
令和元年度子ども予防接種協力医療機関一覧（長崎県）

市区町村 医療機関名
電話番号
（任意）

医療機関の長
小児科
医会

備考

1 長崎市 医療法人大輪会愛育小児科医院 田中　　司 095-879-3812 ○

2 長崎市 出口小児科内科医院 出口　忠澄 095-844-1079 ○

3 長崎市 いとう内科医院 伊東　昭郎 095-856-6010

4 長崎市 かみむら小児科 神村　直久 095-860-1177 ○

5 長崎市 かわはら内科循環器科 川原　英資 095-861-6111

6 長崎市 医療法人しもむら産婦人科 下村　　守 095-821-3541

7 長崎市 医療法人社団白井小児クリニック 永野　清昭 095-828-2711 ○

8 長崎市 医療法人保善会田上病院 蒔本　　恭 095-826-8186

9 長崎市 竹下内科医院 竹下　潤一郎 095-847-0707

10 長崎市 医療法人誠仁会千綿病院 大久保　洋 095-839-2121

11 長崎市 社会医療法人長崎記念病院 福井　　洋 095-871-1515 ○

12 長崎市 鳴見台山中クリニック 山中　靜夫 095-814-1171

13 長崎市 医療法人はやし小児科 林　　克敏 095-830-2380 ○

14 長崎市 医療法人社団深堀内科医院 深堀　茂樹 095-878-1182

15 長崎市 医療法人福曜会福田医院 髙岸　有子 095-823-5071 ○

16 長崎市 医療法人前川医院 前川　達雄 095-856-2800 ○

17 長崎市 森こどもクリニック 森　　了吾 095-843-1155 ○

18 長崎市 医療法人やない小児科医院 楊井　正紀 095-861-3711 ○

19 長崎市 医療法人やなぎクリニック 栁　　忠道 095-820-3105 ○

20 長崎市 医療法人山田医院 山田　康雄 095-836-1116

21 長崎市 医療法人社団山田内科医院 山田　　久 095-845-0791

22 長崎市 吉田医院 吉田　光夫 095-822-6817 ○

23 長崎市 りゅうキッズクリニック 劉　　美成 095-865-6559 ○

1 佐世保市 森山小児科内科医院 0956-38-2345 太田貞之 ○ 土曜協力

2 佐世保市 さいくさ小児科医院 0956-39-3193 七種啓行 ○ 土曜協力

3 佐世保市 南医院 0956-31-7723 南　　博 事前予約(３日前迄)(ﾜｸﾁﾝ予約のため)、土曜

4 佐世保市 千住博内科 0956-22-8632 千住 　晋 平日夜間 (21：00迄）、土曜 ※　事前予約(３日前迄)(ﾜｸﾁﾝ予約のため)

5 佐世保市 たなかこどもクリニック 0956-26-4500 田中博弥 ○ 土曜協力

6 佐世保市 徳永内科・小児科 0956-22-2512 徳永正樹 土曜協力　16:00 迄

1 諫早市 おの小児科医院 0957-26-2888 小野　靖彦 ○

2 諫早市 金森こども診療所 0957-27-2222 金森　有慶 ○

3 諫早市 しまさき小児科医院 0957-20-5501 島崎　幸治 ○

4 諫早市 つじもとこどもｸﾘﾆｯｸ 0957-24-6655 辻本　善樹 ○

5 諫早市 野田小児科医院 0957-26-6380 野田　弘之 ○

6 諫早市 はらだ小児科医院 0957-25-7799 原田　豊 ○

7 諫早市 前田小児科 0957-22-8180 前田　秀典 ○

8 諫早市 ますだ小児科内科医院 0957-43-7800 増田　憲治 ○

1 大村市 さわ小児科 0957－56－2288 澤　　芳弘 ○

2 大村市 須田小児科医院 0957－54－7200 須田　正智 ○

3 大村市 田川小児科 0957－52－4000 田川　正人 ○

4 大村市 出口小児科医院 0957－52－2252 出口貴美子 ○
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5 大村市 野口内科こども医院 0957－52－2339 野口　哲彦 ○

6 大村市 ありやま小児科 0957－49－6410 深堀　一成 ○

7 大村市 ふじもとこどもクリニック 0957－47－8887 藤本美佐子 ○

1 平戸市 柿添病院 0950-23-2151 柿添　圭嗣 3/1(日)及び3/7(土)は、9:00～16:30。3/2(月)～3/6(金)は、夜間19:00まで。

