (薬       2)
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  759042,202,0 医療法人　青藍会　神〒854-0071 0957-21-6621医療法人青藍会　理事神宮司　明子 平19. 8. 1精   心内 診療所
     宮司クリニック 諫早市永昌東町１５番７号 常　勤:    1長　神宮司　多門 移転 現存
     (医       1) 平25. 8. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  760042,207,9 三村医院 〒854-0026 0957-22-0120三村　一郎 三村　一郎 平 3. 1. 1内   眼   美外診療所
     諫早市東本町３－１３ 交代 現存
     平30. 1. 1
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  761042,209,5 ふじた皮ふ科 〒854-0006 0957-22-3003藤田　和夫 藤田　和夫 平 3. 3. 5皮   診療所
     諫早市天満町１－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 3. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  762042,211,1 医療法人社団文寿会　〒854-0071 0957-22-0222医療法人文寿会芦塚皮芦塚　文美 平 3.12. 1皮   診療所
     芦塚皮膚科医院 諫早市永昌東町１－４１ 常　勤:    1膚泌尿器科医院　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　芦塚　文美 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  763042,214,5 医療法人　岡崎整形外〒854-0062 0957-26-5000医療法人岡崎整形外科岡崎　威 平 4. 4. 1一般        19診療所
     科医院 諫早市小船越町８－１４ 常　勤:    1医院　理事長　岡崎　 組織変更 整外 リハ 麻  現存
     (医       1)威 平28. 4. 1皮   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  764042,216,0 医療法人社団杏風会　〒854-0014 0957-24-5758医療法人社団杏風会　原口　茂徳 平 4.10. 1耳い 気食 診療所
     耳鼻咽喉科原口クリニ諫早市東小路町１２－５ 常　勤:    1理事長　原口　茂徳 組織変更 現存
     ック (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  765042,219,4 おの小児科医院 〒854-0061 0957-26-2888小野　靖彦 小野　靖彦 平 5. 1.20小   診療所
     諫早市宇都町７－２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 1.20
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  766042,220,2 医療法人泰順会　大久〒854-0025 0957-22-0544医療法人泰順会　理事大久保　泰 平 5. 4. 1耳い 診療所
     保耳鼻咽喉科医院 諫早市八坂町１－１４ 常　勤:    1長　大久保　泰 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  767042,223,6 医療法人　宮本外科 〒854-0082 0957-25-0024医療法人宮本外科　理宮本　峻光 平 5. 9. 1一般        17診療所
     諫早市西栄田町６８３番地 常　勤:    2事長　宮本　峻光 組織変更 胃   外   こう現存
     (医       2) 平29. 9. 1リハ 消   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  768042,224,4 医療法人　八尾医院 〒854-0121 0957-28-3380医療法人八尾医院　理八尾　栄一 平 5. 9. 1内   胃   循  診療所
     諫早市有喜町２４４番地１ 常　勤:    1事長　八尾　栄一 組織変更 小   現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  769042,225,1 いかり内科クリニック〒854-0001 0957-22-3733猪狩　康子 猪狩　康子 平 5.10.29内   診療所
     諫早市福田町６－３２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  770042,228,5 医療法人　つのお内科〒854-0005 0957-23-0414医療法人つのお内科　角尾　尚人 平 6. 5. 1内   呼   消  診療所
     諫早市城見町１３番６号 常　勤:    2理事長　角尾　尚人 組織変更 循   小   放  現存
     (医       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  771042,229,3 山口みのる外科 〒854-0047 0957-24-3525山口　実 山口　実 平21.11.16外   リハ 診療所
     諫早市野中町４７６ 常　勤:    1 移転 消化器内科、肛現存
     (医       1) 平27.11.16門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  772042,230,1 医療法人　松角会　マ〒854-0071 0957-22-0678医療法人　松角会　マ松角　雅夫 平 6.11. 1一般        19診療所
     ムレディースクリニッ諫早市永昌東町２０－２３ 常　勤:    2ムレディースクリニッ 組織変更 産   婦   現存
     ク (医       2)ク　理事長　松角　雅 平24.11. 1
     夫
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  773042,231,9 内川外科医院 〒854-0006 0957-22-3517内川　徹也 内川　徹也 平 6.11.10外   胃   診療所
     諫早市天満町１３－２３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24.11.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  774042,232,7 医療法人社団　西野内〒854-0063 0957-26-8817医療法人社団　西野内西野　健二 平 7. 4. 1内   小   胃  診療所
     科医院 諫早市貝津町２３３０－１ 常　勤:    1科医院　理事長　西野 組織変更 放   現存
     (医       1)　健二 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  775042,233,5 医療法人社団　川ばた〒854-0042 0957-23-5273医療法人社団　川ばた川端　元 平22. 1. 1内   診療所
     内科医院 諫早市上野町５番地１０ 常　勤:    1内科医院　理事長　川 移転 消化器内科、循現存
     (医       1)端　元 平28. 1. 1環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  776042,238,4 医療法人マツオ内科ク〒854-0072 0957-25-2225医療法人マツオ内科ク松尾　浩 平 7. 9. 1内   診療所
     リニック 諫早市永昌町４３－６ 常　勤:    1リニック　理事長　松 組織変更 現存
     (医       1)尾　浩志 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  777042,239,2 まつお眼科医院 〒854-0022 0957-24-6604松尾　健治 松尾　健治 平 7. 9.12一般        14診療所
     諫早市幸町２－２１ 常　勤:    1 新規 眼   現存
     (医       1) 平28. 9.12
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  778042,241,8 江藤外科消化器科医院〒854-0031 0957-21-0202江藤　敏文 江藤　敏文 平 8. 5.20一般        19診療所
     諫早市小野島町１３２－１ 常　勤:    1 新規 消   外   こう現存
     (医       1) 平29. 5.20リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  779042,243,4 医療法人　前田小児科〒854-0005 0957-22-8180医療法人前田小児科　前田　秀典 平 8.10. 1小   診療所
     諫早市城見町２２番１１号 常　勤:    1理事長　前田　秀典 組織変更 現存
     (医       1) 平29.10. 1
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  780042,244,2 医療法人　つじもとこ〒854-0004 0957-24-6655医療法人つじもとこど辻本　善樹 平 9. 4. 1小   アレ 診療所
     どもクリニック 諫早市金谷町１５番３１号 常　勤:    1もクリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　辻本　善樹 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  781042,249,1 医療法人　助村眼科医〒854-0074 0957-26-7181医療法人助村眼科医院助村　房子 平 9.10. 1眼   診療所
     院 諫早市山川町２－９ 常　勤:    1　理事長　助村　房子 組織変更 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  782042,251,7 城谷病院 〒854-0076 0957-26-3860医療法人緑光会　理事明石　政治 平10.10. 1精神        78病院
     諫早市堂崎町１２８８ 常　勤:    4長　城谷　安津子 組織変更 内   精   心内現存
     (医       2) 平28.10. 1
     (薬       2)
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  783042,252,5 医療法人　中島内科神〒854-0071 0957-21-3746医療法人中島内科神経中島　茂 平10.10. 1内   神内 リハ診療所
     経内科 諫早市永昌東町１９番２８号 常　勤:    1内科　理事長　中島　 組織変更 現存
     (医       1)茂 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  784042,253,3 医療法人　村岡内科医〒854-0014 0957-22-0033医療法人村岡内科医院村岡　徹 平11. 4. 1内   消   呼内診療所
     院 諫早市東小路町９番１号 常　勤:    1　理事長　村岡　徹 組織変更 消：消化器内科現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  785042,254,1 高原内科循環器科医院〒854-0062 0957-22-1740医療法人にじの会　理高原　晶 平11. 5. 1内   循   診療所
     諫早市小船越町１１４４番地８ 常　勤:    1事長　高原　晶 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  786042,258,2 一ノ瀬皮膚科医院 〒854-0006 0957-21-5501一ノ瀬　弥久 一ノ瀬　弥久 平12. 3. 1皮   診療所
     諫早市天満町５ー１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  787042,260,8 なかしまつねゆき内科〒854-0081 0957-25-8880中島　恒幸 中島　恒幸 平12. 6. 1内   循   診療所
     循環器科 諫早市栄田町３１ー５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  788042,264,0 医療法人　やまもと眼〒854-0001 0957-27-0550医療法人　やまもと眼山本　広樹 平13. 5. 1一般         6診療所
     科 諫早市福田町４２ー３ 常　勤:    1科　理事長　山本　広 組織変更 眼   現存
     (医       1)樹 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  789042,265,7 立石産婦人科医院 〒854-0013 0957-22-0292立石　由紀子 立石　由紀子 平13. 5.16一般        12診療所
     諫早市栄町７ー６ 常　勤:    1 新規 産婦 現存
     (医       1) 平25. 5.16
     非常勤:    1
     (医       1)
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  790042,266,5 植田クリニック 〒854-0075 0957-25-7157植田　成文 植田　成文 平13. 7. 1内   外   診療所
     諫早市馬渡町５ー５８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  791042,267,3 諫早そよかぜクリニッ〒854-0083 0957-49-8855桐山　健 桐山　健 平13.10. 1内   リハ リウ診療所
     ク 諫早市津水町１６０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  792042,268,1 医療法人　横尾病院 〒854-0052 0957-22-1109医療法人　横尾病院　横尾　秀康 平13.10. 1精神       276病院
     諫早市川床町６００番地 常　勤:    4理事長　横尾　秀康 組織変更 精   内   現存
     (医       2) 平25.10. 1
     (薬       2)
     非常勤:   23
     (医      21)
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  793042,271,5 医療法人　はらだ小児〒854-0067 0957-25-7799医療法人　はらだ小児原田　豊 平14. 4. 1小   診療所
     科医院 諫早市久山台９番地１ 常　勤:    1科医院　理事長　原田 組織変更 現存
     (医       1)　豊 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  794042,272,3 長崎呼吸器リハビリク〒854-0063 0957-25-2323医療法人　爽風会　理力富　直人 平14. 4. 1一般        19診療所
     リニック 諫早市貝津町１６９４番地 常　勤:    2事長　力富　直人 組織変更 内   呼   リハ現存
     (医       2) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  795042,273,1 横尾クリニック 〒854-0071 0957-21-1967医療法人　横尾病院　小野　憲爾 平29. 4. 1精   心内 診療所
     諫早市永昌東町８番２７号 常　勤:    1理事長　横尾　秀康 移転 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  796042,274,9 医療法人　見松会　あ〒854-0005 0957-23-8110医療法人　見松会　理石澤　宗和 平15. 4. 1心内 精   診療所
     きやま診療所 諫早市城見町４３番１号 常　勤:    1事長　穐山　明正 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  797042,275,6 医療法人　和光会　出〒854-0014 0957-22-3410医療法人　和光会　理出口　晴彦 平15. 4. 1一般        19診療所
     口医院レディースクリ諫早市東小路町１４－３３ 常　勤:    1事長　出口　晴彦 その他 産   婦   現存
     ニック (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  798042,276,4 医療法人　ごんどう循〒854-0023 0957-22-8850医療法人　ごんどう循権藤　道雄 平15. 8. 1内   循   診療所
     環器内科医院 諫早市厚生町６番１号 常　勤:    1環器内科医院　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　権藤　道雄 平27. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  799042,277,2 たぶち耳鼻咽喉科医院〒854-0034 0957-35-5566田渕　富三 田渕　富三 平16. 4. 1耳い 診療所
     諫早市小野町２９３－１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  800042,279,8 医療法人　ひぐち小児〒854-0053 0957-35-1755医療法人　ひぐち小児樋口　洋一 平16.10. 1小   診療所
     科医院 諫早市小川町２４６番１ 常　勤:    1科医院　理事長　樋口 組織変更 現存
     (医       1)　洋一 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  801042,280,6 医療法人　 田内科ク〒854-0061 0957-22-2962医療法人　 田内科ク 田　知之 平16.11. 1内   消   診療所
     リニック 諫早市宇都町１９番１６号 常　勤:    1リニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)田　知之 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  802042,283,0 医療法人橋本循環器科〒854-0074 0957-26-0507医療法人橋本循環器科橋本　隆明 平17. 5. 1循   内   診療所
     内科 諫早市山川町２番地２ 常　勤:    1内科　理事長　橋本　 組織変更 現存
     (医       1)隆明 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  803042,284,8 医療法人ＴＡ会原口医〒854-0074 0957-25-0881医療法人ＴＡ会原口医原口　哲 平17. 5. 1ひ   診療所
     院 諫早市山川町２番地４ 常　勤:    1院　理事長　原口　哲 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  804042,287,1 医療法人　ふじえクリ〒854-0071 0957-21-5070医療法人ふじえクリニ藤江　透 平18. 5. 1麻   内   リハ診療所
     ニック 諫早市永昌東町９－２６ニューウ常　勤:    1ック　理事長　藤江　 組織変更 現存
     ィンドビル３Ｆ (医       1)透 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  805042,288,9 医療法人雄仁会　すみ〒854-0037 0957-36-5070医療法人雄仁会　理事川野　弘茂 平18. 7. 1内   診療所
     れ腎クリニック 諫早市川内町１６７番地１ 常　勤:    1長　浦　繁郎 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  806042,289,7 たきの内科クリニック〒854-0016 0957-35-1234瀧野　博文 瀧野　博文 平18. 9. 1内   診療所
     諫早市高城町９－２ 常　勤:    1 新規 糖尿病内科 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  807042,291,3 山田クリニック 〒854-1112 0957-28-4888医療法人山田クリニッ山田　雅史 平19. 5. 1消   胃   外  診療所
     諫早市飯盛町開１８２５番地１ 常　勤:    1ク　理事長　山田　雅 組織変更 こう リハ 現存
     (医       1)史 平25. 5. 1
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  808042,292,1 すばる診療所 〒859-0414 0957-28-7788医療法人すばる診療所澤　隆文 平19. 5. 1一般 診療所
     諫早市多良見町元釜５番地１５ 常　勤:    2　理事長　濱中　洋一 組織変更     一般    19現存
     (医       2) 平25. 5. 1内   消   胃  
     非常勤:    1 眼   リハ 
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  809042,293,9 医療法人社団　紘仁会〒854-0021 0957-22-8335医療法人社団紘仁会　末吉　修 平19. 8. 1形外 皮   整外診療所
     　末吉形成外科クリニ諫早市仲沖町２７３番６号 常　勤:    1理事長　末吉　昭 新規 現存
     ック (医       1) 平25. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  810042,294,7 イヌオ胃腸科外科医院〒859-0401 0957-43-3021医療法人社団博栄会　犬尾　浩之 平20. 3. 1一般        13診療所
     諫早市多良見町化屋７１６番地１常　勤:    1理事長　犬尾　浩之 組織変更 療養         6療養病床
     (医       1) 平26. 3. 1消   外   整外現存
     放   こう リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  811042,296,2 医療法人六敬会　澤田〒854-0035 0957-22-1178医療法人六敬会　澤田澤田　征洋 平20.12. 1一般        15診療所
     医院 諫早市宗方町１６番５ 常　勤:    1医院　理事長　澤田　 組織変更 内   小   胃  現存
     (医       1)征洋 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  812042,297,0 おおすみ内科医院 〒854-0074 0957-26-5377大角　光彦 大角　光彦 平21. 1. 1内   呼   循  診療所
     諫早市山川町２－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  813042,298,8 ひかり診療所 〒854-0001 0957-24-1108田島　光浩 田島　光浩 平21. 2. 1精   心内 診療所
     諫早市福田町３５７－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  814042,300,2 みちこくりにっく 〒854-0001 0957-21-2525高橋　美智子 高橋　美智子 平25. 5.20内   外   皮  診療所
     諫早市福田町２３６７－１ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平25. 5.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  815042,301,0 医療法人　星和会クリ〒854-0071 0957-24-4607医療法人　星和会クリ大坪　孝行 平22.11. 1内   胃   消  診療所
     ニック 諫早市永昌東町２番１７号 常　勤:    1ニック　理事長　大坪 組織変更 現存
     (医       1)　孝行 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  816042,304,4 大沢医院 〒854-0026 0957-22-3688大沢　肇 大沢　肇 平25.12. 9内   外   心外診療所
     諫早市東本町２－８ 常　勤:    1 移転 循内 現存
     (医       1) 平25.12. 9
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  817042,307,7 社会医療法人三佼会　〒854-0067 0957-25-2050社会医療法人三佼会　野俣　浩一郎 平24. 1. 1脳外 形外 整外診療所
     宮崎診療所 諫早市久山台９番地１０ 常　勤:    3理事長　宮崎　久彌 交代 呼内 ひ   リハ現存
     (医       3) 平30. 1. 1放   心内 内  
     非常勤:   71 皮   
     (医      65) 乳腺外科、消化
     (薬       6) 器内科、循環器
     内科、腎臓内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  818042,308,5 医療法人芳泉会　まつ〒854-0072 0957-25-8866医療法人芳泉会まつな松永　伸彦 平24. 1. 1一般         7診療所
     なが眼科 諫早市永昌町４３番地１ 常　勤:    1が眼科　理事長　松永 組織変更 眼   現存
     (医       1)　伸彦 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  819042,309,3 たしろ整形外科 〒854-0067 0957-47-8637田代　宏一郎 田代　宏一郎 平24. 4. 1整外 リハ 診療所
     諫早市久山台４４－１松永ビル久常　勤:    1 新規 現存
     山台２Ｆ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  820042,310,1 すぎやま内科 〒854-0067 0957-25-7878杉山　啓一 杉山　啓一 平24. 4. 1内   診療所
     諫早市久山台４４番地１松永ビル常　勤:    1 新規 現存
     久山台３Ｆ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  821042,313,5 たらみエンゼルレディ〒859-0401 0957-43-4330医療法人まごころ会　陣林　伯豪 平24. 4. 1一般         9診療所
     ースクリニック 諫早市多良見町化屋８７９番４号常　勤:    1理事長　陣林　伯豪 組織変更 産婦 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  822042,314,3 つるかわ内科 〒854-0014 0957-22-2505医療法人つるかわ内科鶴川　陽一 平24. 5. 1内   呼   循  診療所
     諫早市東小路町４番２６号 常　勤:    1　理事長　鶴川　陽一 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  823042,315,0 入船クリニック 〒854-0084 0957-25-7770医療法人入船クリニッ入舩　弘子 平24. 5. 1皮   内   呼  診療所
     諫早市真崎町１６１０番地７ 常　勤:    2ク　理事長　入舩　弘 組織変更 現存
     (医       2)子 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  824042,316,8 しば整形外科クリニッ〒854-0071 0957-22-1086志波　義人 志波　義人 平24.10. 1一般        15診療所
     ク 諫早市永昌東町２０－２５ 常　勤:    1 交代 整外 リハ 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  825042,318,4 甲状腺・乳腺クリニッ〒854-0063 0957-26-8011医療法人宇賀外科医院宇賀　達也 平25. 1. 1一般        12診療所
     ク 諫早市貝津町１１２４番地 常　勤:    1　理事長　宇賀　辰郎 組織変更 外   現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  826042,319,2 ますだ小児科内科医院〒859-0407 0957-43-7800医療法人　みどり会　増田　憲治 平25. 4. 1小   内   アレ診療所
     諫早市多良見町シーサイド２０－常　勤:    1理事長　増田　憲治 組織変更 現存
     １３５ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  827042,321,8 立川医院 〒859-0132 0957-32-3881立川　隆義 立川　隆義 平25.10. 7外   内   診療所
     諫早市高来町三部壱５２４ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25.10. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  828042,322,6 にしむらクリニック 〒854-0072 0957-46-8118医療法人社団　西村医西村　香織 平26. 3. 1整外 皮   アレ診療所
     諫早市永昌町４３番２２号 常　勤:    2院　理事長　西村　栁 新規 リハ 現存
     (医       2)介 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  829042,323,4 おくむらクリニック 〒854-0015 0957-22-3584奥村　正彦 奥村　正彦 平26. 2. 1整外 形外 他  診療所
     諫早市西小路町７７４－５ 常　勤:    2 交代 ５９：美容皮膚現存
     (医       2) 平26. 2. 1科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  830042,324,2 うすい心のクリニック〒854-0026 0957-56-8556磨井　章智 磨井　章智 平27. 4. 1心内 精   診療所
     諫早市東本町５番１７号ねむの木常　勤:    1 新規 現存
     ビル２階２０１号 (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  831042,325,9 美南の丘クリニック 〒854-0053 0957-22-3730医療法人　彰仁会　理松尾　彰 平27.11. 1リハ 内   診療所
     諫早市小川町５９５番地１ 常　勤:    1事長　松尾　彰 組織変更 消化器内科 現存
     (医       1) 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  832042,326,7 チカラ整形外科　スポ〒854-0045 0957-22-1188宮本　力 宮本　力 平28. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     ーツリウマチクリニッ諫早市新道町６８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     ク (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  833042,327,5 山﨑病院 〒859-0165 0957-34-2007医療法人　七久会　理山﨑　善之 平29. 7. 1一般         8病院
