
R5.4.1時点 五十音順

医療機関等名称 郵便番号 住所 電話番号

1 愛健医院 〒858-0903 上本山町１０５９ 40-8488

2 愛生会医院 〒858-0904 中里町３４２－３ 47-6070

3 アイメディクリニック 〒857-0872 上京町５－９　メルクールビル４Ｆ 22-1667

4 あかがき内科循環器科 〒859-3232 萩坂町１７４１ 59-2226

5 あずま眼科医院 〒858-0911 竹辺町８４５－５ 47-8810

6 麻生胃腸科外科医院 〒859-3451 針尾東町２９－５ 58-4360

7 荒木整形外科医院 〒859-3215 早岐１丁目１５－８ 39-3600

8 荒木内科クリニック 〒857-0805 光月町４－４ 22-5409

9 いいづか消化器科・内科クリニック 〒857-0806 島瀬町９－２ 22-0022

10 いけだ小児科 〒857-0034 万徳町８－１５ 24-6981

11 池永外科医院 〒857-0016 俵町１－９ 23-6821

12 石坂脳神経外科 〒857-1162 卸本町３０－４２ 34-0606

13 一瀬診療所 〒857-0871 本島町１－１１ 22-8082

14 いちょうクリニック 〒857-0064 赤崎町２９８ 26-8181

15 いつの内科消化器科 〒857-0841 大宮町２３－４ 26-1600

16 犬塚医院 〒857-0854 福石町１７－３７ 31-1168

17 犬塚外科クリニック 〒857-0863 三浦町３－１０ 22-4224

18 犬塚内科循環器科医院 〒857-0067 神島町１－１ 22-4075

19 今里耳鼻咽喉科医院 〒858-0914 川下町４４４－１ 48-7711

20 臼ノ浦ＣＴ診療所 〒857-0403 小佐々町臼ノ浦２５５－１１ 080-7981-6054

21 宇野眼科医院 〒857-0862 白南風町1-13　JR九州佐世保ﾋﾞﾙ１F104 76-7700

22 ＮＩＵ利休庵診療所 〒859-3243 崎岡町２８２５番１ 20-5832

23 えんどうファミリークリニック 〒857-0044 相生町２－２７ 23-7007

24 大石医院 〒858-0916 木宮町５－３１ 48-4396

25 大石クリニック 〒857-0874 京坪町８－４ 22-5087

26 おおさと整形外科リハビリテーション科 〒859-6305 吉井町直谷１２６０ 64-3110

27 おおつぼ内科クリニック 〒857-0044 相生町２－５ 25-0888

28 岡田アレルギー科皮膚科医院 〒857-0805 光月町１－２４ 24-7065

29 尾崎脳神経外科医院 〒857-0135 瀬戸越町１２９９ 49-4328

30 梶田医院 〒859-3236 南風崎町１３３－２ 59-2818

31 かしわぎ心療内科クリニック 〒857-0028 八幡町４－３八幡ビル２F 23-6121

32 加瀬クリニック 〒857-1151 日宇町６４９－９ 32-5656

33 かなでクリニック 〒857-0875 下京町７－１８ 56-7001

34 かねうじ小児科 〒859-3223 広田３丁目１７－２５ 39-2030

35 金子内科医院 〒857-0032 宮田町３－１４ 24-5780

36 上条泌尿器科 〒857-0136 田原町１２－２４ 49-4847

37 神谷内科医院 〒857-0144 皆瀬町２７０－１２ 49-2017

38 かわじり耳鼻咽喉科クリニック 〒859-3215 早岐１丁目１番１７号 38-2565

39 川冨内科医院 〒857-0862 白南風町１２－１５ 22-2233

40 川野医院 〒859-6204 鹿町町下歌ヶ浦９８６－１６ 77-5517

■　小・中学生ならびに母子・父子家庭福祉医療費現物給付実施医療機関等一覧（医科）
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医療機関等名称 郵便番号 住所 電話番号