2 平戸市 平戸市民病院 0950-28-1113 押淵　徹 3/2(月)～3/6(金)平日夜間実施。17:00～19:00まで。

3 平戸市 北川病院 0950-22-2344 北川　雪子 ○ 3/7(土)午前のみ実施。（8:30～11:00）

4 平戸市 くわはら医院 0950-22-2306 桑原　聖子 3/7(土)午前のみ実施。（8:30～11:30）

5 平戸市 幸福堂医院 0950-27-2603 吉岡　朗 3/7(土)午前のみ実施。（8:30～12:00）

6 平戸市 谷川病院 0950-57-0045 谷川　純二 3/7(土)午前のみ実施。（8:30～11:30）

1 東彼杵郡 山川医院 0957-46-0020 山川　裕

2 東彼杵郡 松村内科・消化器科 0957-47-0709 松村　暢之

3 東彼杵郡 まつお産婦人科 0956-82-2038 松尾　剛

4 東彼杵郡 坂口医院 0956-85-3000 坂口　構三 ○

1 長与町 小川クリニック 095-813-5588 小川　吾一

2 長与町 おひさまこどもクリニック 095-800-2187 尹　　忠秀 ○

3 長与町 かたやまハートケアクリニック 095-865-7064 片山　敏郎

4 長与町 長崎けやき医院 095-840-5111 山下三千年

5 長与町 ひろた小児科 095-855-1113 広田　哲也 ○

6 長与町 もり小児科 095-887-3458 森　　剛一 ○

1 南島原市 医）社団　森医院 0957-87-3000 森　礼史

2 南島原市 医）博愛会　哲翁病院 0957-86-3226 哲翁　和博

3 南島原市 医）中村医院 0957-85-2152 中村　研二

4 南島原市
医）ＮＡＮＯグループ
菜の花クリニック

0957-85-3690 太田　大作

5 南島原市 医）内田医院 0957-82-2225 内田　信三 ○

6 南島原市 医）いその産婦人科 0957-82-2430 磯野　潔

7 南島原市 医）坂上整形外科 0957-82-1822 坂上　和平

8 南島原市 医）大志会　つねおかクリニック 0957-82-2248 常岡　伯紹

9 南島原市 医）杏林堂　明島整形外科医院 0957-72-2023 明島　淳民

10 南島原市 医）智節会　しろの医院 0957-72-5000 城野　健児

11 南島原市 医）栄和会　泉川病院 0957-72-2017 泉川　卓也

12 雲仙市 梅津医院 0957-78-5156 梅津　克紀

13 雲仙市 佐藤医院 0957-78-5555 佐藤　公泰

14 雲仙市 医）松本内科医院 0957-65-3333 松本　康

15 雲仙市 医）長田医院 0957-77-3622 長田　リエ子 ○

16 雲仙市 医）社団穂仁会　よこた医院 0957-77-2000 横田　美登志

17 雲仙市 医）祐和会　安藤病院 0957-38-2152 森川　浩子

18 雲仙市 愛野診療所 0957-36-0009 市村　經敏

19 雲仙市 医）草野会　くさの循環器内科 0957-37-6050 草野　茂
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20 雲仙市 菅医院 0957-74-2457 菅　記博

21 雲仙市 馬場医院 0957-73-3666 馬場　惠介

22 雲仙市 医）龍仙会　木戸医院 0957-74-2046 木戸　浩一郎

1 松浦市 医療法人坂口こどもクリニック 0956-72-5900 坂口　点 ○ 7日午後3時迄

2 松浦市 白壁外科医院 0956-74-0221 白壁　勝哉 2.3.5.6日

3 佐々町 かわかみ皮フ科クリニック 0956-41-1017 川上　泰二 7日午後3：30迄

4 佐々町 医療法人　かわむら内科 0956-62-6789 川村　純生 7日午後4時迄

5 佐々町 医療法人　とくだ眼科 0956-41-1717 德田　安範 ７日午後5時迄

6 佐々町 平井産婦人科 0956-62-3903 平井　雅直 4.6日午後6：30迄　7日午後5時迄

7 佐々町 医療法人　やまぐち小児科 0956-41-1661 山口　浩 ○ ７日午後5時迄

1 壱岐 赤木病院 0920-47-0085 赤木　良寛

2 壱岐 あしべクリニック 0920-45-4825 松嶋　四郎

3 壱岐 長崎県壱岐病院 0920-47-1131 向原　茂明

4 壱岐 江田小児科内科医院 0920-44-5022 江田　邦夫 ○

5 壱岐 勝本診療所 0920-42-0107 平山　長一朗

6 壱岐 さくら耳鼻咽喉科クリニック 0920-47-3119 蒲地　亮介

7 壱岐 品川クリニック 0920-43-0001 冨﨑　忠雄

8 壱岐 品川外科病院 0920-42-0136 品川　護郎

9 壱岐 品川病院 0920-47-0121 品川　敦彦

10 壱岐 平山医院 0920-44-5016 平山　重孝

11 壱岐 松嶋医院 0920-45-2010 松嶋　　潮

12 壱岐 光武内科循環器科病院 0920-47-0023 空閑　　毅