     諫早市小長井町小川原浦６５６番常　勤:    3事長　山﨑　善之 その他 療養        30療養病床
     地 (医       3) 平29. 7. 1内   小   リハ現存
     非常勤:   19
     (医      18)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  834051,101,2 医療法人慧明会　貞松〒856-0831 0957-54-1161医療法人慧明会　理事貞松　俊弘 平元. 2. 1一般        76病院
     病院 大村市東本町５３７ 常　勤:   14長　貞松　俊弘 組織変更 整外 形外 リハ現存
     (医      10) 平28. 2. 1リウ 内   麻  
     (薬       4)
     非常勤:   30
     (医      30)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  835051,107,9 医療法人檜山会　中澤〒856-0032 0957-53-5072医療法人檜山会　理事中澤　和嘉 平 2. 4. 1精神       100病院
     病院 大村市東大村１丁目２５２４－３常　勤:    4長　中澤　和嘉 組織変更 療養        60療養病床
     (医       3) 平29. 4. 1内   精   心内現存
     (薬       1)
     非常勤:   16
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  836052,088,0 山口耳鼻咽喉科医院 〒856-0831 0957-52-2706山口　慶治 山口　慶治 昭61. 4. 1耳い 診療所
     大村市東本町３４８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  837052,089,8 川本内科医院 〒856-0835 0957-54-5675川本　幹夫 川本　幹夫 平18.10.10内   胃   小  診療所
     大村市久原２丁目８９９番地１ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平24.10.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  838052,093,0 計屋眼科医院 〒856-0823 0957-52-6888計屋　隆子 計屋　隆子 平10. 7. 1眼   診療所
     大村市乾馬場町８４３番地１２ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  839052,102,9 医療法人社団博仁会　〒856-0812 0957-53-2305医療法人社団博仁会山山道　雅 平元. 8. 1一般        19診療所
     山道医院 大村市桜馬場２丁目３３３－１ 常　勤:    2道医院　理事長　山道 組織変更 外   現存
     (医       2)　雅博 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  840052,103,7 医療法人　寺井医院 〒856-0834 0957-52-3574医療法人寺井医院　理寺井　裕二 平元. 8. 1内   消   皮  診療所
     大村市玖島１丁目５３－２ 常　勤:    1事長　寺井　裕二 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  841052,104,5 吉田内科クリニック 〒856-0832 0957-52-1177吉田　俊二郎 吉田　俊二郎 平元.11.15内   消   循  診療所
     大村市本町４３６－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  842052,105,2 医療法人　おび産婦人〒856-0832 0957-54-1103医療法人おび産婦人科小尾　重厚 平元.12. 1一般        11診療所
     科医院 大村市本町２２３－２ 常　勤:    1医院　理事長　小尾　 組織変更 産   婦   現存
     (医       1)重厚 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  843052,106,0 医療法人信愛会　黒木〒856-0813 0957-54-0211医療法人信愛会　理事古賀　成彦 平 2. 2. 1ひ   診療所
     医院 大村市西大村本町２１２－２ 常　勤:    1長　古賀　成彦 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  844052,108,6 中村医院 〒856-0831 0957-52-2733中村　ますみ 中村　ますみ 平15. 1. 4内   小   診療所
     大村市東本町３３９番地 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平27. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  845052,112,8 医療法人　大村中央産〒856-0827 0957-52-3850医療法人大村中央産婦荒木　文明 平 4. 4. 1一般        16診療所
     婦人科 大村市水主町２丁目６０９番地１常　勤:    1人科　理事長　荒木　 組織変更 産婦 現存
     (医       1)文明 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  846052,113,6 医療法人　野口内科こ〒856-0813 0957-52-2339医療法人野口内科こど野口　哲彦 平 4. 4. 1内   胃   循  診療所
     ども医院 大村市西大村本町２６４ 常　勤:    1も医院　理事長　野口 組織変更 小   小外 麻  現存
     (医       1)　哲彦 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  847052,115,1 医療法人　ともなが内〒856-0828 0957-54-5000医療法人ともなが内科朝長　昭光 平 4.10. 1内   呼   胃  診療所
     科クリニック 大村市杭出津２丁目５５５ 常　勤:    2クリニック　理事長　 組織変更 リハ 現存
     (医       2)朝長　昭光 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  848052,117,7 医療法人　おおつか内〒856-0825 0957-53-8080医療法人おおつか内科大塚　和生 平 5. 4. 1内   呼   胃  診療所
     科医院 大村市西三城町１５番地１３ 常　勤:    1医院　理事長　大塚　 組織変更 循   小   現存
     (医       1)和生 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  849052,120,1 医療法人社団　長崎医〒856-0801 0957-55-8615医療法人社団長崎医院長崎　省吾 平 5.10. 1一般         1診療所
     院 大村市寿古町７６７番地 常　勤:    1　理事長　長崎　省吾 組織変更 療養        16療養病床
     (医       1) 平29.10. 1内   小   現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  850052,122,7 医療法人福重会　レデ〒856-0822 0957-54-9200医療法人福重会レディ重松　潤 平 6. 4. 1一般        13診療所
     ィースクリニックしげ大村市古町１丁目５１４番地 常　勤:    2ースクリニックしげま 組織変更 産婦 麻   現存
     まつ (医       2)つ　理事長　重松　潤 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  851052,124,3 医療法人　田崎医院 〒856-0822 0957-53-1234医療法人田崎医院　理田崎　賢一 平 8. 3.17一般         6診療所
     大村市古町１丁目３１６番地１ 常　勤:    1事長　田崎　賢一 移転 療養        11療養病床
     (医       1) 平29. 3.17外   胃   リハ現存
     内   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  852052,125,0 中田外科胃腸科 〒856-0817 0957-54-0083中田　俊則 中田　俊則 平 6.12.12外   胃   診療所
     大村市古賀島町３６８－１，３６常　勤:    2 新規 現存
     ７－６ (医       2) 平27.12.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  853052,127,6 さくらクリニック 〒856-0026 0957-53-8819石田　賢二 石田　賢二 平 7. 4.26一般        17診療所
     大村市池田１丁目５０－１ 常　勤:    1 新規 内   現存
     (医       1) 平28. 4.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  854052,128,4 医療法人　山下外科医〒856-0825 0957-54-7122医療法人山下外科医院山下　直宏 平 7. 9. 1外   消   整外診療所
     院 大村市西三城町１７番地１８ 常　勤:    1　理事長　山下　直宏 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  855052,129,2 医療法人　橋口整形外〒856-0805 0957-55-8739医療法人橋口整形外科橋口　隆 平 7.10. 1整外 リハ リウ診療所
     科医院 大村市竹松本町９３６番地 常　勤:    1医院　理事長　橋口　 組織変更 現存
     (医       1)隆 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  856052,130,0 医療法人　南野クリニ〒856-0823 0957-53-2233医療法人南野クリニッ南野　毅 平 7.10. 1内   胃   消  診療所
     ック 大村市乾馬場町８８５番地３ 常　勤:    1ク　理事長　南野　毅 組織変更 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  857052,136,7 長津眼科医院 〒856-0809 0957-55-9300長津　弘 長津　弘 平 9. 4.15眼   診療所
     大村市沖田町７４－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  858052,137,5 秋櫻醫院 〒856-0024 0957-53-9990石田　一美 石田　一美 平 9. 5.20内   麻   リハ診療所
     大村市諏訪２丁目５２３－１ 常　勤:    1 新規 リウ 神内 現存
     (医       1) 平30. 5.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  859052,140,9 医療法人　須田小児科〒856-0027 0957-54-7200医療法人須田小児科医須田　正智 平 9. 9. 1小   アレ 診療所
     医院 大村市植松３丁目６０９番地２ 常　勤:    1院　理事長　須田　正 組織変更 現存
     (医       1)智 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  860052,142,5 医療法人　澤田胃腸科〒856-0020 0957-55-1507医療法人澤田胃腸科内澤田　一彦 平 9.10. 1一般         7診療所
     内科医院 大村市小路口本町３３０番地１ 常　勤:    1科医院　理事長　澤田 組織変更 療養        12療養病床
     (医       1)　一彦 平24.10. 1内   胃   現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  861052,143,3 医療法人　フジイ胃腸〒856-0831 0957-54-8686医療法人フジイ胃腸科藤井　正博 平 9.10. 1内   胃   呼  診療所
     科クリニック 大村市東本町８番地１ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)藤井　正博 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  862052,144,1 いわさき眼科医院 〒856-0832 0957-52-3435岩崎　むつよ 岩崎　むつよ 平 9.10.28眼   診療所
     大村市本町４３６番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10.28
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  863052,145,8 平松整形外科医院 〒856-0806 0957-27-4422平松　隆 平松　隆 平10. 7.18一般        19診療所
     大村市富の原２丁目２１８ー４ 常　勤:    1 新規 整外 リハ リウ現存
     (医       1) 平28. 7.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  864052,146,6 医療法人仁寿会　南野〒856-0826 0957-54-8800医療法人仁寿会　理事南野　淳 平10.10. 1療養        77病院
     病院 大村市東三城町３３ 常　勤:    8長　南野　健 新規 一般        18療養病床
     (医       6) 平28.10. 1内   消   循  現存
     (薬       2) 放   リハ 
     非常勤:   20
     (医      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  865052,147,4 大村共立病院 〒856-0023 0957-53-1121医療法人カメリア　理藤井　薫 平10.10. 5精神       198病院
     大村市上諏訪町１０９５番地 常　勤:   10事長　長岡　和 組織変更 精   心内 内  現存
     (医       8) 平28.10. 5
     (薬       2)
     非常勤:   12
     (医      11)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  866052,148,2 前川漢方内科クリニッ〒856-0027 0957-53-6866前川　靖裕 前川　靖裕 平10.10.20内   リハ 診療所
     ク 大村市植松１丁目４９７ー４ 常　勤:    1 新規 漢方内科、消化現存
     (医       1) 平28.10.20器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  867052,150,8 医療法人　みね内科ク〒856-0806 0957-55-5070医療法人みね内科クリ峯　豊 平11.10. 1内   呼   循  診療所
     リニック 大村市富の原１丁目１１０１番地常　勤:    1ニック　理事長　峯　 組織変更 消   リハ 現存
     ３ (医       1)豊 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  868052,152,4 医療法人　岡　循環器〒856-0826 0957-52-3000医療法人岡循環器内科岡　浩之 平12. 5. 1内   循   胃  診療所
     内科 大村市東三城町１９０番地 常　勤:    2　理事長　岡　浩之 組織変更 放   現存
     (医       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  869052,153,2 医療法人　下山耳鼻咽〒856-0811 0957-55-0648医療法人　下山耳鼻咽下山　高生 平12. 5. 1一般         6診療所
     喉科医院 大村市原口町１０４１ 常　勤:    1喉科医院　理事長　下 組織変更 耳い アレ 現存
     (医       1)山　高生 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  870052,154,0 うみの星眼科 〒856-0805 0957-27-4040医療法人　松樹会　理松村　謙一郎 平12. 5. 1眼   診療所
     大村市竹松本町９４１ー９ 常　勤:    1事長　松村　謙一郎 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  871052,155,7 医療法人　うえき心療〒856-0028 0957-54-6000医療法人　うえき心療植木　健 平12.10. 1精   神   心内診療所
     内科クリニック 大村市坂口町３７４ー６ 常　勤:    1内科クリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　植木　健 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  872052,156,5 医療法人　牧山医院 〒856-0807 0957-55-7831医療法人　牧山医院　牧山　隆雄 平12.12. 1一般         6診療所
     大村市宮小路２丁目１４０８ 常　勤:    1理事長　牧山　隆雄 組織変更 療養        13療養病床
     (医       1) 平24.12. 1内   外   リハ現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  873052,157,3 ほり内科クリニック 〒856-0814 0957-49-5090堀　博之 堀　博之 平13. 2. 1内   呼   循  診療所
     大村市松並１丁目１９１ー１ 常　勤:    1 新規 アレ 現存
     (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  874052,160,7 たしろ医院 〒856-0804 0957-28-8686田代　光 田代　光 平13. 7. 1消   循   外  診療所
     大村市大川田町９１７ー１ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  875052,164,9 野田耳鼻咽喉科 〒856-0804 0957-28-8733野田　哲哉 野田　哲哉 平14. 9. 1耳い 診療所
     大村市大川田町４０６－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  876052,165,6 小松内科 〒856-0023 0957-48-6000小松　浩平 小松　浩平 平14.10. 1内   消   診療所
     大村市上諏訪町８８３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  877052,166,4 医療法人　明和会　伊〒856-0831 0957-54-4230医療法人　明和会　理伊崎　明 平14.10. 1一般        19診療所
     崎脳神経外科・内科 大村市東本町１６８番地 常　勤:    2事長　伊崎　明 組織変更 脳外 内   神内現存
     (医       2) 平26.10. 1リハ 
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  878052,167,2 くすもと内科クリニッ〒856-0817 0957-20-8585医療法人博誠会くすも楠本　泰博 平14.10. 1外   心外 循  診療所
     ク 大村市古賀島町８０番地１ 常　勤:    1と内科クリニック　理 組織変更 内   現存
     (医       1)事長　楠本　泰博 平26.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  879052,169,8 髙島脳神経内科 〒856-0026 0957-48-7777髙島　秀敏 髙島　秀敏 平15. 4. 1神内 リハ 内  診療所
     大村市池田２丁目３０４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  880052,172,2 むたクリニック 〒856-0822 0957-52-4501牟田　幹久 牟田　幹久 平15. 9. 1外   整外 消  診療所
     大村市古町２丁目５３３番地６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  881052,173,0 前田ひふ科・アレルギ〒856-0813 0957-50-1112前田　啓介 前田　啓介 平16. 1. 1皮   アレ 診療所
     ー科 大村市西大村本町２１２－２　２常　勤:    1 新規 現存
     Ｆ (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  882052,175,5 楠木眼科医院 〒856-0826 0957-52-2711武田　裕子 武田　裕子 平16. 3. 1眼   診療所
     大村市東三城町１５２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  883052,176,3 医療法人　篠原皮ふ科〒856-0023 0957-50-1677医療法人　篠原皮ふ科篠原　三秀 平16. 5. 1皮   アレ 診療所
     クリニック 大村市上諏訪町８３７番地１ 常　勤:    2クリニック　理事長　 組織変更 小児皮ふ科、美現存
     (医       1)篠原　三秀 平28. 5. 1容皮ふ科、高齢
     (薬       1) 者皮ふ科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  884052,178,9 医療法人　後藤産婦人〒856-0813 0957-20-8123医療法人後藤産婦人科後藤　英夫 平17. 1. 1一般        16診療所
     科 大村市西大村本町３６４番地 常　勤:    1　理事長　後藤　英夫 組織変更 産婦 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  885052,179,7 うえだ内科・脳神経内〒856-0024 0957-48-6886医療法人　樹愛会　理中田　るか 平17. 1. 1内   脳内 リハ診療所
     科クリニック 大村市諏訪１丁目６７０－１ 常　勤:    2事長　中田　るか 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  886052,180,5 医療法人本田皮ふ科ア〒856-0806 0957-55-6830医療法人本田皮ふ科ア本田　実 平17. 5. 1皮   アレ 診療所
     レルギー科 大村市富の原２丁目２４３番地１常　勤:    1レルギー科　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)本田　実 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  887052,181,3 谷口整形外科 〒856-0024 0957-48-6677医療法人　秀英会　理谷口　育秀 平17. 6. 1整外 リハ リウ診療所
     大村市諏訪１丁目７５０番地２ 常　勤:    1事長　谷口　育秀 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  888052,183,9 神田クリニック 〒856-0046 0957-48-5648神田　和亮 神田　和亮 平18. 5. 1内   消   外  診療所
     大村市木場１丁目９４７－３ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  889052,184,7 医療法人　さわ小児科〒856-0806 0957-56-2288医療法人さわ小児科　澤　芳弘 平18. 5. 1小   診療所
     大村市富の原二丁目２３４番地１常　勤:    1理事長　澤　芳弘 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  890052,185,4 出口小児科医院 〒856-0024 0957-52-2252出口　貴美子 出口　貴美子 平18. 5.14小   精   心内診療所
     大村市諏訪３丁目７８番地 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平30. 5.14
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  891052,186,2 医療法人　わたなべ耳〒856-0828 0957-52-2003医療法人わたなべ耳鼻渡 　敬 平19. 5. 1耳い アレ 気食診療所
     鼻咽喉科医院 大村市杭出津２丁目５７９番地８常　勤:    1咽喉科医院　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)渡 　敬 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  892052,187,0 よしだレディースクリ〒856-0806 0957-56-2227医療法人雄大会　理事吉田　正雄 平19. 8. 1産   婦   診療所
     ニック 大村市富の原２丁目３６６番３ 常　勤:    1長　吉田　正雄 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  893052,189,6 田川小児科 〒856-0831 0957-52-4000田川　正人 田川　正人 平26. 9.29小   精   診療所
     大村市東本町５４２番地 常　勤:    1 移転 小児心療内科 現存
     (医       1) 平26. 9.29
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  894052,193,8 ありやま小児科 〒856-0046 0957-49-6410医療法人ありやま小児深堀　一成 平21. 5. 1小   診療所
     大村市木場１丁目９４７番地４ 常　勤:    1科　理事長　深堀　一 組織変更 現存
     (医       1)成 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  895052,194,6 ちくばクリニック 〒856-0817 0957-56-9887竹馬　庸裕 竹馬　庸裕 平21. 7. 1内   診療所
     大村市古賀島町５７９番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  896052,195,3 計屋泌尿器科 〒856-0823 0957-56-9496計屋　紘信 計屋　紘信 平22. 2. 1ひ   診療所
     大村市乾馬場町８４３－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  897052,196,1 中牟田消化器内科クリ〒856-0027 0957-48-7000医療法人　爽瑠　理事中牟田　浩治 平22.11. 1内   消   循  診療所
     ニック 大村市植松３丁目６２５番地２０常　勤:    1長　中牟田　浩治 組織変更 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  898052,197,9 山田整形外科スポーツ〒856-0008 0957-56-8000山田　昌登嗣 山田　昌登嗣 平23. 4. 1整外 リハ 診療所
     クリニック 大村市松原１丁目４７２－８ワー常　勤:    1 新規 現存
     ルドビル本館 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  899052,201,9 佐伯皮ふ科医院 〒856-0831 0957-52-4330佐伯　和彦 佐伯　和彦 平24. 6. 1皮   診療所
     大村市東本町５４３番地 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  900052,203,5 海江田耳鼻咽喉科 〒856-0031 0957-52-3329海江田　哲 海江田　哲 平25. 1. 1耳い 診療所
     大村市三城町６２９－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
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  901052,204,3 もとやまファミリーク〒856-0817 0957-47-8555本山　浩道 本山　浩道 平25. 7. 1内   小   診療所
     リニック 大村市古賀島町１７７７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  902052,208,4 はら脳神経外科 〒856-0806 0957-47-9770医療法人愛真会　理事原　真弥 平25.11. 1脳外 リハ 外  診療所
     大村市富の原２丁目３５０－１ 常　勤:    1長　原　哲彌 交代 内   現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  903052,209,2 たなかみのるクリニッ〒856-0807 0957-47-6677田中　實 田中　實 平26. 4. 1内   診療所
     ク 大村市宮小路３丁目１３３４番１常　勤:    1 新規 消化器内科 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  904052,210,0 くしま記念クリニック〒856-0834 0957-51-1256松尾　彩 松尾　彩 平26.10.12内   診療所
     大村市玖島２丁目３３８－２１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26.10.12
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  905052,211,8 北村理子クリニック　〒856-0835 0957-47-5515医療法人　北村理子ク北村　理子 平26.12. 1外   形外 皮  診療所
     皮ふ形成外科 大村市久原２丁目９０２－１ 常　勤:    1リニック皮ふ形成外科 組織変更 他   現存
     (医       1)　理事長　北村　理子 平26.12. 1５９他：美容皮
     非常勤:    1 膚科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  906052,212,6 医療法人　くすのき会〒856-0804 0957-47-8887医療法人　くすのき会藤本　美佐子 平27. 1. 1小   診療所
     　ふじもとこどもクリ大村市大川田町３６３番地１ 常　勤:    1　理事長　藤本　美佐 組織変更 現存
     ニック (医       1)子 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  907052,213,4 たなか循環器内科 〒856-0835 0957-50-0320医療法人　聖協会　理田中　協栄 平27. 4. 1内   診療所
     大村市久原２丁目９９９－１５ 常　勤:    1事長　田中　協栄 組織変更 循環器内科 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  908052,214,2 上田皮ふ科 〒856-0025 0957-47-6707上田　厚登 上田　厚登 平27. 7. 1皮   診療所
     大村市小路口町２４４番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  909052,216,7 みやしたリウマチ・内〒856-0836 0957-47-5555医療法人賜誠会　理事宮下　賜一郎 平27.11. 1リウ 内   診療所