41 かんべ小児科医院 〒858-0916 木宮町４－８ 47-5711

42 京町内科病院 〒857-0871 本島町１番２０号 25-2255

43 杏林病院 〒859-3211 早苗町４９１－１４ 38-3373

44 くすもと小児科 〒857-0851 稲荷町２０－１０ 31-7828

45 久保内科病院 〒857-0136 田原町１１－９ 49-3377

46 くりや内科医院 〒859-3242 指方町２２１７－１ 58-7888

47 くろき医院 〒857-0051 浜田町２－１０ 22-8765

48 桑原整形外科医院 〒859-3212 花高１丁目１０６６－８ 38-3803

49 小西外科脳神経外科 〒857-0043 天満町３－１ 22-2387

50 西海病院 〒859-3213 権常寺町１５００ 38-3156

51 さいくさ小児科医院 〒859-3214 権常寺１丁目１０－８ 39-3193

52 最勝寺内科医院 〒858-0908 光町１－１８ 47-2613

53 佐世保愛恵病院 〒857-0134 瀬戸越４丁目２－１５ 49-3335

54 佐世保北病院 〒858-0905 下本山町４３２－１ 47-2332

55 佐世保記念病院 〒858-0922 鹿子前町１０４ 28-1111

56 佐世保共済病院 〒857-0879 島地町１０－１７ 22-5136

57 佐世保クリニック 〒857-0863 三浦町１－１１ 25-7338

58 佐世保国際通り病院 〒857-0051 浜田町1番6号 29-4181

59 佐世保市子ども発達センター 〒857-0053 常盤町６番１号 23-3945

60 佐世保市総合医療センター 〒857-8511 平瀬町９番地３ 24-1515

61 佐世保市総合医療センター　宇久診療所 〒857-4901 宇久町平２３４４ 0959-57-3232

62 佐世保市総合医療センター　黒島診療所 〒857-3271 黒島町３１７５ 56-2014

63 佐世保市総合医療センター　高島診療所 〒858-0931 高島町６２６番地３ 47-3200

64 佐世保市立急病診療所 〒857-0042 高砂町５－１ 25-3352

65 佐世保中央病院 〒857-1165 大和町１５ 33-7151

66 さとう医院 〒859-3237 城間町９６１ 59-3111

67 サン・レモ　リハビリ病院 〒859-3244 江上町４８４８番地１ 58-5900

68 しかた小児科医院 〒857-0064 赤崎町２５９ 28-5202

69 しかまち心療内科 〒859-6204 鹿町町上歌ヶ浦４４６－１ 77-5656

70 シティ眼科 〒857-0872 上京町５－９　メルクールビル２階 76-8670

71 品川医院 〒857-0112 柚木町２１８８ 46-0005

72 品川眼科医院 〒857-0136 田原町１３－１５ 41-0800

73 しもまえ泌尿器科クリニック 〒857-1161 大塔町６１６－６ 32-7007

74 城内科医院 〒857-0133 矢峰町２２３－１５ 49-4821

75 すどう内科 〒858-0926 大潟町６０－８ 47-4855

76 世知原クリニック 〒859-6408 世知原町栗迎１５５－１ 78-2110

77 千住病院 〒857-0026 宮地町５番５号 24-1010

78 千住博内科 〒857-0862 白南風町６－２ 22-8632

79 潜竜徳田循環器科内科整形外科病院 〒859-6134 江迎町田ノ元４６７ 66-9221

80 大塔内科医院 〒857-1161 大塔町２０１６－１ 34-1002

81 たいら内科 〒859-6125 江迎町三浦５１－１ 73-1050

82 たかき内科胃腸科 〒858-0925 椎木町２０６－２ 48-6388
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医療機関等名称 郵便番号 住所 電話番号