     科クリニック 大村市幸町２５番地７４ 常　勤:    1長　宮下　賜一郎 組織変更 現存
     (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  910052,217,5 川田整形外科 〒856-0025 0957-46-3145川田　英人 川田　英人 平28.12. 1整外 リハ リウ診療所
     大村市小路口町２４９番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 1
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  911052,219,1 おおむら海辺のクリニ〒856-0828 0957-46-3663遠山　啓亮 遠山　啓亮 平29. 3. 1内   心内 精  診療所
     ック 大村市杭出津１丁目８２６－１７常　勤:    1 新規 放   現存
     (医       1) 平29. 3. 1乳腺外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  912052,220,9 みね眼科医院 〒856-0831 0957-54-3011宇野木　良孝 宇野木　良孝 平29. 5. 1眼   診療所
     大村市東本町５８０番地 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  913061,061,6 医療法人　ダケ眼科ク〒853-0007 0959-72-2138医療法人ダケ眼科クリ嵩　義則 平元. 4. 1一般         8診療所
     リニック 五島市福江町１５ー１６ 常　勤:    1ニック　理事長　嵩　 新規 眼   現存
     (医       1)義則 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  914062,052,4 聖マリア病院 〒853-0052 0959-72-5101宗教法人お告げのマリ山中　淳子 昭53. 5. 1一般        45病院
     五島市松山町１３３－２ 常　勤:    5ア修道会　代表役員　 新規 療養        54療養病床
     (医       5)久志　ハル子 平29. 5. 1内   小   呼  現存
     非常勤:    6 消   リハ 
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  915062,056,5 虎島医院 〒853-0002 0959-72-8300虎島　保男 虎島　保男 昭58. 5.20内   皮   診療所
     五島市中央町２番地２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  916062,062,3 医療法人雄仁会　浦ク〒853-0001 0959-72-2706医療法人雄仁会　理事浦　繁郎 平元. 8. 1一般        19診療所
     リニック 五島市栄町９－１６ 常　勤:    1長　浦　繁郎 組織変更 内   循   現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  917062,063,1 医療法人社団　沢本外〒853-0001 0959-72-5181医療法人社団沢本外科沢本　宏美 平元. 8. 1外   整外 皮  診療所
     科医院 五島市栄町１－４６ 常　勤:    1医院　理事長　沢本　 組織変更 消   現存
     (医       1)宏美 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  918062,064,9 医療法人社団　福江産〒853-0032 0959-72-6140医療法人社団福江産婦池田　陽子 平27. 4. 1一般        10診療所
     婦人科医院 五島市大荒町７３番地２ 常　勤:    1人科医院　理事長　池 移転 産   婦   現存
     (医       1)田　陽子 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  919062,065,6 医療法人　山下医院 〒853-0004 0959-72-3520医療法人山下医院　理山下　豊 平元. 8. 1療養        19診療所
     五島市幸町１－３ 常　勤:    1事長　山下　豊 組織変更 内   消   外  療養病床
     (医       1) 平28. 8. 1整外 リハ 皮  休止
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  920062,067,2 医療法人社団厚善会　〒853-0005 0959-72-2436医療法人社団厚善会　郡家　則之 平元.12. 1一般        50病院
     郡家病院 五島市末広町１－９ 常　勤:    7理事長　郡家　聖史 組織変更 外   内   整外現存
     (医       6) 平28.12. 1脳外 皮   
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  921062,069,8 医療法人　松尾整形外〒853-0007 0959-72-1111医療法人松尾整形外科松尾　弘二 平 5. 6. 1一般        17診療所
     科 五島市福江町１５ー１３ 常　勤:    1　理事長　松尾　弘二 移転 整外 リハ 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  922062,070,6 医療法人　井上内科小〒853-0017 0959-72-3051医療法人井上内科小児井上　憲一 平 4.10. 1一般         5診療所
     児科医院 五島市武家屋敷町１丁目２番１３常　勤:    2科医院　理事長　井上 組織変更 内   小   現存
     号 (医       2)　憲一 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  923062,071,4 南町脳神経外科クリニ〒853-0017 0959-72-7233堀本　長治 堀本　長治 平 5. 3. 5脳外 リハ 診療所
     ック 五島市武家屋敷１丁目７番１２号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 3. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  924062,076,3 社会医療法人健友会　〒853-0064 0959-75-0717社会医療法人健友会　宮崎　幸哉 平13. 5. 1内   外   リハ診療所
     五島ふれあい診療所 五島市三尾野２丁目１ー２９ 常　勤:    1理事長　宮崎　幸哉 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  925062,077,1 医療法人　松本耳鼻咽〒853-0018 0959-72-2838医療法人　松本耳鼻咽松本　浩司 平13. 6. 1耳い 診療所
     喉科 五島市池田町２ー１７ 常　勤:    1喉科　理事長　松本　 組織変更 現存
     (医       1)浩司 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  926062,079,7 医療法人　山本皮膚科〒853-0007 0959-74-1617医療法人山本皮膚科医山夲　憲嗣 平17.10. 1皮   診療所
     医院 五島市福江町３番１３号 常　勤:    1院　理事長　山夲　憲 組織変更 現存
     (医       1)嗣 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  927062,080,5 医療法人　みどりが丘〒853-0033 0959-75-0620医療法人みどりが丘ク神之浦　潔 平19. 5. 1内   消   小  診療所
     クリニック 五島市木場町５７０－４ 常　勤:    1リニック　理事長　神 組織変更 放   現存
     (医       1)之浦　潔 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  928062,081,3 岐宿診療所 〒853-0701 0959-82-0800岡田　朋久 岡田　朋久 平23. 7. 1一般        19診療所
     五島市岐宿町岐宿２５４４番地４常　勤:    1 交代 内   外   休止
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  929062,082,1 川原診療所 〒853-0702 0959-82-0830医療法人　山内診療所関田　孝晴 平23. 7. 1内   小   呼  診療所
     五島市岐宿町川原５７７番地１ 常　勤:    1　理事長　宮﨑　昭行 交代 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  930062,084,7 いけだ内科 〒853-0032 0959-88-9120池田　秀樹 池田　秀樹 平28. 4. 1内   呼内 診療所
     五島市大荒町７３番地２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  931072,026,6 医療法人　くわはら医〒859-5112 0950-22-2306医療法人くわはら医院桑原　聖子 平 2. 4. 1一般        18診療所
     院 平戸市宮の町５８１番地 常　勤:    1　理事長　桑原　聖子 組織変更 内   消   整外現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  932072,027,4 医療法人光佑会　北川〒859-5111 0950-22-2344医療法人光佑会北川病北川　雪子 平 2. 4. 1一般        52病院
     病院 平戸市浦の町７３７ 常　勤:    6院　理事長　野口　義 組織変更 内   外   胃  現存
     (医       5)夫 平29. 4. 1循   小   整外
     (薬       1) 放   リハ 
     非常勤:   22
     (医      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  933072,028,2 幸福堂医院 〒859-5513 0950-27-2603吉岡　朗 吉岡　朗 平 8. 4.22内   小   リハ診療所
     平戸市辻町字前田１８４－３３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  934072,032,4 医療法人　医理会　柿〒859-5152 0950-23-2151医療法人　医理会　柿柿添　圭嗣 平10. 4. 1一般        52病院
     (073,046,9) 添病院 平戸市鏡川町２７８番地 常　勤:    8添病院　理事長　柿添 組織変更 療養        59療養病床
     (医       5)　圭嗣 平28. 4. 1外   内   整外現存
     (歯       1) 小   小外 皮  
     (薬       2) 耳い ひ   脳外
     非常勤:   92 放   リハ 歯  
     (医      92) 循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  935072,033,2 医療法人　医理会　柿〒859-5141 0950-20-4100医療法人　医理会　柿木寺　一希 平12.12. 1内   耳い 診療所
     添病院附属中野診療所平戸市山中町６９６ー３ 常　勤:    1添病院　理事長　柿添 新規 現存
     (医       1)　圭嗣 平24.12. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  936072,035,7 ごとう耳鼻咽喉科・整〒859-5153 0950-22-4377後藤　弘 後藤　弘 平17. 1. 1耳い 整外 診療所
     形外科医院 平戸市戸石川町９６４番地 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  937072,038,1 生月船員福祉会館診療〒859-5705 0950-53-2584森　光政 森　光政 平24. 9. 1内   小   診療所
     所 平戸市生月町舘浦１０７番地２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  938082,044,7 医療法人長愛会　菊地〒859-4501 0956-72-0151医療法人長愛会　理事犬養　義一 昭47. 5. 1療養        93病院
     病院 松浦市志佐町浦免１７６５－４ 常　勤:    5長　犬養　順子 新規 内   外   呼  療養病床
     (医       4) 平29. 5. 1消   整外 皮  現存
     (薬       1) 放   リハ 眼  
     非常勤:   34
     (医      34)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  939082,050,4 白壁外科医院 〒859-4528 0956-74-0221白壁　勝哉 白壁　勝哉 昭60. 3.28一般        19診療所
     松浦市今福町浦免４２３ 新規 内   外   整外現存
     平30. 3.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  940082,052,0 江藤医院 〒859-4501 0956-72-3411江藤　省三 江藤　省三 昭63. 4.28一般        19診療所
     松浦市志佐町浦免１４７５－３ 常　勤:    1 新規 内   外   整外現存
     (医       1) 平30. 4.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  941082,054,6 医療法人社団　間宮医〒859-4752 0956-75-0208医療法人社団間宮医院物部　達也 平元. 8. 1一般         6診療所
     院 松浦市御厨町里免５６４－５ 常　勤:    1　理事長　物部　達也 組織変更 内   小   消  休止
     (医       1) 平22. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  942082,056,1 医療法人社団昌徳会　〒859-4752 0956-75-0211医療法人社団昌徳会　田畑　聡 平 4.10. 1療養        90病院
     田中病院 松浦市御厨町里免８７１ 常　勤:    2理事長　田中　彰 組織変更 内   外   脳外療養病床
     (医       1) 平28.10. 1整外 リハ 皮  現存
     (薬       1) 循環器内科
     非常勤:   56
     (医      56)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  943082,057,9 木村内科循環器科 〒859-4536 0956-72-1101木村　幹史 木村　幹史 平 5. 7. 1療養        14診療所
     松浦市調川町下免９１番地 常　勤:    1 組織変更 内   消   循  療養病床
     (医       1) 平29. 7. 1 現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  944082,059,5 平田整形外科 〒859-4501 0956-72-2521平田　重則 平田　重則 平 7. 4.10一般         9診療所
     松浦市志佐町浦免１７４０番地１常　勤:    1 新規 療養         8療養病床
     (医       1) 平28. 4.10整外 外   リハ現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  945082,061,1 能塚医院 〒859-4503 0956-73-0077能塚　隆之 能塚　隆之 平10. 4. 4内   呼   外  診療所
     松浦市志佐町高野免１２０番地１常　勤:    1 新規 皮   現存
     (医       1) 平28. 4. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  946082,062,9 武部病院 〒859-4521 0956-74-0007医療法人陽迎堂　理事武部　勝海 平11. 5. 1療養        50病院
     松浦市今福町北免２０９１－１ 常　勤:    3長　武部　勝海 組織変更 外   内   整外療養病床
     (医       3) 平29. 5. 1リハ 脳外 現存
     非常勤:   19
     (医      19)
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  947082,063,7 医療法人　中山レディ〒859-4502 0956-72-0050医療法人中山レディー中山　吉則 平11.10. 1一般        13診療所
     ースクリニック 松浦市志佐町里免２９７番地 常　勤:    1スクリニック　理事長 組織変更 産婦 現存
     (医       1)　中山　吉則 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  948082,064,5 医療法人　坂口こども〒859-4501 0956-72-5900医療法人　坂口こども坂口　点 平15.12. 1小   小外 診療所
     クリニック 松浦市志佐町浦免１７３８番地２常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)坂口　点 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  949082,065,2 押渕医院 〒859-4752 0956-75-0311医療法人社団　壮志会押渕　英展 平26. 4. 1一般 診療所
     松浦市御厨町里免３７番地の１ 常　勤:    2　理事長　押渕　英展 組織変更     一般    19現存
     (医       2) 平26. 4. 1外   内   整外
     リハ 麻   神内
     消化器外科、疼
     痛緩和内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  950111,101,0 医療法人栄寿会　眞珠〒851-3423 0959-28-0038医療法人栄寿会　理事林田　博典 昭37. 6.14精神       310病院
     園療養所 西海市西彼町八木原郷３４５３－常　勤:   12長　林田　博典 新規 精   心内 内  現存
     １ (医       9) 平28. 6.14リハ 
     (薬       3)
     非常勤:   13
     (医      11)
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  951111,202,6 医療法人光善会　長崎〒851-2103 095-857-3366医療法人　光善会　理瀬良　敬祐 昭54. 1.22一般       112病院
     百合野病院 西彼杵郡時津町元村郷１１５５－常　勤:   16事長　瀬良　敬祐 移転 療養        48療養病床
     ２ (医      12) 平30. 1.22内   外   整外現存
     (薬       4) 麻   脳外 リハ
     非常勤:   30 放   
     (医      28)
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  952111,222,4 社会医療法人健友会　〒851-0310 095-871-0265社会医療法人健友会　山道　和則 昭57.10.18内   外   整外診療所
     香焼民主診療所 長崎市香焼町５０１ 常　勤:    1理事長　宮崎　幸哉 新規 リハ 現存
     (医       1) 平24.10.18
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  953112,141,5 田嶋医院 〒851-2105 095-882-2307田嶋　英夫 田嶋　英夫 昭43.11. 1内   小   心内診療所
     西彼杵郡時津町浦郷２６１番地３常　勤:    1 新規 精   現存
     (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  954112,179,5 大福地外科胃腸科医院〒851-2126 095-883-3532大福地　千之助 大福地　千之助 昭49. 6. 3胃   外   整外診療所
     西彼杵郡長与町吉無田郷２０２２常　勤:    1 新規 皮   こう 現存
     番地６ (医       1) 平28. 6. 3
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  955112,193,6 医療法人啓正会　清水〒851-2102 095-882-1225医療法人啓正会　理事清水　啓良 昭52.10. 1療養       181病院
     病院 西彼杵郡時津町浜田郷５７２ 常　勤:   12長　清水　啓宗 組織変更 内   呼   胃  療養病床
     (医      10) 平28.10. 1循   小   外  現存
     (薬       2) 整外 リハ 放  
     非常勤:    8
     (医       6)
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  956112,206,6 長沢医院 〒851-2128 0958-83-5622長沢　達郎 長沢　達郎 昭54. 6.13内   小   診療所
     西彼杵郡長与町嬉里郷７１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  957112,207,4 朝長医院 〒851-3212 095-885-2722朝長　真一郎 朝長　真一郎 昭54. 7.13内   小   診療所
     長崎市長浦町２５８３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  958112,228,0 たかはし医院 〒859-0407 0957-43-5086高橋　泰 高橋　泰 昭59. 5.11内   胃   循  診療所
     諫早市多良見町シーサイド１－３常　勤:    1 新規 小   放   現存
     １３ (医       1) 平29. 5.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  959112,235,5 医療法人社団淳生会　〒859-0401 0957-43-2115医療法人社団淳生会　松本　恵太 昭61. 4. 1一般        32病院
     慈恵病院 諫早市多良見町化屋９９５ 常　勤:    9理事長　松本　卓郎 新規 療養       198療養病床
     (医       7) 平28. 4. 1内   呼   消  現存
     (薬       2) 外   こう リハ
     非常勤:   46 放   循   
     (医      44)
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  960112,248,8 医療法人社団仁愛会　〒859-0401 0957-43-0008医療法人社団仁愛会　中村　晋 昭63. 1. 1一般        12診療所
     中村医院 諫早市多良見町化屋８４３ 常　勤:    1理事長　中村　晋 新規 療養         6療養病床
     (医       1) 平30. 1. 1内   胃   消  現存
     小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  961112,251,2 耳鼻咽喉科　大久保ク〒859-0401 0957-43-0490大久保　洋 大久保　洋 昭63. 8. 1耳い 診療所
     リニック 諫早市多良見町化屋字浜田１８０常　勤:    1 新規 現存
     ５－２ (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  962112,256,1 医療法人社団尚健会　〒851-2128 095-883-5511医療法人社団尚健会　佐藤　尚一 昭64. 1. 1一般        19診療所
     佐藤内科医院 西彼杵郡長与町嬉里郷４１３－４常　勤:    2佐藤内科医院　理事長 組織変更 内   消   胃  現存
     (医       2)　佐藤　尚一 平28. 1. 1呼   循   小  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  963112,257,9 医療法人ぐびろ会　モ〒851-2128 095-883-1105医療法人ぐびろ会　理萬木　信人 平11. 1. 5内   循   小  診療所
     ロキ内科 西彼杵郡長与町嬉里郷１０８５－常　勤:    1事長　萬木　信人 移転 リハ 現存
     １ (医       1) 平29. 1. 5
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  964112,260,3 医療法人社団大同会　〒851-2106 095-882-5865医療法人社団大同会　白石　公太郎 平元. 4. 1一般    診療所
     中山整形外科医院 西彼杵郡時津町左底郷７８－１８常　勤:    4理事長　河野　昌文 組織変更 療養    現存
     (医       4) 平28. 4. 1整外 形外 リハ
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  965112,261,1 医療法人社団　馬場耳〒851-2128 095-887-1235医療法人社団馬場耳鼻馬場　正明 平元. 4. 1耳い 診療所
     鼻咽喉科医院 西彼杵郡長与町嬉里郷６６５ 常　勤:    2咽喉科医院　馬場　正 組織変更 現存
     (医       2)明 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  966112,263,7 医療法人社団孝成会　〒857-2223 0959-33-2021医療法人社団孝成会池池田　孝三 平元. 4. 1内   診療所
     池田医院 西海市西海町七釜郷１６２２ 常　勤:    1田医院　理事長　池田 組織変更 循環器内科 現存
     (医       1)　孝三 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  967112,265,2 西田医院 〒851-2128 095-887-0202西田　一 西田　一 平16.10.25内   消   小  診療所
     西彼杵郡長与町嬉里郷４５９－１常　勤:    1 移転 放   現存
     (医       1) 平28.10.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  968112,267,8 医療法人社団　山田眼〒851-2128 095-887-0263医療法人社団山田眼科山田　京子 平元. 8. 1眼   診療所
     科医院 西彼杵郡長与町嬉里郷７０３－９常　勤:    1医院　理事長　山田　 組織変更 現存
     (医       1)京子 平28. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  969112,268,6 医療法人　こが内科外〒851-2128 095-883-4535医療法人こが内科外科古賀　崇 平21. 9. 1内   外   リハ診療所
     科クリニック 西彼杵郡長与町嬉里郷３７８番地常　勤:    1クリニック　理事長　 移転 現存
     １ (医       1)古賀　崇 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  970112,269,4 医療法人　東内科医院〒851-3305 0959-27-0127医療法人東内科医院　東　眞一郎 平元. 8. 1内   小   胃  診療所
     西海市西彼町喰場郷１２３ 常　勤:    1理事長　東　眞一郎 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  971112,271,0 長崎セントノーヴァ病〒851-3421 0959-28-1185医療法人萌愛会　理事二瓶　正徳 平 2. 4. 1療養       110病院
     院 西海市西彼町伊ノ浦郷１２７ 常　勤:    8長　二瓶　正徳 組織変更 内   リハ 外  療養病床
     (医       5) 平29. 4. 1整外 皮   ひ  現存
     (薬       3) 循環器内科、老
     非常勤:    9 年内科
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  972112,272,8 医療法人平成会　女の〒851-2127 095-847-8383医療法人平成会　理事水田　陽平 平 2. 5. 1一般        45病院
     都病院 西彼杵郡長与町高田郷８４９－１常　勤:    9長　水田　陽平 新規 療養        75療養病床
     ８ (医       7) 平29. 5. 1内   小   外  現存
     (薬       2) 整外 形外 皮  
     非常勤:   27 婦   リハ 放  
     (医      26) 消   呼   循  
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  973112,277,7 医療法人　田中医院 〒851-3506 0959-32-0033医療法人田中医院　理田中　純智男 平 2.12. 1内   小   耳い診療所
     西海市西海町黒口郷１４９１番地常　勤:    1事長　田中　純智男 組織変更 整外 現存
     (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  974112,278,5 桑原医院 〒851-0403 095-892-8500桑原　記久雄 桑原　記久雄 平 3. 4.17一般        18診療所
     長崎市布巻町字栄上１２３－２ 常　勤:    1 新規 内   胃   外  現存
     (医       1) 平30. 4.17整外 こう リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  975112,285,0 森の木脳神経脊髄外科〒851-2127 095-855-3311古賀　久伸 古賀　久伸 平 4. 3.31一般        19診療所
     西彼杵郡長与町高田郷６９８－１常　勤:    2 新規 神   脳外 リハ現存
     (医       2) 平28. 3.31
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  976112,291,8 医療法人　永石眼科医〒851-2105 095-882-6760医療法人永石眼科医院永石　忠徳 平 4.10. 1眼   診療所
     院 西彼杵郡時津町浦郷４４３番地５常　勤:    2　理事長　永石　忠徳 組織変更 現存
     (医       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  977112,292,6 小武医院 〒851-3509 0959-32-2121小武　康徳 小武　康徳 平 4.10.20一般        11診療所
     西海市西海町横瀬郷６６７ 常　勤:    2 新規 療養         6療養病床
     (医       2) 平28.10.20呼   胃   外  現存
     整外 こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  978112,295,9 金森医院 〒851-3502 0959-32-0006金森　頼和 金森　頼和 平 5. 2. 1内   消   診療所
     西海市西海町川内郷１２５０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
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  979112,296,7 医療法人社団　宮崎耳〒851-2128 095-887-2841医療法人社団宮崎耳鼻宮崎　充 平 5. 3. 1耳い 診療所
     鼻咽喉科医院 西彼杵郡長与町嬉里郷１４８－１常　勤:    1咽喉科医院　理事長　 組織変更 現存
     ３ (医       1)宮崎　充 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  980112,297,5 医療法人　篤和　たい〒851-3504 0959-32-2011医療法人　篤和　理事平　稔 平 5. 4. 1呼   胃   循  診療所
     ら医院 西海市西海町木場郷５２８番地２常　勤:    1長　平　稔 組織変更 外   現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  981112,300,7 とおやま内科 〒851-2105 095-881-2662遠山　杏子 遠山　杏子 平 5. 9.17内   診療所
     西彼杵郡時津町浦郷３０１番地２常　勤:    1 新規 現存
     ２ (医       1) 平29. 9.17
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  982112,305,6 原田外科・胃腸科クリ〒851-2127 095-844-9100原田　大 原田　大 平 6.10. 3外   内   胃  診療所
     ニック 西彼杵郡長与町高田郷８４９番地常　勤:    1 新規 こう リハ 現存
     ７ (医       1) 平24.10. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  983112,306,4 医療法人　成田内科医〒851-2126 095-883-2011医療法人　成田内科医成田　晋二 平 6.10. 3内   小   診療所
     院 西彼杵郡長与町吉無田郷２０２６常　勤:    2院　理事長　成田　晋 組織変更 現存
     番地６ (医       2)二 平24.10. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  984112,307,2 医療法人享由会　たけ〒859-0401 0957-43-5615医療法人　享由会　た竹迫　純享 平 6.10. 1一般        12診療所
     さこ整形外科 諫早市多良見町化屋１１００番地常　勤:    1けさこ整形外科　理事 組織変更 療養         6療養病床
     ７ (医       1)長　竹迫　純享 平24.10. 1整外 リハ 現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  985112,309,8 医療法人修樹会　平井〒851-2128 095-883-6565医療法人修樹会　平井平井　義修 平 7. 5. 1内   診療所
     内科医院 西彼杵郡長与町嬉里郷６６１番地常　勤:    1内科医院　理事長　平 組織変更 現存
     (医       1)井　義修 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  986112,310,6 高木クリニック 〒851-2101 095-881-3230高木　雄二 高木　雄二 平 7. 6. 1一般        19診療所
     西彼杵郡時津町西時津郷７５の２常　勤:    1 新規 外   心外 胃  現存
     ０ (医       1) 平28. 6. 1呼   整外 リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  987112,312,2 医療法人　山﨑医院 〒857-3101 0959-35-3337医療法人　山﨑医院　山﨑　美緑 平12. 4.21内   消   小  診療所
     西海市崎戸町蠣浦郷１８０６ー２常　勤:    1理事長　山﨑　美緑 移転 現存
     ３ (医       1) 平30. 4.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  988112,318,9 ひらのクリニック 〒851-2105 095-881-3301平野　康文 平野　康文 平12.12. 1一般        19診療所
     西彼杵郡時津町浦郷４４３ー９ 常　勤:    2 移転 耳い 気食 リハ現存
     (医       2) 平24.12. 1麻   アレ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  989112,320,5 医療法人　新成会　川〒851-2121 095-883-0002医療法人新成会　川崎川崎　義昭 平 9. 4. 1一般    診療所
     崎胃腸科外科医院 西彼杵郡長与町岡郷３７番地１１常　勤:    1胃腸科外科医院　理事 組織変更 内   外   整外現存
     (医       1)長　川崎　義昭 平30. 4. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  990112,321,3 医療法人　須山医院 〒857-2427 0959-34-2123医療法人　須山医院　須山　洋之 平 9. 4. 1内   循   小  診療所
     西海市大島町１８９５番地 常　勤:    1理事長　須山　洋之 組織変更 消   現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  991112,322,1 医療法人　松屋眼科医〒859-0401 0957-43-2310医療法人　松屋眼科医松屋　直樹 平 9. 4. 1一般         9診療所
     院 諫早市多良見町化屋７２３番地４常　勤:    1院　理事長　松屋　直 組織変更 眼   現存
     (医       1)樹 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  992112,323,9 長崎友愛病院 〒851-0401 095-892-0630医療法人　共生会　理丹羽　正美 平 9. 4. 1一般        80病院
     長崎市蚊焼町２３１４番地１ 常　勤:    5事長　茅野　丈二 組織変更 内   外   整外現存
     (医       4) 平30. 4. 1形外 皮   眼  
     (薬       1) リハ 
     非常勤:   43
     (医      43)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  993112,325,4 医療法人宏和会　神浦〒851-2403 0959-24-0180医療法人宏和会神浦診丸林　秀太郎 平 9. 5. 1内   診療所
     診療所 長崎市神浦江川町５５４番地３ 常　勤:    1療所　理事長　丸林　 組織変更 現存
     (医       1)秀太郎 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  994112,326,2 金森こども診療所 〒859-0403 0957-27-2222金森　有慶 金森　有慶 平 9. 7.10小   診療所
     諫早市多良見町市布５１４－１０常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  995112,327,0 長崎整形外科こやまク〒851-2128 095-883-8889医療法人クローバー　古山　健蔵 平 9. 9. 1一般        15診療所
     リニック 西彼杵郡長与町嬉里郷６６２番地常　勤:    1理事長　古山　健蔵 組織変更 整外 リハ 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  996112,328,8 医療法人　井川内科医〒851-2126 095-883-1661医療法人井川内科医院井川　長年 平 9. 9. 1内   小   放  診療所
     院 西彼杵郡長与町吉無田郷２０２２常　勤:    1　理事長　井川　長年 組織変更 現存
     －７ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  997112,331,2 医療法人外海弘仁会　〒851-2326 0959-25-0039医療法人外海弘仁会　日浦　剛 平10. 4. 1一般        96病院
     日浦病院 長崎市下黒崎町１４０２番地 常　勤:    8理事長　日浦　剛 組織変更 療養       103療養病床
     (医       6) 平28. 4. 1内   外   整外現存
     (薬       2) 脳外 リハ 皮  
     非常勤:   45
     (医      45)
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  998112,332,0 サザンクリニック 〒851-2107 095-881-7339南　秀雄 南　秀雄 平10. 9. 1心内 精   診療所
     西彼杵郡時津町久留里郷新開１４常　勤:    1 新規 現存
     ４６ (医       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  999112,333,8 医療法人　やまもと内〒851-2106 095-882-8828医療法人やまもと内科山本　眞志 平10.10. 1内   診療所
     科 西彼杵郡時津町左底郷７８番地３常　勤:    1　山本　眞志 組織変更 呼吸器内科 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1000112,334,6 大石共立病院 〒851-3102 095-884-1111医療法人琴生会　理事梶山　茂 平11. 4. 1療養        35病院
     長崎市琴海村松町２４６番地 常　勤:    4長　梶山　茂 組織変更 内   外   ひ  療養病床
     (医       3) 平29. 4. 1循   消   呼  現存
     (薬       1) リハ 
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1001112,335,3 医療法人　こいで小児〒851-2101 095-881-7111医療法人こいで小児科上原　裕子 平11. 4. 1小   診療所
     科 西彼杵郡時津町西時津郷７５番地常　勤:    1　理事長　小出　真澄 組織変更 現存
     １０ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1002112,337,9 医療法人光善会　時津〒851-2102 095-882-2550医療法人光善会　理事野中　孝一 平11. 6.14内   神内 消  診療所
     中央クリニック 西彼杵郡時津町浜田郷３８－２ 常　勤:    2長　瀬良　敬祐 新規 他   現存
     (医       2) 平29. 6.14０８消：消化器
     非常勤:    5 内科、５９他：
     (医       5) 糖尿病内科・内
     分泌内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1003112,339,5 医療法人社団尚友会　〒859-0401 0957-43-0811医療法人社団尚友会　大久保　尚 平11.10. 1内   診療所
     おおくぼ内科医院 諫早市多良見町化屋１８１０ 常　勤:    1理事長　大久保　尚 組織変更 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1004112,340,3 鍬先医院 〒851-2102 095-882-2622医療法人行清会　理事鍬先　清一郎 平11.10. 1外   胃   内  診療所
     西彼杵郡時津町浜田郷５２０ー５常　勤:    2長　鍬先　清一郎 組織変更 神内 リハ 現存
     (医       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1005112,341,1 医療法人新緑会　長崎〒851-2127 095-840-5111医療法人新緑会　理事山下　三千年 平11.10. 1一般        18診療所
     けやき医院 西彼杵郡長与町高田郷３６０７番常　勤:    1長　山下　三千年 組織変更 外   内   消  現存
     地１ (医       1) 平29.10. 1循   呼   こう
     気食 リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1006112,342,9 医療法人常葉会　長与〒851-2126 095-883-6668医療法人常葉会　理事本多　光幸 平11.10. 1療養       120病院
     病院 西彼杵郡長与町吉無田郷６４７番常　勤:    9長　本多　光幸 組織変更 内   外   整外療養病床
     地 (医       7) 平29.10. 1皮   リハ 放  現存
     (薬       2) （消化器、循環
     非常勤:   23 器、老年）内科
     (医      22) 、心臓血管外科
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1007112,344,5 カリタス診療所 〒851-2322 0959-25-1555宗教法人　カトリック濱﨑　圭輔 平11.11. 1一般 診療所
     (113,251,7) 長崎市西出津町６７ー５ 常　勤:    3カリタス修道会　代表 新規     一般    19現存
     (医       2)役員　大水　恵子 平29.11. 1内   小   歯  
     (歯       1) 眼   リハ 
     非常勤:    9 消化器内科、循
     (医       9) 環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1008112,347,8 小川クリニック 〒851-2130 095-813-5588小川　吾一 小川　吾一 平12. 7. 1胃   こう 外  診療所
     西彼杵郡長与町まなび野２丁目３常　勤:    1 新規 内   リハ 現存
     ０－６ (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1009112,350,2 羽野内科 〒851-2324 0959-25-1500羽野　修 羽野　修 平12.12. 1内   循   小  診療所
     長崎市上黒崎町２０ 常　勤:    2 新規 呼   リハ 現存
     (医       1) 平24.12. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1010112,353,6 医療法人　浦口医院 〒857-2302 0959-22-0015医療法人　浦口医院　浦口　貴 平13. 5. 1一般        12診療所
     西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷１６３常　勤:    1理事長　浦口　貴 組織変更 外   内   胃  現存
     番地 (医       1) 平25. 5. 1こう リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1011112,355,1 森川内科クリニック 〒851-2125 095-813-4650森川　卓 森川　卓 平13. 8. 1内   胃   消  診療所
     西彼杵郡長与町三根郷８３ー１ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1012112,356,9 近藤医院 〒851-2108 095-882-7060医療法人　近藤医院　近藤　敏 平13.10. 1一般        13診療所
     西彼杵郡時津町日並郷１３２５－常　勤:    1理事長　近藤　敏 組織変更 療養         6療養病床
     ８ (医       1) 平25.10. 1内   胃   外  現存
     非常勤:    1 呼   リハ 
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1013112,357,7 都クリニック 〒851-2127 095-855-9777都　正彦 都　正彦 平13.12. 1麻   リハ 内  診療所
     西彼杵郡長与町高田郷４７番地 常　勤:    1 新規 ペインクリニッ現存
     (医       1) 平25.12. 1ク内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1014112,359,3 医療法人　やの皮ふ科〒859-0401 0957-43-2255医療法人　やの皮ふ科矢野　光政 平13.11. 1皮   診療所
     諫早市多良見町化屋７４１番地１常　勤:    1　理事長　矢野　光政 組織変更 現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1015112,360,1 医療法人　清潮会　三〒851-0403 095-898-7511医療法人　清潮会　理塚崎　稔 平13.12. 1精神       642病院
     (113,161,8) 和中央病院 長崎市布巻町１６５番地１ 常　勤:   19事長　塚﨑　寛 その他 精   心内 内  現存
     (医      12) 平25.12. 1歯   
     (歯       1)
     (薬       6)
     非常勤:   30
     (医      30)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1016112,362,7 ひろた小児科 〒851-2127 095-855-1113広田　哲也 広田　哲也 平14. 4. 1小   診療所
     西彼杵郡長与町高田郷４７番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1017112,364,3 そのだ内科クリニック〒851-2130 095-814-5101医療法人　そのだ内科苑田　文成 平14. 4. 1内   呼   アレ診療所
     西彼杵郡長与町まなび野２丁目２常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     番地２ (医       1)苑田　文成 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1018112,365,0 医療法人　田中クリニ〒851-3305 0959-27-0035医療法人　田中クリニ田中　公朗 平14. 4. 1一般         2診療所
     ック 西海市西彼町喰場郷１３２４番地常　勤:    1ック　理事長　田中　 組織変更 外   胃   リハ現存
     ２ (医       1)公朗 平26. 4. 1こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1019112,368,4 もとかわ耳鼻咽喉科 〒851-2102 095-886-8133本川　浩一 本川　浩一 平14.10. 1耳い 気食 アレ診療所
     西彼杵郡時津町浜田郷１２－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1020112,369,2 医療法人　真和会　山〒851-2101 095-860-8811医療法人　真和会　山山中　秀夫 平15. 4. 1内   呼   消  診療所
     中内科消化器科医院 西彼杵郡時津町西時津郷４６６番常　勤:    1中内科消化器科医院　 組織変更 循   リハ 現存
     地１ (医       1)理事長　山中　秀夫 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1021112,370,0 医療法人　柴友会　晴〒851-0402 095-892-1191医療法人　柴友会　晴柴田　茂守 平15. 5. 1内   胃   循  診療所
     海台クリニック 長崎市晴海台町４３番５号 常　勤:    1海台クリニック　理事 組織変更 呼   リハ 現存
     (医       1)長　柴田　茂守 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1022112,371,8 おにつか内科・消化器〒851-0405 095-892-0823医療法人　おにつか内鬼塚　康徳 平15. 5. 1内   消   循  診療所
     科 長崎市為石町２５２５番地の３ 常　勤:    1科・消化器科　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　鬼塚　康徳 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1023112,373,4 雨森内科医院 〒851-3101 095-860-3800雨森　龍彦 雨森　龍彦 平15. 7. 1内   診療所
     長崎市西海町１７２３番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1024112,376,7 わたなべクリニック 〒857-2303 0959-23-3002医療法人青嶺会　わた渡邉　文治 平16. 4. 1内   放   リハ診療所
     西海市大瀬戸町瀬戸西濱郷７２０常　勤:    2なべクリニック　理事 組織変更 小   現存
     番地６ (医       2)長　渡邉　文治 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1025112,377,5 医療法人　さがら整形〒851-2104 095-814-2736医療法人　さがら整形相良　耕三 平16. 4. 1整外 リハ 診療所
     外科 西彼杵郡時津町野田郷９番地１ 常　勤:    1外科　理事長　相良　 組織変更 現存
     (医       1)耕三 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1026112,378,3 長崎腎クリニック 〒851-2105 095-813-2777医療法人　衆和会　理橋口　純一郎 平16.10. 1内   診療所
     西彼杵郡時津町浦郷２７２番１４常　勤:    1事長　舩越　哲 新規 現存
     号 (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1027112,379,1 吉田整形外科クリニッ〒851-2126 095-860-5515医療法人　吉田整形外吉田　伍一 平16.11. 1整外 リハ リウ診療所
     ク 西彼杵郡長与町吉無田郷８番地 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　吉田　伍一 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1028112,380,9 なづみリハビリテーシ〒851-2106 095-813-2868医療法人社団大同会　中山　哲晴 平17. 4. 1整外 リハ 内  診療所
     ョンクリニック 西彼杵郡時津町左底郷３８番地１常　勤:    4理事長　河野　昌文 新規 皮   現存
     (医       4) 平29. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1029112,381,7 すぎやま内科クリニッ〒851-3102 095-814-3322医療法人秀友会　理事杉山　秀徳 平17. 5. 1内   小   アレ診療所
     ク 長崎市琴海村松町７２９－１ 常　勤:    1長　杉山　秀徳 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1030112,382,5 しらいし胃腸クリニッ〒851-2104 095-881-2828医療法人社団　公孫樹白石　良介 平29. 8.16内   外   診療所
     ク 西彼杵郡時津町野田郷４８－２ 常　勤:    2　理事長　白石　円樹 移転 消化器内科、肛現存
     (医       2) 平29. 8.16門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1031112,384,1 医療法人　なかむら整〒851-2128 095-813-5515医療法人　なかむら整中村　昌一 平17.11. 1整外 リハ 診療所
     形外科 西彼杵郡長与町嬉里郷１０８０番常　勤:    1形外科　理事長　中村 組織変更 現存
     地１ (医       1)　昌一 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1032112,386,6 医療法人　暁会　安永〒851-2105 095-813-2001医療法人暁会安永脳神安永　暁生 平18. 5. 1一般 診療所
     脳神経外科 西彼杵郡時津町浦郷２６４番地３常　勤:    2経外科　理事長　安永 組織変更     一般    19現存
     (医       2)　暁生 平30. 5. 1脳外 リハ 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1033112,388,2 藤本クリニック 〒851-2107 095-801-8862藤本　正博 藤本　正博 平18.12. 1外   内   消  診療所
     西彼杵郡時津町久留里郷１４５８常　勤:    1 新規 リハ こう 現存
     番地 (医       1) 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1034112,391,6 医療法人長崎対州会　〒851-0506 095-893-0229医療法人長崎対州会　大石　哲也 平18.12. 1外   内   消  診療所
     おおいしクリニック 長崎市脇岬町３２４４番地 常　勤:    1理事長　大石　哲也 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1035112,394,0 おがわ眼科クリニック〒851-2101 095-886-8757医療法人おがわ眼科ク小川　月彦 平19. 5. 1眼   診療所
     西彼杵郡時津町西時津郷１８１番常　勤:    1リニック　理事長　小 組織変更 現存
     地６ (医       1)川　月彦 平25. 5. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1036112,396,5 社会医療法人春回会　〒851-2103 095-886-8700社会医療法人春回会　佐藤　聡 平19.10. 1一般 病院
     長崎北病院 西彼杵郡時津町元村郷８００番地常　勤:   18理事長　井上　健一郎 移転     一般    80療養病床
     (医      15) 平25.10. 1療養 現存
     (歯       1)     療養   120
     (薬       2) 内   神内 循  
     非常勤:   47 呼   消   放  
     (医      47) リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1037112,397,3 しもむらクリニック 〒851-2105 095-882-7595医療法人健笑会　理事下村　千枝子 平20. 4. 1小   内   診療所
     西彼杵郡時津町浦郷４２８番地１常　勤:    1長　下村　千枝子 組織変更 現存
     ３ (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1038112,400,5 もとやま心のクリニッ〒851-2127 095-856-3033本山　俊一郎 本山　俊一郎 平21. 8. 1精   心内 診療所
     ク 西彼杵郡長与町高田郷４７番地ブ常　勤:    1 新規 現存
     ルーインの森メディカルビル３Ｆ(医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1039112,401,3 医療法人治光会　うら〒851-2105 095-865-8555医療法人治光会　理事浦野　哲 平21.12. 1眼   診療所
     の眼科クリニック 西彼杵郡時津町浦郷２７０番地１常　勤:    1長　浦野　善一郎 新規 現存
     ２ (医       1) 平27.12. 1
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 1040112,402,1 黒﨑医院 〒851-2105 095-882-2125黒﨑　伸子 黒﨑　伸子 平22. 1. 1内   小   外  診療所
     西彼杵郡時津町浦郷２７５－４ 常　勤:    2 交代 小外 皮   現存
     (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1041112,403,9 戸田内科 〒851-2103 095-881-3888医療法人　戸田内科　戸田　源二 平22. 7. 1内   循   リハ診療所
     西彼杵郡時津町元村郷９０８番地常　勤:    1理事長　戸田　源二 組織変更 現存
     １５ (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1042112,405,4 医療法人まつなが皮ふ〒851-2129 095-885-7711医療法人まつなが皮ふ松永　義孝 平23.11. 1皮   診療所
     科 西彼杵郡長与町斉藤郷４５番地４常　勤:    1科　理事長　松永　義 組織変更 現存
     (医       1)孝 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1043112,406,2 医療法人ホーム・ホス〒851-2127 095-801-5511医療法人ホーム・ホス中尾　勘一郎 平23.12. 1外   診療所
     ピス中尾クリニック 西彼杵郡長与町高田郷２２０２－常　勤:    1ピス中尾クリニック　 移転 現存
     １ (医       1)理事長　中尾　勘一郎 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1044112,407,0 社会福祉法人　福医会〒857-2427 0959-34-3371社会福祉法人　福医会鈴木　伸 平24. 3.12一般        14診療所
     　さいかいクリニック西海市大島町１８７６－５９ 常　勤:    4　理事長　馬場　裕基 その他 内   外   整外現存
     (医       4) 平30. 3.12眼   リハ 皮  
     非常勤:    4 循環器内科、人
     (医       3) 工透析外科
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1045112,409,6 医療法人もり小児科 〒851-2128 095-887-3458医療法人もり小児科　森　剛一 平24. 5. 1小   診療所
     西彼杵郡長与町嬉里郷４４８番地常　勤:    1理事長　森　剛一 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1046112,410,4 しもぐち内科 〒851-2127 095-843-7225医療法人和幸会　理事下口　和矩 平24.11. 1内   呼   循  診療所
     西彼杵郡長与町高田郷８４８番地常　勤:    1長　下口　和矩 組織変更 消   小   アレ現存
     １９ (医       1) 平24.11. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1047112,411,2 もりハートクリニック〒851-2102 095-813-2670医療法人　秀和会　理森　秀樹 平25. 5. 1内   循   診療所
     西彼杵郡時津町浜田郷字冬切３８常　勤:    1事長　森　秀樹 組織変更 現存
     番地３ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1048112,412,0 医療法人　森内科クリ〒851-2128 095-883-3131医療法人　森内科クリ森　久光 平25.10. 1内   リハ 診療所