83 たかさきクリニック耳鼻いんこう科・アレルギー科 〒857-0136 田原町１７－１０ 76-7379

84 髙田外科医院 〒857-0041 木場田町６－２６ 23-8111

85 たかはし小児科医院 〒857-1153 もみじが丘町４０－３ 33-4560

86 たかひら外科 〒858-0923 日野町１９０１－４ 28-6388

87 武井内科クリニック 〒857-0875 下京町９－１９ 22-8733

88 田中医院 〒857-0871 本島町２－１１ 23-5308

89 たなかこどもクリニック 〒857-0802 高天町５－１ 26-4500

90 たなか整形外科クリニック 〒857-1174 天神２丁目１５－３３ 32-9393

91 谷口眼科 〒859-3223 広田１丁目６番１９号 39-1341

92 田渕医院 〒858-0923 日野町１１８３－１ 28-2217

93 俵町浜野病院 〒857-0016 俵町２２－１ 22-6548

94 つきやま産婦人科 〒857-0805 光月町１－２３ 22-5913

95 土田医院 〒858-0903 上本山町８４８－５ 40-6600

96 天神病院 〒857-1174 天神５丁目２３番３１号 31-6135

97 土井添内科・歯科クリニック 〒857-1231 船越町１２４５ 28-0124

98 徳永内科小児科 〒857-0874 京坪町４－１ 22-2512

99 徳永泌尿器科医院 〒857-0854 福石町１６－３０ 34-1126

100 とみた産婦人科クリニック 〒857-1151 日宇町２７５９－１ 34-7711

101 とみむら皮ふ科 〒858-0918 相浦町２５６ 47-6840

102 とも眼科クリニック 〒857-1161 大塔町14-2イオン大塔ショッピングセンター２階 76-7626

103 永田医院 〒857-0803 勝富町４－１３ 22-4048

104 なかた耳鼻咽喉科 〒857-0806 島瀬町４－１３　ﾋﾟｶﾃﾞﾘｰﾋﾞﾙ1Ｆ 23-3341

105 長戸医院 〒857-0136 田原町１２－２１ 41-0511

106 中村内科 〒859-3213 権常寺町１４９１－７ 38-1166

107 中村泌尿器科 〒858-0915 上相浦町１０－１　 48-3900

108 なかやまこどもクリニック 〒857-0132 松原町３５－１９　ｷｭｰﾌﾞ松原2F 49-9399

109 西諫早病院サテライトクリニックＰＥＴ／ＣＴ佐世保 〒857-0051 浜田町２－７ 59-7777

110 西村内科外科胃腸科医院 〒859-6326 吉井町立石４５４－１ 64-3151

111 根井整形外科医院 〒857-0136 田原町９－２５ 40-8321

112 音琴クリニック 〒857-0841 大宮町２９－５ 31-1230

113 野田内科循環器科 〒857-0876 塩浜町３－８ 23-1020

114 早岐眼科 〒859-3215 早岐１丁目５－３７ 38-6700

115 はた心のクリニック 〒857-0873 宮崎町４番３号 59-8577

116 原眼科医院 〒857-0054 栄町6番18リファレンス栄町パーク1号室 24-9411

117 原口消化器内科 〒857-0052 松浦町５－２８ 37-3777

118 原整形外科 〒857-0841 大宮町２６－５ 20-9611

119 はらだ医院 〒857-0401 小佐々町黒石３５４－３ 41-3322

120 日宇記念医院 〒857-1151 日宇町２１０７ 31-4606

121 樋口眼科 〒857-1151 日宇町６７７－１ 32-2111

122 ひふ科しまのせクリニック 〒857-0806 島瀬町３－１４ 23-3030

123 平川整形外科医院 〒859-3215 早岐１丁目１６－２９ 38-1177

124 福田外科病院 〒857-0832 藤原町３８－３ 34-0151
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医療機関等名称 郵便番号 住所 電話番号