     ニック 西彼杵郡長与町嬉里郷４４５－１常　勤:    1ニック　理事長　森　 組織変更 消内　循内　呼現存
     ０１ (医       1)久光 平25.10. 1内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1049112,414,6 三浦産婦人科 〒851-2104 095-882-7000医療法人社団　清巒会三浦　成陽 平26. 1. 1一般        19診療所
     西彼杵郡時津町野田郷２５番地１常　勤:    6　理事長　三浦　清巒 組織変更 産   婦   内  現存
     (医       5) 平26. 1. 1小   外   
     (薬       1)
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1050112,415,3 腎・泌尿器科　松尾り〒851-2105 095-894-5025松尾　良一 松尾　良一 平26.10.14ひ   診療所
     ょういちクリニック 西彼杵郡時津町浦郷２７０番地８常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.10.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1051112,416,1 医療法人　楓　つかざ〒851-2105 095-813-2345医療法人　楓　理事長塚﨑　直子 平27. 1. 1皮   診療所
     き皮ふ科 西彼杵郡時津町浦郷４３６番地５常　勤:    1　塚﨑　智雄 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1052112,417,9 雪浦ひうらクリニック〒857-2327 0959-22-9508医療法人　外海弘仁会廣田　康宏 平27. 4. 1整外 内   皮  診療所
     西海市大瀬戸町雪浦上郷２５４番常　勤:    1　理事長　日浦　剛 交代 リハ 現存
     地１７ (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1053112,418,7 せいひ中央クリニック〒851-3406 0959-28-1190社会福祉法人せいひ会本田　元人 平27.10. 1内   診療所
     西海市西彼町鳥加郷２２０１番地常　勤:    2　理事長　吉野　サト 新規 老年内科、循環現存
     ２ (医       2)子 平27.10. 1器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1054112,419,5 医療法人　たなか小児〒851-2105 095-865-9550医療法人　たなか小児田中　摂 平28. 1. 1小   アレ 診療所
     科クリニック 西彼杵郡時津町浦郷３９６番地１常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     ７ (医       1)　田中　摂 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1055112,420,3 長与よこた眼科 〒851-2126 095-801-2117横田　怜二 横田　怜二 平28.11. 1眼   診療所
     西彼杵郡長与町吉無田郷２０２３常　勤:    1 新規 現存
     －１長与駅南メディカルビル３．(医       1) 平28.11. 1
     ４Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1056112,421,1 かたやまハートケアク〒851-2131 095-865-7064片山　敏郎 片山　敏郎 平29. 6. 1内   心内 精  診療所
     リニック 西彼杵郡長与町北陽台１丁目２－常　勤:    2 新規 循環器内科 現存
     １ (医       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1057112,422,9 おひさまこどもクリニ〒851-2127 095-800-2187医療法人青空会　理事尹　忠秀 平29. 6. 1小   診療所
     ック 西彼杵郡長与町高田郷９２３－１常　勤:    1長　尹　忠秀 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1058112,423,7 てつ耳鼻咽喉科 〒851-2131 095-801-3005岩永　哲 岩永　哲 平29. 7. 1耳い アレ 診療所
     西彼杵郡長与町北陽台１丁目２－常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1059112,424,5 医療法人　えのもと整〒851-2102 095-881-0012医療法人　えのもと整榎本　寛 平30. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     形外科 西彼杵郡時津町浜田郷７５６番地常　勤:    1形外科　理事長　榎本 組織変更 現存
     １ (医       1)　寛 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1060121,069,7 波佐見病院 〒859-3726 0956-85-7021岡崎　敏幸 岡崎　敏幸 昭62. 5.28療養       154病院
     東彼杵郡波佐見町稗木場郷７９２常　勤:    8 新規 内   ひ   外  療養病床
     －１ (医       6) 平29. 5.28脳外 整外 皮  現存
     (薬       2) リハ 
     非常勤:   54 （循環器、人工
     (医      54) 透析、血液）内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1061122,067,0 みやた小児科医院 〒859-3615 0956-82-3735宮田　進 宮田　進 昭60. 3.20小   診療所
     東彼杵郡川棚町下組郷字開３４７常　勤:    2 新規 現存
     －７ (医       1) 平30. 3.20
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1062122,072,0 山川医院 〒859-3807 0957-46-0020山川　裕 山川　裕 昭63. 5. 1内   皮   診療所
     東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷９３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1063122,074,6 医療法人紫雲会　本川〒859-3614 0956-82-2010医療法人紫雲会　理事本川　正和 昭64. 1. 1内   消   診療所
     医院 東彼杵郡川棚町中組郷１４８９－常　勤:    1長　本川　正和 組織変更 現存
     １ (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1064122,078,7 医療法人慶成会　坂口〒859-3715 0956-85-3000医療法人慶成会坂口医坂口　耕三 平元.12. 1内   小   診療所
     医院 東彼杵郡波佐見町宿郷５８０ 常　勤:    1院　理事長　坂口　耕 組織変更 現存
     (医       1)三 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1065122,079,5 医療法人　玉川医院 〒859-3615 0956-82-4126医療法人玉川医院　理玉川　文雄 平 2. 4. 1内   消   循  診療所
     東彼杵郡川棚町下組郷２０４７－常　勤:    1事長　玉川　文雄 組織変更 現存
     ４ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1066122,080,3 医療法人社団　岡部内〒859-3605 0956-82-5005医療法人社団岡部内科岡部　信和 平 2. 8. 1内   診療所
     科医院 東彼杵郡川棚町百津郷１６９－４常　勤:    1医院　理事長　岡部　 新規 現存
     ３ (医       1)信和 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1067122,081,1 医療法人　八並整形外〒859-3724 0956-85-5775医療法人八並整形外科八並　幹 平 2.12. 1整外 リハ リウ診療所
     科・リハビリテーショ東彼杵郡波佐見町志折郷２１１４常　勤:    2医院　理事長　八並　 組織変更 現存
     ン医院 －６ (医       2)幹 平29.12. 1
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 1068122,082,9 実松整形外科医院 〒859-3808 0957-47-0278実松　義昭 実松　義昭 平 3. 3.27一般         9診療所
     東彼杵郡東彼杵町蔵本郷１７５９常　勤:    1 新規 療養         6療養病床
     －９ (医       1) 平30. 3.27整外 リハ リウ現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1069122,083,7 医療法人社団清和会　〒859-3807 0957-46-1162医療法人社団清和会　山住　和之 平 3.12.16内   外   診療所
     山住医院 東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷３９５常　勤:    1理事長　山住　和之 移転 現存
     番地３ (医       1) 平27.12.16
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1070122,085,2 医療法人さざなみ　鈴〒859-3807 0957-46-0145医療法人さざなみ　理鈴木　治徳 平 4. 4. 1療養        85病院
     木病院 東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷１０８常　勤:    4事長　鈴木　治徳 組織変更 精神       101療養病床
     ５ (医       4) 平28. 4. 1精   神   内  現存
     非常勤:   18 皮   心内 リハ
     (医      15)
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1071122,086,0 医療法人社団　青木耳〒859-3615 0956-83-3355医療法人社団青木耳鼻青木　眞二 平 4. 4. 1耳い 気食 診療所
     鼻咽喉科医院 東彼杵郡川棚町下組郷２０３０番常　勤:    1咽喉科医院　青木　眞 組織変更 現存
     地６ (医       1)二 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1072122,089,4 西の原野中医院 〒859-3711 0956-85-3054野中　直道 野中　直道 平 5. 4. 1内   胃   外  診療所
     東彼杵郡波佐見町井石郷２２３４常　勤:    1 交代 耳い 現存
     －１ (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1073122,091,0 中尾野中医院 〒859-3712 0956-85-3077野中　シゲ 野中　シゲ 平 5. 4. 1内   耳い 外  診療所
     東彼杵郡波佐見町中尾郷９５９ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1074122,095,1 医療法人社団　田渕医〒859-3616 0956-82-2111医療法人社団　田渕医田渕　純宏 平 7. 4. 1外   消   内  診療所
     院 東彼杵郡川棚町白石郷７番地８ 常　勤:    1院　理事長　田渕　純 組織変更 リハ 現存
     (医       1)宏 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1075122,097,7 にいむら整形外科 〒859-3615 0956-82-6565新村　哲也 新村　哲也 平 9. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     東彼杵郡川棚町下組郷１４－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1076122,098,5 医療法人圭光会　松尾〒859-3701 0956-85-2001医療法人圭光会　松尾松尾　圭 平 9.10. 1一般        19診療所
     医院 東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷１７０常　勤:    2医院　理事長　松尾　 組織変更 内   消   外  現存
     ９番地１ (医       2)治吉 平24.10. 1整外 こう リハ
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 1077122,101,7 いちのせ内科循環器科〒859-3726 0956-85-7770医療法人　博梓会　理一瀬　和博 平12.10. 1内   循   診療所
     東彼杵郡波佐見町稗木場郷３２６常　勤:    1事長　一瀬　和博 組織変更 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1078122,102,5 医療法人　カナザワ内〒859-3615 0956-83-3727医療法人　カナザワ内金澤　一 平13. 4. 1内   神内 リハ診療所
     科クリニック 東彼杵郡川棚町下組郷３９１ー２常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 リウ アレ 現存
     (医       1)　金澤　一 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1079122,104,1 松村内科・消化器科 〒859-3927 0957-47-0709松村　暢之 松村　暢之 平14.11.10内   消   診療所
     東彼杵郡東彼杵町駄地郷３９－３常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.11.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1080122,106,6 医療法人　衷心会　小〒859-3722 0956-85-3408医療法人　衷心会　小小鳥居　剛 平15. 4. 1精神       112病院
     鳥居病院 東彼杵郡波佐見町岳辺田郷７７８常　勤:    4鳥居病院　理事長　小 組織変更 精   心内 現存
     (医       3)鳥居　衷 平27. 4. 1
     (薬       1)
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1081122,108,2 医療法人蓮輪会　はす〒859-3726 0956-85-5221医療法人蓮輪会　理事別府　俊治 平17.10. 1一般        19診療所
     わ診療所 東彼杵郡波佐見町稗木場郷１２７常　勤:    1長　別府　俊治 組織変更 内   外   消  現存
     ２番地 (医       1) 平29.10. 1麻   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1082122,110,8 ひろ皮ふ科クリニック〒859-3615 0956-82-3001山之内　寛嗣 山之内　寛嗣 平18. 4. 1皮   アレ 診療所
     東彼杵郡川棚町下組郷３８５番地常　勤:    1 新規 現存
     ４ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1083122,111,6 小鳥居内科・脳神経内〒859-3722 0956-20-7027小鳥居　聡 小鳥居　聡 平18.11. 1内   神内 リハ診療所
     科クリニック 東彼杵郡波佐見町岳辺田郷４６９常　勤:    1 新規 精   現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1084122,114,0 医療法人　三島眼科医〒859-3808 0957-46-0340医療法人三島眼科医院三島　惠一郎 平19. 1. 1一般 診療所
     院 東彼杵郡東彼杵町蔵本郷１７１６常　勤:    2　理事長　三島　惠一 新規     一般    11現存
     番地６ (医       2)郎 平25. 1. 1眼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1085122,116,5 こうの内科医院 〒859-3702 0956-20-7500医療法人　優和会　理河野　宏 平22.11. 1内   呼   アレ診療所
     東彼杵郡波佐見町湯無田郷１２８常　勤:    1事長　河野　宏 組織変更 リハ 現存
     番地１４ (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1086122,117,3 まつお産婦人科 〒859-3605 0956-82-2038医療法人まつお産婦人松尾　剛 平23. 5. 1一般        18診療所
     東彼杵郡川棚町百津郷４５２番地常　勤:    1科　理事長　松尾　剛 組織変更 産   婦   現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1087122,118,1 すが眼科 〒859-3715 0956-20-7575医療法人　すが眼科　菅　英毅 平25.11. 1眼   診療所
     東彼杵郡波佐見町宿郷３３３番地常　勤:    2理事長　菅　英毅 組織変更 現存
     ５ (医       1) 平25.11. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1088122,120,7 岩永医院 〒859-3923 0957-47-0014岩永　真一 岩永　真一 平27. 4. 1内   診療所
     東彼杵郡東彼杵町瀬戸郷１１７９常　勤:    1 交代 消化器内科 現存
     －３ (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1089122,121,5 山本整形外科 〒859-3615 0956-82-2495医療法人　山本整形外山本　尚幸 平28.12. 1整外 リハ 診療所
     東彼杵郡川棚町下組郷３７５番地常　勤:    1科　理事長　山本　尚 組織変更 現存
     ８ (医       1)幸 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1090122,122,3 藤下内科医院 〒859-3725 0956-85-7325藤下　幹夫 藤下　幹夫 平29. 6. 1内   呼内 診療所
     東彼杵郡波佐見町長野郷５３８番常　勤:    1 交代 消化器内科 現存
     地１ (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1091132,039,7 医療法人社団大塚会　〒854-0208 0957-36-0011医療法人社団大塚会唐小田　純爾 昭62. 4.20療養       158病院
     唐比病院 諫早市森山町唐比西１１６５ 常　勤:    6比病院　理事長　小田 新規 内   外   リハ療養病床
     (医       5)　純爾 平29. 4.20放   整外 現存
     (薬       1)
     非常勤:   29
     (医      29)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1092132,045,4 医療法人　藤山循環器〒859-0117 0957-32-2130医療法人藤山循環器内藤山　増昭 平 3.12. 1一般         9診療所
     内科医院 諫早市高来町峰９－５ 常　勤:    2科医院　理事長　藤山 組織変更 療養        10療養病床
     (医       2)　増昭 平27.12. 1内   循   放  現存
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1093132,047,0 医療法人社団　鬼塚内〒854-1123 0957-49-1301医療法人社団鬼塚内科鬼塚　淳朗 平 5.10. 1一般         7診療所
     科医院 諫早市飯盛町里１７９番地２ 常　勤:    1医院　理事長　鬼塚　 組織変更 内   胃   リハ現存
     (医       1)淳朗 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1094132,049,6 矢次医院 〒859-0144 0957-32-3205矢次　孝 矢次　孝 平 9. 2. 1内   胃   外  診療所
     諫早市高来町溝口２４１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1095132,050,4 吉岡医院 〒859-0127 0957-32-2081吉岡　卓 吉岡　卓 平 9.10. 1内   消   診療所
     諫早市高来町町名４９－３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1096132,052,0 医療法人二輝会　佐藤〒859-0166 0957-34-3142医療法人二輝会　理事佐藤　光治 平10.10. 1一般        40病院
     病院 諫早市小長井町井崎９８番地 常　勤:    6長　佐藤　光治 その他 内   呼   消  現存
     (医       5) 平28.10. 1循   小   外  
     (薬       1) 整外 眼   リハ
     非常勤:    5 放   
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1097132,054,6 医療法人しまさき小児〒854-0201 0957-20-5501医療法人しまさき小児島崎　幸治 平24.10. 1小   アレ 診療所
     科医院 諫早市森山町下井牟田１３５６番常　勤:    1科医院　理事長　島崎 移転 現存
     １ (医       1)　幸治 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1098142,008,0 医療法人　博愛会　哲〒859-2502 0957-86-3226医療法人博愛会　理事哲翁　和博 昭32.10. 1一般        43病院
     翁病院 南島原市口之津町甲１１８１ 常　勤:    7長　哲翁　富士子 新規 療養        45療養病床
     (医       6) 平29.10. 1内   神内 小  現存
     (薬       1) 外   産   婦  
     非常勤:   15 リハ 
     (医      15) 消化器内科、循
     環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1099142,139,3 布井内科医院 〒859-1503 0957-72-5111布井　清児 布井　清児 昭51.11.18内   呼   胃  診療所
     南島原市深江町丙６３７ 常　勤:    1 新規 循   小   現存
     (医       1) 平24.11.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1100142,148,4 医療法人伴帥会　愛野〒854-0301 0957-36-0015医療法人伴帥会　理事貝田　英二 昭54.10. 1一般       175病院
     記念病院 雲仙市愛野町甲３８３８－１ 常　勤:   29長　貝田　英二 組織変更 療養        59療養病床
     (医      25) 平24.10. 1整外 内   呼内現存
     (薬       4) 外   リハ アレ
     非常勤:   33 リウ 形外 麻  
     (医      33) 耳い 心内 放  
     皮   脳外 
     消化器内科、消
     化器外科、循環
     器内科、糖尿病
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1101142,163,3 馬場医院 〒854-0621 0957-73-3666馬場　恵介 馬場　恵介 昭60. 2.12内   消   小  診療所
     雲仙市小浜町雲仙３８１ 常　勤:    1 新規 外   現存
     (医       1) 平30. 2.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1102142,174,0 山北クリニック 〒859-2502 0957-86-4523山北　俊英 山北　俊英 昭63. 6. 6内   小   リハ診療所
     南島原市口之津町甲２１６５－２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1103142,179,9 医療法人志誠会中村眼〒854-0302 0957-36-1060医療法人志誠会中村眼中村　宗平 平24. 8. 1一般 診療所
     科医院 雲仙市愛野町乙５７５番地１ 常　勤:    2科医院　理事長　中村 移転     一般     1現存
     (医       2)　晋作 平24. 8. 1眼   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1104142,187,2 しおた内科胃腸科医院〒859-2502 0957-86-4443塩田　善之 塩田　善之 平 2. 8. 2内   胃   診療所
     南島原市口之津町甲２１４６－２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 8. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1105142,188,0 医療法人社団　ひらゆ〒854-0515 0957-74-5833医療法人社団ひらゆ医平湯　秀司 平 2. 9. 1内   小   診療所
     医院 雲仙市小浜町北野１０６９ 常　勤:    1院　理事長　平湯　秀 組織変更 現存
     (医       1)司 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1106142,189,8 さとう内科医院 〒859-2304 0957-84-3103佐藤　克昭 佐藤　克昭 平 3. 1. 1内   消   循  診療所
     南島原市北有馬町丁３３－１ 常　勤:    1 移転 呼   リハ 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1107142,194,8 医療法人社団慈正会　〒859-1311 0957-78-1000医療法人社団慈正会　松尾　正彦 平 3. 4. 1一般        12診療所
     松尾胃腸科外科医院 雲仙市国見町土黒甲５７－１ 常　勤:    1理事長　松尾　正彦 組織変更 療養         4療養病床
     (医       1) 平30. 4. 1消   外   整外現存
     こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1108142,195,5 永吉医院 〒859-1101 0957-38-2015永吉　敏郎 永吉　敏郎 平 3. 7. 1一般         2診療所
     雲仙市吾妻町本村名２３４ 常　勤:    1 交代 療養        17療養病床
     (医       1) 平24. 7. 1内   呼   消  現存
     循   リハ 放  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1109142,196,3 医療法人栄和会　泉川〒859-1504 0957-72-2017医療法人栄和会　理事泉川　卓也 平 3. 8. 1一般       120病院
     病院 南島原市深江町丁２４０５ 常　勤:   13長　泉川　卓也 組織変更 内   呼内 ひ  現存
     (医      10) 平24. 8. 1アレ 外   整外
     (薬       3) リウ 皮   放  
     非常勤:   25 リハ 
     (医      25) 呼吸器内科（化
     学療法）
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 1110142,197,1 医療法人　前田内科胃〒859-1206 0957-77-3089医療法人前田内科胃腸前田　信敏 平 3. 8. 1内   胃   診療所
     腸科医院 雲仙市瑞穂町西郷辛１５６－３ 常　勤:    1科医院　理事長　前田 組織変更 現存
     (医       1)　信敏 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1111142,198,9 愛野診療所 〒854-0302 0957-36-0009市村　經敏 市村　經敏 平 3.11. 7内   消   小  診療所
     雲仙市愛野町乙３３０ 常　勤:    1 交代 外   リハ 現存
     (医       1) 平24.11. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1112142,199,7 医療法人社団　森医院〒859-2601 0957-87-3000医療法人社団森医院　森　礼史 平 4. 4. 1内   胃   外  診療所
     南島原市加津佐町己３２５９番地常　勤:    1理事長　森　礼史 組織変更 こう リハ 現存
     １ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1113142,202,9 医療法人　長田医院 〒859-1214 0957-77-3622医療法人長田医院　理長田　リエ子 平 4.10. 1内   小   診療所
     雲仙市瑞穂町伊福乙１０２３ 常　勤:    1事長　長田　リエ子 組織変更 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1114142,203,7 医療法人　永田内科泌〒859-2212 0957-82-0832医療法人永田内科泌尿永田　進一 平 4.10. 1一般        19診療所
     尿器科医院 南島原市西有家町須川６１番地２常　勤:    1器科医院　理事長　永 組織変更 内   ひ   消  現存
     (医       1)田　進一 平28.10. 1リハ 
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1115142,204,5 医療法人有隣会　貴田〒859-1415 0957-68-0040医療法人有隣会　理事貴田　秀樹 平 4.10. 1療養        82病院
     神経内科・呼吸器科・島原市有明町大三東戊７９０番地常　勤:    5長　貴田　秀樹 組織変更 神内 ひ   内  療養病床
     内科病院 ２ (医       4) 平28.10. 1放   リハ 現存
     (薬       1) 呼吸器内科、消
     非常勤:   14 化器内科
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1116142,207,8 医療法人祐和会　伊崎〒859-2211 0957-82-2051医療法人　祐和会　理伊崎　祐介 平 5. 7.26一般        10診療所
     医院 南島原市西有家町里坊１１８番地常　勤:    1事長　伊崎　祐介 移転 眼   現存
     (医       1) 平29. 7.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1117142,210,2 医療法人　南風会　浦〒859-2411 0957-85-3508医療法人南風会　理事浦上　裕彦 平 5. 9. 1療養        96病院
     上病院 南島原市南有馬町甲１２８５－１常　勤:    4長　浦上　裕彦 組織変更 精神        30療養病床
     (医       2) 平29. 9. 1内   精   神  現存
     (薬       2) リハ 
     非常勤:   25
     (医      25)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1118142,211,0 医療法人有心会　池田〒859-2202 0957-82-0993医療法人有心会池田循池田　重成 平 5. 9. 1一般         2診療所
     循環器科内科 南島原市有家町山川３４７番地１常　勤:    1環器科内科　理事長　 組織変更 内   リハ 現存
     (医       1)池田　重成 平29. 9. 1循環器内科
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 1119142,212,8 明島整形外科医院 〒859-2112 0957-72-2023医療法人杏林堂　理事明島　淳民 平 5.10. 1一般        19診療所
     南島原市布津町乙１８５９－２ 常　勤:    1長　明島　淳民 組織変更 整外 リウ リハ現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1120142,213,6 医療法人社団英仁会　〒854-0301 0957-36-0153医療法人社団英仁会　小野　慎治 平 5.10. 1療養        15病院
     (143,146,3) 愛野ありあけ病院 雲仙市愛野町甲３７０番地 常　勤:    5理事長　小野　慎治 組織変更 精神       204療養病床
     (医       3) 平29.10. 1内   精   心内現存
     (薬       2) 歯   
     非常勤:   11
     (医       6)
     (歯       4)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1121142,215,1 梅津医院 〒859-1311 0957-78-5156梅津　克紀 梅津　克紀 平 6. 6. 6一般        19診療所
     雲仙市国見町土黒甲４３９－１ 常　勤:    1 新規 胃   外   こう現存
     (医       1) 平30. 6. 6リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1122142,216,9 医療法人社団穂仁会　〒859-1206 0957-77-2000医療法人社団　穂仁会横田　美登志 平 6.10. 1一般         7診療所
     よこた医院 雲仙市瑞穂町西郷辛１１７２ 常　勤:    1　よこた医院　理事長 組織変更 療養        12療養病床
     (医       1)　横田　美登志 平24.10. 1胃   こう 外  現存
     内   整外 リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1123142,217,7 医療法人　坂上整形外〒859-2202 0957-82-1822医療法人　坂上整形外坂上　和平 平 6.10. 1整外 診療所
     科 南島原市有家町山川３７８番地１常　勤:    2科　理事長　坂上　和 組織変更 現存
     (医       2)平 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1124142,218,5 松島外科 〒854-0512 0957-74-4388松島　康博 松島　康博 平 7. 4. 1一般        19診療所
     雲仙市小浜町北木指９０番地 常　勤:    1 交代 外   消   現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1125142,219,3 医療法人薫風会　石川〒859-2211 0957-82-8822医療法人薫風会　理事石川　和仁 平 7. 8. 1療養        17診療所
     内科医院 南島原市西有家町里坊２５番地１常　勤:    1長　石川　和仁 組織変更 内   神内 リハ療養病床
     (医       1) 平28. 8. 1 現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1126142,221,9 医療法人善仁会　栗原〒859-2601 0957-87-2028医療法人善仁会栗原医栗原　公太郎 平 9. 7. 1一般        13診療所
     医院 南島原市加津佐町己３０８９番地常　勤:    1院　理事長　栗原　公 移転 療養         6療養病床
     １ (医       1)太郎 平24. 7. 1内   呼   消  現存
     非常勤:    1 小   外   整外
     (医       1) 小外 皮ひ 性  
     こう リハ 放  
     気食 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1127142,222,7 医療法人弘池会　口之〒859-2503 0957-86-2200医療法人弘池会　理事池永　剛 平 8. 4. 1療養       119病院
     津病院 南島原市口之津町丁５６１５ 常　勤:    5長　池永　弘二 組織変更 内   外   整外療養病床
     (医       4) 平29. 4. 1リハ 放   こう現存
     (薬       1)
     非常勤:   48
     (医      48)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1128142,223,5 医療法人　泌尿器科・〒854-0701 0957-88-3151医療法人泌尿器科・皮菅　典義 平 8. 4. 1皮   ひ   診療所
     皮ふ科菅医院 雲仙市南串山町甲２２３２番地 常　勤:    1ふ科菅医院　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)菅　典義 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1129142,224,3 医療法人　副島内科ク〒854-0514 0957-74-3700医療法人副島内科クリ副島　慎一 平 8.11. 1胃   内   小  診療所
     リニック 雲仙市小浜町北本町１１番地５ 常　勤:    1ニック　理事長　副島 組織変更 現存
     (医       1)　慎一 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1130142,225,0 医療法人　祐和会　安〒859-1107 0957-38-2152医療法人祐和会　理事森川　浩子 平 9. 4. 1療養        60病院
     藤病院 雲仙市吾妻町牛口名３７８番地２常　勤:    4長　安藤　宏平 組織変更 内   外   耳い療養病床
     (医       3) 平30. 4. 1放   リハ 現存
     (薬       1)
     非常勤:   34
     (医      34)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1131142,226,8 佐藤医院 〒859-1303 0957-78-5555佐藤　公泰 佐藤　公泰 平 9. 4.16産婦 内   診療所
     雲仙市国見町神代丙４１４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1132142,227,6 医療法人　中村医院 〒859-2412 0957-85-2152医療法人中村医院　理中村　研二 平10. 4. 1内   小   診療所
     南島原市南有馬町乙２２７４番地常　勤:    1事長　中村　研二 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1133142,229,2 医療法人　いその産婦〒859-2212 0957-82-2430医療法人いその産婦人磯野　潔 平10. 5. 1一般        12診療所
     人科 南島原市西有家町須川１７９２番常　勤:    1科　理事長　磯野　潔 組織変更 産婦 現存
     地 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1134142,231,8 医療法人　内田医院 〒859-2212 0957-82-2225医療法人内田医院　理内田　信三 平10.10. 1一般        19診療所
     南島原市西有家町須川１６６６番常　勤:    1事長　内田　信三 組織変更 内   小   現存
     地１ (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1135142,232,6 菅耳鼻咽喉科 〒854-0701 0957-88-3131菅　喜郎 菅　喜郎 平11. 1. 1耳い 診療所
     雲仙市南串山町甲２２３２ー３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1136142,235,9 医療法人　本多南光堂〒859-2414 0957-85-2002医療法人本多南光堂医本多　哲矢 平11. 4. 1外   皮   内  診療所
     医院 南島原市南有馬町丁４１０番地 常　勤:    1院　理事長　本多　哲 組織変更 整外 リハ 現存
     (医       1)矢 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1137142,236,7 京泊馬場医院 〒854-0703 0957-88-2050永田　浩司 永田　浩司 平11. 7. 1一般         6診療所
     雲仙市南串山町丙９８９９ー１ 常　勤:    2 新規 産婦 内   リハ現存
     (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1138142,238,3 菅医院 〒854-0512 0957-74-2457菅　記博 菅　記博 平12. 3.13一般    診療所
     雲仙市小浜町北木指島乃屋敷３０常　勤:    1 新規 内   胃   外  現存
     ３５ー３ (医       1) 平30. 3.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1139142,269,8 菜の花クリニック 〒859-2412 0957-85-3690医療法人ＮＡＮＯグル太田　大作 平12.10. 1一般        19診療所
     南島原市南有馬町乙１５６５ー１常　勤:    1ープ　理事長　太田　 組織変更 内   胃   外  現存
     (医       1)大作 平24.10. 1こう リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1140142,270,6 本田医院 〒859-1302 0957-78-2768医療法人　本田医院　本田　雅也 平12.11. 1内   循   小  診療所
     雲仙市国見町神代乙２１４ー２ 常　勤:    2理事長　本田　雅也 組織変更 リハ 現存
     (医       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1141142,271,4 医療法人清恵会　太田〒859-1322 0957-78-5413医療法人　清恵会　太太田　雄三 平12.12. 1整外 リハ リウ診療所
     整形外科 雲仙市国見町多比良乙４３３ー１常　勤:    1田整形外科　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)太田　雄三 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1142142,272,2 医療法人　草野会　く〒854-0405 0957-37-6050医療法人　草野会　理草野　茂 平13. 5. 1一般         9診療所
     さの循環器内科 雲仙市千々石町戊６０５番地 常　勤:    2事長　草野　茂 組織変更 内   循   呼  現存
     (医       1) 平25. 5. 1消   小   
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1143142,274,8 植木内科医院 〒859-2502 0957-86-2071植木　英祐 植木　英祐 平14. 9. 1内   胃   小  診療所
     南島原市口之津町甲１６４２番地常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1144142,275,5 医療法人　天野医院 〒854-0401 0957-37-2015医療法人　天野医院　天野　力太 平15.11. 1内   胃   外  診療所
     雲仙市千々石町甲６７７ 常　勤:    1理事長　天野　力太 組織変更 リハ 放   現存
     (医       1) 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1145142,276,3 北有馬クリニック 〒859-2306 0957-65-7100佐藤　哲也 佐藤　哲也 平15.12. 1外   胃   こう診療所
     南島原市北有馬町己７６０番地１常　勤:    1 新規 整外 リハ 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1146142,280,5 山内眼科クリニック 〒859-1415 0957-68-5811山内　康照 山内　康照 平17. 8. 1眼   診療所
     島原市有明町大三東戊１１０－１常　勤:    2 新規 美容皮膚科 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1147142,281,3 医療法人　松本内科医〒859-1306 0957-65-3333医療法人松本内科医院松本　康 平18. 4. 1内   呼   消  診療所
     院 雲仙市国見町神代己２５７番地１常　勤:    1　理事長　松本　康 組織変更 小   現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1148142,285,4 小嶺整形外科クリニッ〒859-2206 0957-82-1755小嶺　俊 小嶺　俊 平20. 3. 1整外 リウ リハ診療所
     ク 南島原市有家町中須川１９６－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1149142,287,0 しろの医院 〒859-1503 0957-72-5000医療法人智節会　理事城野　健児 平21. 5. 1内   消   リハ診療所
     南島原市深江町丙５４０－１ 常　勤:    1長　城野　健児 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1150142,288,8 松本医院 〒854-0302 0957-36-0053医療法人　松本医院　松本　和夫 平22. 3. 1一般        19診療所
     雲仙市愛野町乙５９９番地 常　勤:    2理事長　松本　眞理子 組織変更 産婦 内   皮  現存
     (医       2) 平28. 3. 1麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1151142,289,6 松藤整形外科 〒854-0514 0957-74-2006松藤　靖 松藤　靖 平22. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     雲仙市小浜町北本町３５番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1152142,291,2 木戸眼科 〒854-0514 0957-74-3222医療法人木戸眼科　理木戸　昌成 平22. 5. 1一般 診療所
     雲仙市小浜町北本町１６８２番地常　勤:    1事長　木戸　昌成 組織変更     一般     1現存
     ５２ (医       1) 平28. 5. 1眼   アレ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1153142,292,0 木戸医院 〒854-0514 0957-74-2046医療法人龍仙会　理事木戸　浩一郎 平22. 5. 1内   外   整外診療所
     雲仙市小浜町北本町２７番地 常　勤:    1長　木戸　浩一郎 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平28. 5. 1胃腸内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1154142,294,6 つねおかクリニック 〒859-2201 0957-82-2248医療法人　大志会　理常岡　伯紹 平26.12. 1内   外   リハ診療所
     南島原市有家町久保字寺之前２１常　勤:    1事長　常岡　伯紹 組織変更 消化器内科、乳現存
     番地１ (医       1) 平26.12. 1腺外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1155142,295,3 医療法人　城代医院 〒854-0404 0957-37-3041医療法人　城代医院 平29. 5. 1一般 診療所
     雲仙市千々石町丁４８０番地 常　勤:    2 組織変更     一般     9現存
     (医       2) 平29. 5. 1ひ   皮   内  
     外   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1156151,070,8 医療法人愛恵会　平戸〒859-4826 0950-57-1150医療法人愛恵会　理事森田　武東 昭33. 5. 1精神       120病院
     愛恵病院 平戸市田平町野田免２０２ 常　勤:    3長　森田　武東 新規 精   心内 現存
     (医       2) 平30. 5. 1
     (薬       1)
     非常勤:   28
     (医      28)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1157151,088,0 医療法人　敬仁会　松〒859-6408 0956-76-2201医療法人　敬仁会　理烏山　昇 平12. 4.22精神       159病院
     浦病院 佐世保市世知原町栗迎９ー１ 常　勤:    5事長　烏山　昇 移転 精   神   心内現存
     (医       3) 平30. 4.22
     (薬       2)
     非常勤:   36
     (医      36)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1158151,145,8 青洲会病院 〒859-4825 0950-57-2155社会医療法人青洲会　常光　信正 昭62. 4.17一般        50病院
     平戸市田平町山内免６１２－４ 常　勤:    8理事長　中村　幹夫 新規 療養       133療養病床
     (医       8) 平29. 4.17内   胃   外  現存
     非常勤:   29 整外 リハ 放  
     (医      29) 脳外 ひ   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1159152,118,4 医療法人十全会　潜竜〒859-6134 0956-66-9221医療法人十全会　理事徳田　圭亮 昭46. 6. 1一般        20病院
     徳田循環器科内科整形佐世保市江迎町田ノ元４６７ 常　勤:    5長　徳田　勝彦 新規 療養        40療養病床
     外科病院 (医       3) 平28. 6. 1内   循   外  現存
     (薬       2) 整外 小   皮  
     非常勤:   17 リハ 
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1160152,136,6 医療法人裕光会　谷川〒859-4825 0950-57-0045医療法人裕光会谷川病谷川　純二 昭56. 1. 6療養        54病院
     病院 平戸市田平町山内免４００ 常　勤:    6院　理事長　谷川　純 新規 内   呼   消  療養病床
     (医       4)二 平29. 1. 6循   小   皮  現存
     (薬       2) リハ 
     非常勤:   21
     (医      20)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1161152,138,2 山田医院 〒857-0311 0956-63-3611山田　啓二 山田　啓二 昭57. 4. 1内   消   循  診療所
     北松浦郡佐々町本田原免１３７－常　勤:    1 新規 現存
     ３ (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1162152,147,3 西村内科外科胃腸科医〒859-6326 0956-64-3151西村　祥三 西村　祥三 平元. 3.11内   胃   外  診療所
     院 佐世保市吉井町立石４５４－１ 常　勤:    1 新規 こう リハ 現存
     (医       1) 平28. 3.11
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 1163152,148,1 医療法人社団流星群　〒859-4825 0950-57-0109医療法人社団流星群　波多江　龍彦 平元. 8. 1一般         8診療所
     はたえ眼科 平戸市田平町山内免４６０－１ 常　勤:    1理事長　波多江　龍彦 組織変更 眼   現存
     (医       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1164152,152,3 医療法人社団博友会　〒857-0311 0956-62-2025医療法人社団博友会　徳田　博昭 平 2.12. 1内   診療所
     徳田医院 北松浦郡佐々町本田原免２２８ 常　勤:    1理事長　徳田　博昭 組織変更 現存
     (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1165152,156,4 医療法人　前田外科胃〒857-0312 0956-62-6868医療法人　前田外科胃前田　治伸 平 7. 4. 1一般        17診療所
     腸科医院 北松浦郡佐々町市場免１５番地１常　勤:    1腸科医院　理事長　前 組織変更 内   外   整外現存
     (医       1)田　治伸 平28. 4. 1消   こう 放  
     リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1166152,158,0 医療法人純健会　しお〒859-4824 0950-57-2121医療法人純健会しおざ塩澤　健 平 8.10. 1内   消   診療所
     ざわ内科消化器科 平戸市田平町小手田免９４６ 常　勤:    2わ内科消化器科　理事 組織変更 現存
     (医       2)長　塩澤　健 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1167152,162,2 医療法人ウェルネス　〒859-6305 0956-64-3110医療法人ウェルネス　大里　裕治 平10.10. 1整外 リハ リウ診療所
     おおさと整形外科リハ佐世保市吉井町直谷１２６０ 常　勤:    1理事長　大里　裕治 組織変更 現存
     ビリテーション科 (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1168152,163,0 医療法人みなづき　佐〒857-0352 0956-62-2184医療法人みなづき　理秋月　誠一 平10.11. 1精神       147病院
     々病院 北松浦郡佐々町口石免１１０８－常　勤:    3事長　秋月　誠一 組織変更 精   神   心内現存
     ３ (医       2) 平28.11. 1
     (薬       1)
     非常勤:   16
     (医      15)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1169152,164,8 たいら内科 〒859-6125 0956-73-1050平　和茂 平　和茂 平11. 1.20内   呼   循  診療所
     佐世保市江迎町三浦５１ー１ 常　勤:    1 新規 消   現存
     (医       1) 平29. 1.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1170152,166,3 世知原クリニック 〒859-6408 0956-78-2110医療法人　世知原クリ中川　昇三 平12. 4. 1内   外   リハ診療所
     佐世保市世知原町栗迎１５５ー１常　勤:    1ニック　理事長　中川 組織変更 現存
     (医       1)　昇三 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1171152,168,9 かわかみ皮フ科クリニ〒857-0311 0956-41-1017川上　泰二 川上　泰二 平13. 6. 1皮   診療所
     ック 北松浦郡佐々町本田原免１０７ー常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1172152,169,7 医療法人　智松会　松〒859-6305 0956-64-4177医療法人　智松会　松松瀬　司郎 平13.10. 1内   小   外  診療所
     瀬診療所 佐世保市吉井町直谷１２０２番地常　勤:    1瀬診療所　理事長　松 組織変更 現存
     ６ (医       1)瀬　司郎 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1173152,171,3 しかまち心療内科 〒859-6202 0956-77-5656濵田　旭 濵田　旭 平21. 1.26精   心内 診療所
     佐世保市鹿町町上歌ヶ浦４４６－常　勤:    1 移転 現存
     １ (医       1) 平27. 1.26
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1174152,172,1 むらしま循環器科内科〒857-0311 0956-41-1262村島　潤 村島　潤 平14.11. 1内   循   診療所
     北松浦郡佐々町本田原免１１２－常　勤:    1 新規 現存
     １　セカンド坂本ビル３階 (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1175152,176,2 平井産婦人科医院 〒857-0341 0956-62-3903平井　雅直 平井　雅直 平16. 1. 1一般         8診療所
     北松浦郡佐々町羽須和免７８０－常　勤:    2 交代 産婦 現存
     ５ (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1176152,178,8 医療法人やまぐち小児〒857-0311 0956-41-1661医療法人やまぐち小児山口　浩 平17. 5. 1小   診療所
     科 北松浦郡佐々町本田原免１１２番常　勤:    1科　理事長　山口　浩 組織変更 現存
     １ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1177152,180,4 医療法人　はらだ医院〒857-0401 0956-41-3322医療法人はらだ医院　原田　達郎 平18. 5. 1内   胃   外  診療所
     佐世保市小佐々町黒石３５４番地常　勤:    1理事長　原田　達郎 組織変更 リハ 現存
     ３ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1178152,181,2 うらべ内科・胃腸科医〒859-6143 0956-73-1181医療法人うらべ内科・卜部　克彦 平18.11. 1内   消   胃  診療所
     院 佐世保市鹿町町深江潟９６番地１常　勤:    1胃腸科医院　理事長　 組織変更 循   呼   小  現存
     (医       1)卜部　克彦 平24.11. 1皮   放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1179152,182,0 医療法人かわむら内科〒857-0312 0956-62-6789医療法人かわむら内科川村　純生 平23.11. 1内   診療所
     北松浦郡佐々町市場免７番地１ 常　勤:    1　理事長　川村　純生 組織変更 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1180152,183,8 とくだ眼科 〒857-0322 0956-41-1717医療法人　とくだ眼科徳田　安範 平26.12. 1一般 診療所
     北松浦郡佐々町松瀬免９９番地３常　勤:    1　理事長　徳田　安範 組織変更     一般     5現存
     (医       1) 平26.12. 1眼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1181162,077,0 富江診療所 〒853-0202 0959-86-1110大石　清澄 大石　清澄 平 8. 8.19内   神内 リハ診療所
     五島市富江町松尾６８６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 8.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1182162,078,8 医療法人　戸田眼科医〒857-4211 0959-42-1000医療法人戸田眼科医院戸田　俊一郎 平 9. 9. 1眼   診療所
     院 南松浦郡新上五島町有川郷９５０常　勤:    1　理事長　戸田　俊一 組織変更 現存
     番地２ (医       1)郎 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1183162,079,6 山田医院 〒853-0601 0959-75-1502山田　雅彦 山田　雅彦 平 9. 9.22整外 リハ 内  診療所
     五島市三井楽町濱ノ畔１２５３－常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平24. 9.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1184162,080,4 宿輪医院 〒853-2201 0959-64-2069宿輪　昌宏 宿輪　昌宏 平12. 7.14内   循   診療所
     五島市奈留町浦１８６６ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1185162,082,0 久保循環器内科 〒853-0031 0959-75-0881久保　進 久保　進 平16.10. 1内   循   診療所
     五島市吉久木町４４３番地７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1186162,083,8 医療法人山内診療所 〒853-0312 0959-83-1013医療法人山内診療所　宮﨑　昭行 平17. 5. 1内   呼   小  診療所
     五島市岐宿町中嶽１０７３－１ 常　勤:    1理事長　宮﨑　昭行 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1187172,035,6 医療法人（社団）協生〒811-5132 0920-47-0121医療法人（社団）協生品川　敦彦 昭52. 5.10一般        48病院
     会　品川病院 壱岐市郷ノ浦町東触８５４－２ 常　勤:    5会　理事長　品川　晃 新規 内   外   小  現存
     (医       4)一郎 平28. 5.10整外 産婦 消  
     (薬       1) アレ リハ ひ  