125 福田耳鼻咽喉科医院 〒857-1152 黒髪町６４９－２ 34-3387

126 福田内科胃腸科医院 〒857-0851 稲荷町２７－３８ 32-6712

127 藤井医院 〒857-0062 金比良町７－２０ 22-4577

128 フジイ内科胃腸科医院 〒857-1175 天神町１２２８ 34-6177

129 ほかお眼科 〒857-0804 松川町４－１０ 22-8838

130 外尾内科 〒857-1152 黒髪町３４－４ 33-5557

131 北松中央病院 〒859-6131 江迎町赤坂２９９番地 65-3101

132 まきの整形外科医院 〒857-0054 栄町５番９号　サンクル２番館２Ｆ 59-5777

133 増田整形外科 〒857-0042 高砂町４－２１ 24-0056

134 増元内科 〒857-0034 万徳町８－１１ 22-1181

135 松浦病院 〒859-6408 世知原町栗迎９番地１ 76-2201

136 まつお内科医院 〒858-0905 下本山町１３１６－４ 48-6500

137 松瀬医院 〒859-6311 吉井町橋川内４７４番６ 64-3225

138 まつせ耳鼻咽喉科クリニック 〒859-6326 吉井町立石２４６番地５ 64-3511

139 松瀬診療所 〒859-6305 吉井町直谷１２０２番地６ 64-4177

140 まつなが内科栄町クリニック 〒857-0054 栄町5－9　サンクル2番館202号 22-6268

141 まつみ内科クリニック 〒857-0043 天満町２－３ 37-1234

142 まつむらクリニック 〒857-1153 もみじが丘町４０－３９ 33-6788

143 松村耳鼻咽喉科 〒857-0028 八幡町３－５ 37-3200

144 松本脳神経外科医院 〒859-3223 広田１丁目１０－７ 39-1157

145 三川内病院 〒859-3151 三川内本町２９０ 30-8011

146 溝口眼科 〒857-0016 俵町６－１３ 22-5681

147 みぞぐち循環器内科 〒857-0864 戸尾町７－８ 22-0205

148 溝口内科・呼吸器内科 〒857-1166 木風町１４５１－２ 33-2686

149 南医院 〒857-1174 天神５丁目３２－１０ 31-7723

150 三原整形外科医院 〒857-1165 大和町４０７－２ 31-7296

151 宮原医院 〒858-0923 日野町１８７２－１ 28-5216

152 むかい医院 〒857-0833 若葉町１－１７ 31-8573

153 村上医院 〒859-3223 広田１丁目５－２５ 38-1026

154 村上きんしろう循環器内科 〒857-0052 松浦町２－２１　九十九島ビル３階 56-7060

155 村上内科 〒857-0033 城山町3番21号 24-3508

156 村上病院 〒859-3215 早岐１丁目６－２２ 38-5555

157 むらはし循環器科内科 〒859-3223 広田３丁目２４番７号 39-5727

158 森皮膚科 〒857-0052 松浦町２－６ 22-5514

159 森本耳鼻咽喉科医院 〒857-0873 宮崎町４－６ 22-1781

160 森山小児科内科医院 〒859-3215 早岐１丁目１３－１７ 38-2345

161 山内皮ふ科医院 〒859-3223 広田３丁目１８番１４号 38-3055

162 山口医院 〒857-0011 春日町２９－１４ 22-8610

163 山口消化器科 〒859-3223 広田３丁目３８－３４ 38-8802

164 やまぐち整形外科・リハビリテーション科 〒857-0862 白南風町１－１６　２０３号室 20-0765

165 山口てつ整形外科クリニック 〒857-0133 矢峰町９０－２５ 76-8520

166 やまさきこどもクリニック 〒857-0143 吉岡町１７４７－５ 37-8813
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医療機関等名称 郵便番号 住所 電話番号

167 やまさき耳鼻咽喉科クリニック 〒859-3223 広田３丁目１５－１５ 39-2833

168 山下医院 〒857-1163 大岳台町２１－１３ 34-0467

169 山下医院 〒858-0914 川下町４４９ 47-5510

170 山下レディースクリニック 〒857-0806 島瀬町４－１９ 25-5001

171 山祗診療所 〒857-0822 山祇町１９－３６ 31-3633

172 山村医院ドクター美南子スキンクリニック 〒857-0034 万徳町８－２６ 22-2515

173 燿光リハビリテーション病院 〒857-0022 山手町８５５－１ 25-3210

174 横尾内科医院 〒857-1151 日宇町２５６４ 31-7788

175 横山内科医院 〒859-3203 陣の内町３７６－１ 39-3337

176 吉居クリニック 〒857-0135 瀬戸越町４３３－８ 49-7333

177 吉村皮膚科医院 〒857-0841 大宮町７－１ 34-0070

R4.10.21時点 五十音順

医療機関等名称 郵便番号 住所 電話番号

1 長崎労災病院 〒857-0134 瀬戸越２丁目１２-５ 49-2191

■　小・中学生福祉医療費現物給付実施医療機関等一覧（医科）
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