     非常勤:   15 脳外 リウ 
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1188172,037,2 医療法人協生会　品川〒811-5545 0920-43-0001医療法人協生会　理事冨崎　忠雄 昭54.11. 1内   小   外  診療所
     クリニック 壱岐市勝本町本宮南触２３６ 常　勤:    2長　品川　晃一郎 組織変更 整外 現存
     (医       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1189172,039,8 医療法人護州会　品川〒811-5521 0920-42-0136医療法人護州会品川外品川　護郎 昭56. 1. 1一般        35病院
     外科病院 壱岐市勝本町西戸触１８０－１ 常　勤:    4科病院　理事長　品川 新規 内   小   外  現存
     (医       3)　護郎 平29. 1. 1整外 皮   循  
     (薬       1) 消   
     非常勤:    7
     (医       7)
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 1190172,042,2 医療法人玉水会　赤木〒811-5133 0920-47-0085医療法人玉水会　理事赤木　保久 昭58.11. 1一般         9病院
     病院 壱岐市郷ノ浦町本村触１１１番地常　勤:    4長　赤木　良寛 新規 療養        80療養病床
     (医       3) 平28.11. 1精神        28現存
     (薬       1) 内   精   呼  
     非常勤:    4 消   循   外  
     (医       3) 整外 婦   
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1191172,043,0 社会医療法人玄州会　〒811-5135 0920-47-0023社会医療法人玄州会　空閑　毅 昭58.11. 1一般        40病院
     光武内科循環器科病院壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦１５番地の常　勤:    6理事長　光武　新人 新規 療養        48療養病床
     ３ (医       5) 平28.11. 1内   循   呼  現存
     (薬       1) 消   皮   神内
     非常勤:   35 リハ 
     (医      35)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1192172,056,2 さくら耳鼻咽喉科クリ〒811-5135 0920-47-3119蒲地　亮介 蒲地　亮介 平 9. 7. 7耳い 気食 診療所
     ニック 壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦１１番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1193172,061,2 光風・ふくしまクリニ〒811-5132 0920-47-5627社会医療法人　玄州会福島　洋 平14. 1. 1内   診療所
     ック 壱岐市郷ノ浦町東触字平１００６常　勤:    1　理事長　光武　新人 新規 現存
     番地１ (医       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1194172,062,0 あしべクリニック 〒811-5301 0920-45-4825松嶋　四郎 松嶋　四郎 平15. 1. 1外   内   整外診療所
     壱岐市芦辺町芦辺浦６０６－１ 常　勤:    1 新規 耳い 皮   形外現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1195172,063,8 医療法人　久原医院 〒811-5462 0920-45-2128医療法人　久原医院　久原　克彦 平15. 5. 1内   消   循  診療所
     壱岐市芦辺町箱崎大左右触５００常　勤:    2理事長　久原　克彦 組織変更 小   放   リハ現存
     番地２ (医       2) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1196172,064,6 大蔵医院 〒811-5321 0920-45-2345權藤　美佐子 權藤　美佐子 平16. 9.21一般        10診療所
     壱岐市芦辺町深江栄触５４８－１常　勤:    1 新規 療養         8療養病床
     (医       1) 平28. 9.21内   小   呼  休止
     消   循   神内
     放   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1197172,065,3 平山医院 〒811-5215 0920-44-5016平山　重孝 平山　重孝 平20.11. 1外   内   胃  診療所
     壱岐市石田町石田西触１０７１番常　勤:    1 交代 現存
     地－１ (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1198172,067,9 江田小児科内科医院 〒811-5214 0920-44-5022江田　邦夫 江田　邦夫 平24. 1. 1小   内   診療所
     壱岐市石田町印通寺浦３０２ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1199172,068,7 でぐち整形外科医院 〒811-5135 0920-47-1727出口　伸治 出口　伸治 平24. 5. 1整外 リハ 診療所
     壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦５３－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1200172,069,5 山内眼科医院 〒811-5132 0920-47-1414医療法人清光会　理事山内　裕司 平25. 1. 1眼   診療所
     壱岐市郷ノ浦町東触１３１０番地常　勤:    1長　山内　裕司 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1201172,070,3 松嶋医院 〒811-5462 0920-45-2010医療法人潮陽会　理事松嶋　潮 平28. 6. 1整外 皮   内  診療所
     壱岐市芦辺町箱崎大左右触５５０常　勤:    2長　松嶋　喬 その他 外   現存
     －２ (医       2) 平28. 6. 1肛門外科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1202181,046,2 梅野眼科医院対馬診療〒817-1212 0920-58-1023梅野　克哉 梅野　克哉 平 4. 1.18眼   診療所
     所 対馬市豊玉町曽８００ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 1.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1203182,047,9 医療法人　すとう内科〒817-0023 0920-52-0530医療法人すとう内科医主藤　久次 平 5. 4. 1内   消   小  診療所
     医院 対馬市厳原町田渕７９３番地 常　勤:    1院　理事長　主藤　久 組織変更 皮   放   現存
     (医       1)次 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1204182,054,5 東島医院 〒817-0021 0920-52-7783医療法人東島医院　理東島　英孝 平19. 5. 1内   外   皮  診療所
     対馬市厳原町今屋敷６９７番地 常　勤:    2事長　東島　英孝 組織変更 こう 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1205182,057,8 今屋敷ことう診療所 〒817-0021 0920-53-5777医療法人　今屋敷こと古藤　剛 平23. 4. 1外   内   消  診療所
     対馬市厳原町今屋敷６８１番地１常　勤:    2う診療所　理事長　古 組織変更 こう 眼   現存
     (医       2)藤　剛 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1206182,058,6 対馬整形外科 〒817-0322 0920-54-5517白水　圭 白水　圭 平24. 5. 1整外 リハ 診療所
     対馬市美津島町鶏知乙５０７－２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1207182,059,4 いづはらメンタルクリ〒817-0021 0920-52-1103医療法人　なかにわメ中庭　洋一 平27. 5. 7心内 精   診療所
     ニック 対馬市厳原町今屋敷７２４番地 常　勤:    1ンタルクリニック　理 新規 現存
     (医       1)事長　中庭　洋一 平27. 5. 7
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1208182,060,2 みつしま眼科医院 〒817-0322 0920-54-6014医療法人清光会　理事劉　百良 平28. 4. 1眼   診療所
     対馬市美津島町鶏知乙５２０番地常　勤:    1長　山内　裕司 新規 現存
     ３５ライフベース２階 (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1209801,005,8 独立行政法人国立病院〒850-0835 095-823-2261独立行政法人国立病院長部　雅之 昭32. 7. 1一般       280病院
     機構　長崎病院 長崎市桜木町６－４１ 常　勤:   20機構　理事長　楠岡　 新規 内   精   呼  現存
     (医      16)英雄 平29. 7. 1小   外   呼外
     (薬       4) 整外 リハ 心内
     非常勤:   18 小外 
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1210801,006,6 独立行政法人国立病院〒856-8562 0957-52-3121独立行政法人国立病院江崎　宏典 昭32. 7. 1一般       610地域支援
     機構　長崎医療センタ大村市久原２丁目１００１－１ 常　勤:  121機構　理事長　楠岡　 新規 精神        33総合病院
     ー (医     115)英雄 平29. 7. 1内   精   神内現存
     (薬       6) 小   外   小外
     非常勤:   90 整外 形外 脳外
     (医      90) 心外 皮   ひ  
     産婦 眼   耳い
     リハ 放   麻  
     リウ 呼外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1211801,013,2 長崎大学病院 〒852-8501 095-819-7200国立大学法人　長崎大増﨑　英明 平 3. 6. 1一般       812特定機能
     (803,013,6) 長崎市坂本１丁目７－１ 常　勤:  790学　学長　河野　茂 新規 精神        42総合病院
     (医     626) 平30. 6. 1結核         6現存
     (歯     158) 一般（感染）
     (薬       6)              2
     非常勤:   95 内   精   小  
     (医      61) 皮   ひ   眼  
     (歯      34) 麻   耳い 放  
     外   産婦 心外
     整外 脳外 形外
     歯   小歯 矯歯
     歯外 呼内 神内
     呼外 小外 リウ
     病理 
     肝胆膵外科・肝
     移植外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1212801,016,5 独立行政法人国立病院〒859-3615 0956-82-3121独立行政法人国立病院宮下　光世 昭32. 7. 1一般       280地域支援
     (803,016,9) 機構　長崎川棚医療セ東彼杵郡川棚町下組郷２００５－常　勤:   28機構　理事長　楠岡　 新規 結核         5病院
     ンター １ (医      23)英雄 平29. 7. 1内   神内 外  現存
     (薬       5) 整外 脳外 呼外
     非常勤:    1 皮   放   リハ
     (歯       1) 歯   ひ   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1213811,001,5 独立行政法人労働者健〒857-0134 0956-49-2191独立行政法人労働者健福崎　誠 昭32. 5.20一般       350病院
     康安全機構　長崎労災佐世保市瀬戸越２丁目１２－５ 常　勤:   73康安全機構　理事長　 新規 内   外   整外現存
     病院 (医      60)有賀　徹 平29. 5.20形外 脳外 皮  
     (薬      13) ひ   眼   耳い
     非常勤:   42 リハ 放   麻  
     (医      42) 循環器内科、救
     急科、臨床検査
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1214811,003,1 国家公務員共済組合連〒857-0879 0956-22-5136国家公務員共済組合連井口　東郎 昭32. 7. 1一般       373総合病院
     (813,003,5) 合会　佐世保共済病院佐世保市島地町１０－１７ 常　勤:   78合会　理事長　松元　 新規 療養        40療養病床
     (医      63)崇 平29. 7. 1呼内 整外 皮  現存
     (歯       3) ひ   眼   産婦
     (薬      12) 耳い 小   麻  
     非常勤:   56 歯外 放   リハ
     (医      54) 脳外 病理 
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1215811,037,9 長崎県立こども医療福〒854-0071 0957-22-1300長崎県知事 二宮　義和 昭32. 8. 1一般        60病院
     (813,388,0) 祉センター 諫早市永昌東町２４－３ 常　勤:   11 新規 整外 小   精  現存
     (医      11) 平29. 8. 1リハ 耳い ひ  
     非常勤:   13 歯   
     (医      11)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1216811,104,7 社会福祉法人　十善会〒850-0905 095-821-1214社会福祉法人十善会　笠　伸年 昭33. 6. 1一般       193病院
     病院 長崎市籠町７－１８ 常　勤:   24理事長　小川　繁晴 新規 内   消   循  現存
     (医      18) 平30. 6. 1呼   神内 外  
     (薬       6) こう 脳外 整外
     非常勤:   28 リウ 形外 婦  
     (医      27) ひ   放   リハ
     (薬       1) 麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1217811,139,3 独立行政法人地域医療〒854-8501 0957-22-1380独立行政法人地域医療長郷　国彦 昭36. 6. 1一般       315総合病院
     (813,139,7) 機能推進機構　諫早総諫早市永昌東町２４－１ 常　勤:   90機能推進機構　理事長 新規 結核         8現存
     合病院 (医      76)　尾身　茂 平30. 6. 1内   精   神内
     (歯       1) 呼内 リウ 小  
     (薬      13) 外   呼外 整外
     非常勤:   32 皮   ひ   産婦
     (医      32) 眼   耳い 放  
     麻   歯外 病理
     リハ 脳外 
     内科（消化器、
     循環器、腫瘍、
     腎臓、代謝、血
     液）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1218811,191,4 みさかえの園総合発達〒859-0164 0957-34-3113社会福祉法人聖家族会福田　雅文 平20. 4. 1一般 病院
     (813,391,4) 医療福祉センター　む諫早市小長井町牧５７０番地１ 常　勤:   12　理事長　西村　和子 移転     一般   180現存
     つみの家 (医       9) 平26. 4. 1内   小   精  
     (薬       3) リハ 歯   
     非常勤:   29
     (医      28)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1219811,262,3 みさかえの園あゆみの〒859-0167 0957-34-3115社会福祉法人　聖家族平松　公三郎 昭48. 5.23一般       100病院
     (813,295,7) 家 諫早市小長井町遠竹２７２７－３常　勤:    4会　理事長　西村　和 新規 内   小   歯  現存
     (医       3)子 平30. 5.23眼   整外 精  
     (薬       1)
     非常勤:   31
     (医      29)
     (歯       1)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1220811,294,6 長崎市夜間急患センタ〒850-8511 095-820-8699長崎市長 冨増　邦夫 平14. 4. 1内   小   耳い診療所
     ー 長崎市栄町２番２２号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1221811,303,5 市立大村市民病院 〒856-0817 0957-52-2161大村市長 立花　一幸 昭54. 5.21一般       216総合病院
     (813,303,9) 大村市古賀島町１３３－２２ 常　勤:   40 移転 内   呼内 神内現存
     (医      32) 平30. 5.21小   外   整外
     (歯       2) 心外 婦   眼  
     (薬       6) 耳い リハ 放  
     非常勤:   10 皮   ひ   精  
     (医       8) 歯外 麻   
     (歯       2) 内科（腎臓、消
     化器、感染症、
     循環器）、救急
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1222811,324,1 日本赤十字社　長崎原〒852-8511 095-847-1511日本赤十字社　社長　平野　明喜 昭57.12.12一般       350病院
     (813,394,8) 爆病院 長崎市茂里町３番１５号 常　勤:   92近衞　忠煇 新規 内   神内 外  現存
     (医      82) 平27.12.12整外 皮   ひ  
     (薬      10) 婦   眼   耳い
     非常勤:    5 リハ 放   麻  
     (医       3) リウ 歯外 病理
     (歯       2) 形外 
     消化器内科、消
     化器外科、放射
     線治療科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1223811,330,8 社会福祉法人恩賜財団〒850-0003 095-826-9236社会福祉法人恩賜財団衛藤　正雄 平21. 8. 1一般       205地域支援
     済生会支部　済生会長長崎市片淵２丁目５番地１号 常　勤:   59済生会　長崎県済生会 移転 内   脳外 外  病院
     崎病院 (医      47)支部長　野川　辰彦 平27. 8. 1整外 小   ひ  現存
     (薬      12) 産婦 リハ 放  
     非常勤:   25 麻   皮   病理
     (医      25) （呼吸器、循環
     器、消化器、糖
     尿病、代謝、内
     分泌、
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1224812,004,8 地方職員共済組合長崎〒850-8570 095-895-2167地方職員共済組合長崎小山　華子 平30. 1. 4内   診療所
     県診療所 長崎市尾上町３番１号 常　勤:    1県支部　支部長　中村 移転 現存
     (医       1)　法道 平30. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1225812,054,3 平戸市国民健康保険　〒859-5101 0950-25-2014平戸市長 羽田野　和彦 平26. 4. 1内   外   診療所
     度島診療所 平戸市度島町１６７３番地 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1226812,247,3 佐々町国民健康保険診〒857-0312 0956-62-2405佐々町長 末田　拓 平11. 4. 1内   診療所
     療所 北松浦郡佐々町市場免２３番地１常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1227812,274,7 佐世保市立急病診療所〒857-0042 0956-25-3352佐世保市長 濱崎　直孝 平21. 6. 1内   小   外  診療所
     佐世保市高砂町５番１号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1228812,288,7 松浦市立青島診療所 〒859-4745 0956-75-0782松浦市長　友田　吉泰山﨑　隆 昭53. 4. 1内   外   診療所
     松浦市星鹿町青島免６５１ 常　勤:    2 移転 現存
     (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1229812,336,4 公益財団法人　長崎県〒859-0401 0957-43-7131公益財団法人長崎県健富田　弘志 平 9.12. 1内   放   診療所
     健康事業団 諫早市多良見町化屋９８６ー３ 常　勤:    4康事業団　理事長　蒔 移転 現存
     (医       4)本　恭 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1230812,337,2 小値賀町国民健康保険〒857-4701 0959-56-4111小値賀町長　西　浩三田中　敏己 昭60. 6. 1一般        11診療所
     診療所 北松浦郡小値賀町笛吹郷１７５７常　勤:    1 新規 療養         6療養病床
     －８ (医       1) 平30. 6. 1内   小   整外現存
     非常勤:    2 ひ   精   眼  
     (医       2) 循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1231812,360,4 国民健康保険平戸市民〒859-5363 0950-28-1113平戸市長 押渕　徹 平 8. 4. 1一般        58病院
     病院 平戸市草積町１１２５番地１２ 常　勤:    9 新規 療養        42療養病床
     (医       7) 平29. 4. 1内   外   小  現存
     (薬       2) 整外 眼   放  
     非常勤:   30 リハ 
     (医      30) 救急科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1232812,367,9 佐世保市子ども発達セ〒857-0053 0956-23-3945佐世保市長　朝長　則迎　美由紀 平27. 2. 1小   精   リハ診療所
     ンター診療所 佐世保市常盤町６番１号 常　勤:    2男 移転 整外 耳い 現存
     (医       2) 平27. 2. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1233812,369,5 公立新小浜病院 〒854-0593 0957-74-2211雲仙・南島原保健組合井手　孝 平14. 3. 1一般        90病院
     雲仙市小浜町南本町９３番地 常　勤:   12　管理者　金澤　秀三 新規 療養        60療養病床
     (医      10)郎 平26. 3. 1内   神内 精  現存
     (薬       2) 外   形外 整外
     非常勤:   24 脳外 心外 リハ
     (医      22) 放   
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1234812,371,1 長崎市障害福祉センタ〒852-8104 095-842-2525長崎市長 松﨑　淳子 平25. 1. 4小   整外 リハ診療所
     ー診療所 長崎市茂里町２番４１号　長崎市常　勤:    2 移転 精   現存
     障害福祉センター内（４階） (医       2) 平25. 1. 4
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1235812,372,9 壱岐市国民健康保険　〒811-5511 0920-42-0107壱岐市長 平山　長一朗 平16. 3. 1内   外   小  診療所
     勝本診療所 壱岐市勝本町仲触１９８９番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1236812,373,7 壱岐市国民健康保険　〒811-5544 0920-43-0134壱岐市長 平山　長一朗 平16. 3. 1内   外   小  診療所
     湯本診療所 壱岐市勝本町布気触８１８番地１常　勤:    1 新規 現存
     ０ (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1237812,376,0 久根出張診療所 〒817-0245 0920-57-0998対馬市長 下窄　正義 平16. 3. 1内   診療所
     対馬市厳原町久根田舎４６７番地常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1238812,377,8 久和出張診療所 〒817-0035 0920-57-0450対馬市長 川上　眞寿弘 平16. 3. 1内   診療所
     対馬市厳原町久和３６４番地２ 常　勤:    1 新規 休止
     (医       1) 平28. 3. 1
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 1239812,379,4 豆酘出張診療所 〒817-0154 0920-57-0100対馬市長 川上　眞寿弘 平16. 3. 1内   外   整外診療所
     対馬市厳原町豆酘３１１１番地 常　勤:    1 新規 ひ   放   現存
     (医       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1240812,381,0 今里診療所 〒817-0432 0920-53-2236対馬市長 貞光　隆志 平16. 3. 1内   診療所
     対馬市美津島町今里２６３番地３常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1241812,382,8 鴨居瀬診療所 〒817-1107 0920-55-0614対馬市長 貞光　隆志 平16. 3. 1内   診療所
     対馬市美津島町鴨居瀬１８２番地常　勤:    1 新規 現存
     ２ (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1242812,385,1 水崎診療所 〒817-1232 0920-59-0009対馬市長 吉田　尚代 平16. 3. 1内   診療所
     対馬市豊玉町嵯峨６１５番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1243812,386,9 三根診療所 〒817-1301 0920-83-0032対馬市長 塩見　秀明 平16. 3. 1内   外   産婦診療所
     対馬市峰町三根３番地７０ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1244812,387,7 佐賀診療所 〒817-1412 0920-82-0050対馬市長 武林　幸子 平16. 3. 1内   小   診療所
     対馬市峰町佐賀３９２番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1245812,388,5 佐須奈診療所 〒817-1602 0920-84-2007対馬市長 豊田　信寛 平16. 3. 1内   小   歯  診療所
     (813,372,4) 対馬市上県町佐須奈乙１０７７番常　勤:    2 新規 放   皮   アレ現存
     地 (医       1) 平28. 3. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1246812,389,3 仁田診療所 〒817-1522 0920-85-0089対馬市長 古原　清 平16. 3. 1内   外   整外診療所
     (813,374,0) 対馬市上県町樫滝６７５番地第１常　勤:    2 新規 歯   現存
     (医       1) 平28. 3. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1247812,391,9 佐護診療所 〒817-1603 0920-84-5259対馬市長 豊田　信寛 平16. 3. 1内   小   歯  診療所
     (813,373,2) 対馬市上県町佐護北里９１４番地常　勤:    2 新規 放   皮   アレ現存
     １ (医       1) 平28. 3. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1248812,392,7 鹿見診療所 〒817-1511 0920-85-0864対馬市長 古原　清 平16. 3. 1内   外   整外診療所
     対馬市上県町鹿見８３３番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
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 1249812,393,5 伊奈診療所 〒817-1532 0920-85-0831対馬市長 古原　清 平16. 3. 1内   外   整外診療所
     対馬市上県町伊奈１２７９番地の常　勤:    1 新規 現存
     ３ (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1250812,394,3 一重へき地診療所 〒817-2242 0920-87-0023対馬市長 立花　一憲 平16. 3. 1内   診療所
     対馬市上対馬町一重５１４番地１常　勤:    1 新規 現存
     ０ (医       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1251812,395,0 豊玉診療所 〒817-1201 0920-58-8080対馬市長 賀茂　和典 平16. 4. 1一般         6診療所
     対馬市豊玉町仁位１６５番地１ 常　勤:    4 新規 内   整外 小  現存
     (医       4) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1252812,396,8 五島市黄島診療所 〒853-0061 0959-73-6820五島市長 中野　文耕 平16. 8. 1内   外   小  診療所
     五島市黄島町１７４番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1253812,397,6 五島市黄島診療所　赤〒853-0062 0959-73-6973五島市長 中野　文耕 平16. 8. 1内   外   小  診療所
     島分院 五島市赤島町４４６番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1254812,398,4 五島市伊福貴診療所 〒853-2481 0959-78-2110五島市長 中野　文耕 平17.11. 1内   外   小  診療所
     (813,393,0) 五島市伊福貴町３７６番地１３ 常　勤:    1 移転 歯   現存
     (医       1) 平29.11. 1
     非常勤:    4
     (医       1)
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1255812,399,2 五島市伊福貴診療所　〒853-2482 0959-78-2122五島市長 中野　文耕 平16. 8. 1内   外   小  診療所
     本窯分院 五島市本窯町８番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1256812,400,8 五島市国民健康保険　〒853-2171 0959-77-2012五島市長 黒須　良玄 平16. 8. 1内   外   小  診療所
     (813,396,3) 久賀診療所 五島市久賀町２４５番地１ 常　勤:    1 新規 歯   現存
     (医       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       1)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1257812,401,6 五島市国民健康保険　〒853-0411 0959-87-2241五島市長 山下　貴知男 平16. 8. 1内   外   小  診療所
     (813,376,5) 玉之浦診療所 五島市玉之浦町玉之浦１３９７番常　勤:    2 新規 歯   現存
     地１ (医       1) 平28. 8. 1
     (歯       1)
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 1258812,402,4 五島市国民健康保険　〒853-0502 0959-87-2241五島市長 山下　貴知男 平16. 8. 1内   外   小  診療所
     玉之浦診療所　幾久山五島市玉之浦町幾久山４６９番地常　勤:    1 新規 現存
     出張診療所 (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1259812,403,2 五島市国民健康保険　〒853-0503 0959-87-2241五島市長 山下　貴知男 平16. 8. 1内   外   小  診療所
     玉之浦診療所　中須出五島市玉之浦町小川１１４７番地常　勤:    1 新規 現存
     張診療所 １ (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1260812,404,0 五島市国民健康保険　〒853-0413 0959-87-2240五島市長 山下　貴知男 平16. 8. 1内   外   小  診療所
     玉之浦診療所　大宝出五島市玉之浦町大宝９３６番地 常　勤:    1 新規 現存
     張診療所 (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1261812,405,7 五島市国民健康保険玉〒853-0501 0959-88-2201五島市長 山下　貴知男 平16. 8. 1内   外   小  診療所
     之浦診療所　荒川丹奈五島市玉之浦町荒川１３４番地１常　勤:    1 新規 現存
     出張診療所 (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1262812,406,5 五島市国民健康保険　〒853-0601 0959-84-2144五島市長 田中　孝和 平16. 8. 1内   外   小  診療所
     三井楽診療所 五島市三井楽町濱ノ畔１０４６－常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1263812,407,3 五島市国民健康保険三〒853-0611 0959-84-4110五島市長 田中　孝和 平16. 8. 1内   外   小  診療所
     (813,395,5) 井楽診療所嵯峨島出張五島市三井楽町嵯峨島４９番地 常　勤:    1 新規 歯   現存
     診療所 (医       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    2
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1264812,410,7 新上五島町若松国民健〒853-2301 0959-46-3315新上五島町長 仲村　匡也 平16. 8. 1内   外   小  診療所
     康保険診療所 南松浦郡新上五島町若松郷２８７常　勤:    1 新規 現存
     番地 (医       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1265812,411,5 新上五島町若松国民健〒853-2312 0959-46-3235新上五島町長 仲村　匡也 平16. 8. 1内   外   小  診療所
     康保険診療所　日島出南松浦郡新上五島町日島郷９４番常　勤:    1 新規 現存
     張診療所 地 (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1266812,412,3 新上五島町新魚目国民〒857-4601 0959-55-3161新上五島町長 佐々野　修 平16. 8. 1内   外   小  診療所
     (813,380,7) 健康保険診療所 南松浦郡新上五島町小串郷１４８常　勤:    2 新規 歯   現存
     ０番地１ (医       1) 平28. 8. 1
     (歯       1)
     非常勤:    1
     (医       1)
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 1267812,413,1 新上五島町立仲知へき〒857-4604 0959-55-8333新上五島町長 川添　金雄 平16. 8. 1内   外   小  診療所
     地診療所 南松浦郡新上五島町津和崎郷９８常　勤:    1 新規 現存
     ４番地１ (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1268812,414,9 新上五島町立津和崎へ〒857-4604 0959-55-8471新上五島町長 佐々野　修 平16. 8. 1内   外   小  診療所
     き地診療所 南松浦郡新上五島町津和崎郷４７常　勤:    1 新規 現存
     ６番地１ (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1269812,415,6 新上五島町国民健康保〒857-4512 0959-54-1368新上五島町長 川添　金雄 平16. 8. 1内   外   小  診療所
     険榎津診療所 南松浦郡新上五島町榎津郷２１６常　勤:    1 新規 現存
     番地 (医       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1270812,416,4 新上五島町立崎浦地区〒857-4102 0959-42-8228新上五島町長　江上　白浜　敏 平16. 8. 1内   小   外  診療所
     へき地診療所 南松浦郡新上五島町友住郷１３２常　勤:    2悦生 新規 整外 現存
     番地１ (医       2) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1271812,417,2 新上五島町立東神ノ浦〒853-3323 0959-42-0325新上五島町長　江上　白浜　敏 平16. 8. 1内   小   外  診療所
     へき地診療所 南松浦郡新上五島町東神ノ浦郷１常　勤:    2悦生 新規 現存
     ４５番地４ (医       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1272812,418,0 新上五島町立岩瀬浦診〒853-3102 0959-45-3054新上五島町長　江上　林　久雄 平16. 8. 1内   小   診療所
     療所 南松浦郡新上五島町岩瀬浦郷４２常　勤:    2悦生 新規 現存
     ５番地１ (医       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1273812,420,6 長崎市伊王島国民健康〒851-1201 095-898-2300長崎市長 寺田　正純 平17. 1. 4内   歯   診療所
     (813,382,3) 保険診療所 長崎市伊王島町２丁目８４６番地常　勤:    1 新規 現存
     ６ (医       1) 平29. 1. 4
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1274812,421,4 長崎市高島国民健康保〒851-1315 095-896-2048長崎市長 川口　昭男 平17. 1. 4内   歯   診療所
     (813,383,1) 険診療所 長崎市高島町１７２７番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 1. 4
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1275812,422,2 長崎市池島診療所 〒857-0071 0959-37-2090長崎市長 村川　敏春 平17. 1. 4内   診療所
     長崎市池島町１１３２番地８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 1. 4
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 1276812,423,0 地方独立行政法人　北〒859-6131 0956-65-3101地方独立行政法人北松福井　純 平17. 4. 1一般       187病院
     松中央病院 佐世保市江迎町赤坂２９９番地 常　勤:   11中央病院　理事長　東 新規 一般（感染） 現存
     (医       9)山　康仁 平29. 4. 1             2
     (薬       2) 内   外   整外
     非常勤:   33 放   リハ 脳外
     (医      33) 神内 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1277812,424,8 日本赤十字社　長崎原〒859-0497 0957-43-2111日本赤十字社　社長　古河　隆二 平17. 4. 1一般       111病院
     爆諫早病院 諫早市多良見町化屋９８６－２ 常　勤:   14近衞　忠煇 新規 結核        20現存
     (医      11) 平29. 4. 1内   呼   消  
     (薬       3) 循   リハ 放  
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1278812,426,3 西海市国民健康保険平〒857-3311 0959-47-2123西海市長 田中　勝一郎 平17. 4. 1内   歯   診療所
     (813,385,6) 島診療所 西海市崎戸町平島７４１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    9
     (歯       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1279812,428,9 西海市国民健康保険松〒857-2531 0959-37-0130西海市長 松野　哲夫 平17. 4. 1内   外   診療所
     島診療所 西海市大瀬戸町松島内郷２８８番常　勤:    1 新規 現存
     地 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1280812,429,7 西海市国民健康保険江〒857-3103 0959-36-2006西海市長 長島　義斉 平21.12.18内   歯   診療所
     (813,386,4) 島診療所 西海市崎戸町江島２２７５番地１常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平27.12.18
     非常勤:    9
     (歯       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1281812,430,5 平戸市立生月病院 〒859-5704 0950-53-2155平戸市長 山下　雅巳 平17.10. 1一般 病院
     平戸市生月町山田免２９６５番地常　勤:    4 新規     一般    60現存
     (医       4) 平29.10. 1内   外   小  
     非常勤:    6 整外 リハ 
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1282812,431,3 平戸市国民健康保険大〒859-5801 0950-55-2039平戸市長 関野　晴夫 平17.10. 1内   小   診療所
     島診療所 平戸市大島村神浦１５４番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1283812,432,1 平戸市国民健康保険大〒859-5805 0950-55-2533平戸市長 関野　晴夫 平17.10. 1内   小   診療所
     島診療所的山出張所 平戸市大島村的山川内７９６番地常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平29.10. 1
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 1284812,434,7 長崎市小口診療所 〒851-3215 095-886-3032長崎市長 中尾　英人 平18. 1. 4内   外   診療所
     長崎市琴海尾戸町４００番地２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 1. 4
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1285812,435,4 国民健康保険直営松浦〒848-0403 0955-47-2003松浦市長　友田　吉泰深堀　実 平18. 1. 1内   外   小  診療所
     市立福島診療所 松浦市福島町塩浜免２９４４番地常　勤:    1 新規 循環器内科 療養病床
     ２１ (医       1) 平30. 1. 1 現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1286812,436,2 国民健康保険直営松浦〒848-0406 0955-47-2281松浦市長　友田　吉泰深堀　実 平18. 1. 1内   小   診療所
     市立福島診療所原分院松浦市福島町原免１１０６番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1287812,437,0 国民健康保険直営松浦〒859-4303 0955-48-2012松浦市長　友田　吉泰林　秀夫 平18. 1. 1一般         7診療所
     (813,399,7) 市立鷹島診療所 松浦市鷹島町神崎免３５２番地１常　勤:    1 新規 療養        12療養病床
     (医       1) 平30. 1. 1内   外   歯  現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1288812,439,6 長崎県長崎こども・女〒852-8114 095-844-5132長崎県知事 浦田　実 平19. 4. 1精   診療所
     性・障害者支援センタ長崎市橋口町１０－２２ 常　勤:    2 新規 現存
     ー (医       2) 平25. 4. 1
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1289812,440,4 大村市夜間初期診療セ〒856-0832 0957-54-9911大村市長　園田　裕史与那城　敏夫 平19.10. 1小   内   診療所
     ンター 大村市本町４１３番地２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
     非常勤:   68
     (医      68)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1290812,441,2 新上五島町立　太田診〒857-4213 0959-42-0980新上五島町長　江上　白浜　敏 平20. 4. 1内   小   診療所
     療所 南松浦郡新上五島町太田郷１６５常　勤:    2悦生 新規 現存
     ９番地１ (医       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1291812,442,0 松浦市立中央診療所 〒859-4507 0956-72-2166松浦市長　友田　吉泰福野　裕次 平21. 4. 1内   診療所
     松浦市志佐町庄野免２７４番地１常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1292812,443,8 長崎県上五島病院 〒857-4404 0959-52-3000長崎県病院企業団　企八坂　貴宏 平21. 4. 1一般       132病院
     南松浦郡新上五島町青方郷１５４常　勤:   23業長　米倉　正大 交代 一般（感染） 療養病床
     ９－１１ (医      22) 平27. 4. 1             4現存
     (薬       1) 療養        50
     非常勤:   52 内   精   神内
     (医      52) 小   外   整外
     皮   ひ   産婦
     眼   耳い リハ
     放   呼内 脳外
     循環器内科、消
     化器内科、腎臓
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1293812,444,6 長崎県富江病院 〒853-0205 0959-86-2131長崎県病院企業団　企小原　則博 平21. 4. 1一般        55病院
     五島市富江町狩立４９９番地 常　勤:    4業長　米倉　正大 交代 内   小   外  現存
     (医       3) 平27. 4. 1整外 眼   リハ
     (薬       1)
     非常勤:   18
     (医      17)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1294812,448,7 長崎県五島中央病院 〒853-0031 0959-72-3181長崎県病院企業団　企村瀬　邦彦 平21. 4. 1一般       230病院
     五島市吉久木町２０５番地 常　勤:   39業長　米倉　正大 交代 一般（感染） 現存
     (医      33) 平27. 4. 1             4
     (薬       6) 結核        10
     非常勤:  190 精神        60
     (医     189) 内   精   神内
     (歯       1) 小   外   整外
     脳外 皮   ひ  
     産婦 眼   耳い
     放   リハ 循  
     消   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1295812,449,5 長崎県上対馬病院 〒817-1701 0920-86-4321長崎県病院企業団　企立花　一憲 平21. 4. 1一般        60病院
     対馬市上対馬町比田勝６３０番地常　勤:    5業長　米倉　正大 交代 内   小   外  現存
     (医       4) 平27. 4. 1整外 産婦 精  
     (薬       1) 神内 眼   ひ  
     非常勤:   21 耳い 皮   脳外
     (医      21) 放   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1296812,452,9 長崎県島原病院 〒855-0861 0957-63-1145長崎県病院企業団　企徳永　能治 平21. 4. 1一般       250地域支援
     島原市下川尻町７８９５ 常　勤:   43業長　米倉　正大 交代 一般（感染） 病院
     (医      33) 平27. 4. 1             4現存
     (薬      10) 内   外   整外
     非常勤:   86 脳外 小   眼  
     (医      86) ひ   リハ 放  
     麻   耳い 皮  
     病理 
     （循環器、消化
     器、呼吸器、血
     液）内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1297812,453,7 長崎県精神医療センタ〒856-0847 0957-53-3103長崎県病院企業団　企高橋　克朗 平21. 4. 1精神       139病院
     (813,392,2) ー 大村市西部町１５７５番地２ 常　勤:   11業長　米倉　正大 交代 精   内   歯  現存
     (医       9) 平27. 4. 1
     (薬       2)
     非常勤:    7
     (医       5)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1298812,454,5 長崎県上五島病院附属〒857-4211 0959-42-0320長崎県病院企業団　企白浜　敏 平21.11. 1内   小   外  診療所
     診療所　有川医療セン南松浦郡新上五島町有川郷２２５常　勤:    2業長　米倉　正大 その他 整外 リハ 現存
     ター ５番地 (医       1) 平27.11. 1
     (薬       1)
     非常勤:   17
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1299812,455,2 長崎市野母崎診療所 〒851-0505 095-893-1100長崎市長 松本　佳博 平23. 4. 1内   外   眼  診療所
     長崎市野母町２２８３番地７ 常　勤:    2 その他 耳い 皮   現存
     (医       2) 平29. 4. 1
     非常勤:   29
     (医      29)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1300812,456,0 長崎県上五島病院附属〒853-3101 0959-44-1010長崎県病院企業団　企林　久雄 平24. 4. 1内   小   外  診療所
     診療所　奈良尾医療セ南松浦郡新上五島町奈良尾郷字新常　勤:    1業長　米倉　正大 移転 整外 眼   リハ現存
     ンター 港１０００ (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1301812,458,6 地方独立行政法人長崎〒850-8555 095-822-3251地方独立行政法人長崎兼松　隆之 平24. 4. 1一般       494総合病院
     市立病院機構　長崎み長崎市新地町６番３９号 常　勤:  129市立病院機構　理事長 組織変更 一般（感染） 現存
     なとメディカルセンタ (医     113)　兼松　隆之 平30. 4. 1             6
     ― (薬      16) 結核        13
     非常勤:    3 内   心内 精  
     (医       3) 脳外 小   外  
     整外 呼外 小外
     皮   ひ   産  
     婦   眼   耳い
     リハ 放   麻  
     形外 呼内 病理
     糖尿病・内分泌
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1302812,460,2 長崎県五島中央病院附〒853-2201 0959-64-2014長崎県病院企業団　企津田　俊彦 平26. 1. 1一般        19診療所
     属診療所奈留医療セン五島市奈留町浦１６４４番地 常　勤:    2業長　米倉　正大 その他 内   小   外  現存
     ター (医       2) 平26. 1. 1整外 皮   ひ  
     眼   精   リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1303812,461,0 壱岐市原島診療所 〒811-5163 0920-47-0200壱岐市長 光武　新人 平26. 5. 1内   診療所
     壱岐市郷ノ浦町原島２９６番地２常　勤:    1 新規 循環器内科 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1304812,462,8 公益財団法人　長崎原〒852-8104 095-844-3100公益財団法人　長崎原河野　友子 平27. 1. 1内   外   婦  診療所
     子爆弾被爆者対策協議長崎市茂里町２番４１号 常　勤:    4子爆弾被爆者対策協議 新規 放   現存
     会　中央検診所 (医       4)会　理事長　三根　眞 平27. 1. 1
     非常勤:    3理子
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1305812,463,6 長崎県壱岐病院 〒811-5132 0920-47-1131長崎県病院企業団　企向原　茂明 平27. 4. 1一般       120総合病院
     壱岐市郷ノ浦町東触１６２６番地常　勤:   14業長　米倉　正大 交代 一般（感染） 療養病床
     (医      11) 平27. 4. 1             4現存
     (薬       3) 結核         6
     非常勤:   92 療養        48
     (医      92) 精神        50
     内   精   呼内
     小   外   整外
     皮   ひ   産婦
     眼   耳い 放  
     リハ 麻   脳外
     消化器内科、循
     環器内科
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 1306812,464,4 新上五島町立　奈摩診〒857-4402 0959-52-8185新上五島町長　江上　友廣　真由美 平27. 3.31内   小   診療所
     療所 南松浦郡新上五島町奈摩郷２５番常　勤:    1悦生 交代 現存
     地 (医       1) 平27. 3.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1307812,465,1 長崎県対馬病院 〒817-0322 0920-54-7111長崎県病院企業団　企川上　眞寿弘 平27. 5.17一般       222病院
     対馬市美津島町鶏知乙１１６８番常　勤:   37業長　米倉　正大 移転 精神        45現存
     ７ (医      34) 平27. 5.17結核         4
     (薬       3) 一般（感染）
     非常勤:   83              4
     (医      83) 内   神内 小  
     外   脳外 整外
     リウ ひ   産婦
     眼   耳い 皮  
     精   放   麻  
     臨床 リハ 
     循内、血内、人
     透内、救急、消
     内、腫内、腫外
     、緩ケ放
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1308812,466,9 佐世保市総合医療セン〒857-4901 0959-57-3232地方独立行政法人佐世岐部　道広 平28. 4. 1一般        11診療所
     ター宇久診療所 佐世保市宇久町平２３４４番地 常　勤:    1保市総合医療センター 組織変更 療養         6療養病床
     (医       1)　理事長　澄川　耕二 平28. 4. 1内   外   小  現存
     非常勤:    1 眼   
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1309812,467,7 佐世保市総合医療セン〒857-8511 0956-24-1515地方独立行政法人佐世澄川　耕二 平28. 4. 1一般       570総合病院
     (813,397,1) ター 佐世保市平瀬町９番地３ 常　勤:  174保市総合医療センター 組織変更 一般（感染） 現存
     (医     152)　理事長　澄川　耕二 平28. 4. 1             4
     (歯       2) 結核        20
     (薬      20) 内   呼内 神内
     非常勤:   40 リウ 小   外  
     (医      34) 呼外 整外 形外
     (歯       6) 脳外 心外 麻  
     皮   ひ   産婦
     眼   耳い 放  
     リハ 病理 歯  
     内科（消化器、
     循環器、血液、
     腎臓、糖尿・内
     分泌）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1310812,468,5 佐世保市総合医療セン〒857-3271 0956-56-2014地方独立行政法人佐世澄川　耕二 平28. 4. 1内   外   小  診療所
     ター黒島診療所 佐世保市黒島町３１７５番地 常　勤:    1保市総合医療センター 組織変更 現存
     (医       1)　理事長　澄川　耕二 平28. 4. 1
     非常勤:   21
     (医      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1311812,469,3 佐世保市総合医療セン〒858-0931 0956-47-3200地方独立行政法人佐世澄川　耕二 平28. 4. 1内   診療所
     ター高島診療所 佐世保市高島町６２６番地３ 常　勤:    1保市総合医療センター 組織変更 現存
     (医       1)　理事長　澄川　耕二 平28. 4. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1312812,470,1 いづはら診療所 〒817-8510 0920-52-9011対馬市長　比田勝　尚桑原　直行 平28. 6. 1内   整外 診療所
     対馬市厳原町東里３０３番地１ 常　勤:    1喜 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1313812,471,9 佐須出張診療所 〒817-0248 0920-56-0079対馬市長　比田勝　尚下窄　正義 平29.10. 1内   診療所
     対馬市厳原町小茂田７１３番地４常　勤:    1喜 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


