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島原市 南島原市 雲仙市
［内科］ 深江町 国見町

◎ 島原病院 下川尻町７８９５ ６３－１１４５ ◎ 泉川病院 丁２４０５ （下市場） ７２－２０１７ 松尾胃腸科外科 土黒甲５７－１ （北下原） ７８－１０００
◎ 柴田長庚堂病院 中堀町６８ ６４－１１１１ 布井医院 丙６３７ （川　原） ７２－５１１１ 梅津医院 土黒甲４３９－１ （北下原） ７８－５１５６

松岡病院 江戸丁１９１９ ６２－２５２６ しろの医院 丙５４０ ７２－５０００ 太田整形外科 多比良乙４３３－１ （船津西） ７８－５４１３
池田病院 湖南町６８９３－２ ６２－５１６１ 松本内科医院 神代己２５７ （東　里） ６５－３３３３
八尾病院 城内一丁目１１９３ ６２－５１３１ 布津町 本田医院 神代乙３４４ （川　東） ７８－２７６８
林医院 津町４０９－１５ ６２－６６５７ 明島整形外科医院 乙１８９５ー２ （大　崎） ７２ー２０２３ 佐藤医院 神代丙４１４－１ （下古賀） ７８－５５５５
魚住医院 城内一丁目１２１０ ６３－２２８６ 池田医院 甲１ （野　田） ７２－２８０２
喜多医院 弁天町二丁目７３８９ ６２－５１０１ 瑞穂町
たかお循環器科内科 加美町１０１３ ６２－６３００ 有家町 小児科長田医院 伊福乙１２２ （高　田） ７７－３６２２
坂本内科医院 新和町丁２６７０ ６３－４６４１ 坂上整形外科医院 山川３７８ （島　田） ８２－１８２２ 前田内科胃腸科 西郷辛１５６ （船　津） ７７－３０８９
かわはらクリニック 坂上町７５３４－１ ６２－５４１３ 池田循環器内科 山川３４７ （平　野） ８２－０９９３ よこた医院 西郷辛１１７２ （伊　古） ７７－２０００
おかもと医院 柏野町１６４４－１ ６５－０５００ 小嶺整形外科クリニック 中須川１９５－１ ８２－１７５５
木下呼吸器内科医院 中野町丙２２－１ ６４－５８５１ つねおかクリニック 久保２１－１ ８２－２２４８ 小浜町

◎ 公立新小浜病院 南本町９３ ７４－２２１１
石橋こどもクリニック 新町一丁目２０５－１ ６５－０００８ 西有家町 木戸医院 北本町２８ ７４－２０４６
宮田小児科医院 上の原二丁目６２９４－１ ６２－５０４５ いざき眼科医院 里坊１１８ （上里坊） ８２－２０５１ 松藤医院 北本町３５ ７４－２００６
水田小児科医院 新和町丁７ ６２－７１７７ 内田医院 須川１６６６－1 （風呂川） ８２－２２２５ 副島内科クリニック 北本町１１－５ ７４－３７００
しろたに内科クリニック 北門町１０３－５ ６５－０２２２ 永田内科泌尿器科 須川６３－１ （中新町） ８２－０８３２ ひらゆ医院 北野１０６９ ７４－５８３３
わたなべ内科クリニック 中安徳町４３６４ ６２－１５１５ 石川内科医院 里坊２５－１ （畠田原） ８２－８８２２ 木戸医院 北本町２７ ７４－２０４６
なおみレディースクリニック 北安徳町３０６４番地１ ６１－１４００ いその産婦人科医院 須川１７９２ （風呂川） ８２－２４３０ 馬場医院 雲仙３８１ ７３－３６６６

「外科］ 北有馬町 南串山町
稲田整形外科医院 片町６５５ ６２－６３５５ 北有馬クリニック 己７６０－１ （郷　倉） ６５－７１００ 菅耳鼻咽喉科医院 甲２２３２-３ ８８－３１３１
いとう整形外科医院 広馬場町３７３－１ ６１－０１１０ さとう内科医院 丁３３－１ （今　福） ８４－３１０３ 菅医院 泌尿皮膚科 甲２２３２ ８８－３１５１
山口外科胃腸科医院 大手原町甲２３０４－２ ６２－３２００ 京泊馬場医院 丙９８９９－１ ８８－２０５０
酒井外科胃腸科医院 宮の町５０－１ ６２－６６５５ 南有馬町
土井外科胃腸科医院 中町８２３ ６２－６３０５ 本多南光堂医院 丁４１０ （町　口） ８５－２００２ 千々石町
島原整形外科西村クリニック 下川尻町７９０４－１１ ６２－０８８８ 菜の花クリニック 乙１５６５－１ （築山） ８５－３６９０ 堀川内科医院 戊１９６－３ ３７－３２０５

中村医院 乙２２７４ （上町） ８５－２１５２ 天野医院 甲６７７ ３７－２０１５
浦上病院 甲１２８５－１ （向小屋） ８５－３５０８ くさの循環器内科 戊６０５ ３７－６０５０

「産科・その他］
島原マタニティー病院 新町二丁目２８７ ６２－７１１１ 口之津町 愛野町
山崎産婦人科医院 湊町３５０ ６４－１１０３ ○ 哲翁病院 甲１１８１ （八坂町） ８６－３２２６ ◎ 愛野記念病院 甲３８３８－１ ３６－００１５
稲田産婦人科医院 加美町９９９ ６３－１２５１ 口之津病院 丁５６１５ （木之崎） ８６－２２００ 松本医院 乙５９９ ３６－００５３
内田産婦人科医院 弁天町二丁目１２９１ ６２－２５６０ 植木内科医院 甲１６４２ （仲　町） ８６－２０７１ 愛野診療所 乙３３０ ３６－０００９

山北クリニック 甲２１６５－１ （栄　町） ８６－４５２３ 中村眼科医院 乙５５７－１ ３６－１０６０
前田泌尿皮膚科医院 新田町５８７－２ ６２－６５０１ しおた内科胃腸科 甲２１４６ （栄　町） ８６－４４４３
宮崎医院 上の町９６９ ６２－２２５８ 渡部眼科医院 丙２０９１－１　　 （真　米） ８６－２２０５ 吾妻町

安藤病院 牛口名３５３－２ ３８－２１５２
松田皮膚科医院 新町一丁目２０９ ６２－２０３４ 永吉医院 本村名２３４ ３８－２０１５
松下皮膚科医院 新馬場町８５２－２ ６２－６５５６ 加津佐町
中村眼科医院 中町８２９ ６２－３９２６ 栗原医院 己２５６１ （大和町） ８７－２０２８
こみね眼科 中安徳町丁４３１０ ６５－０００１ 森　医院 己３２５９－１ （東上町） ８７－３０００ 管　　外
山口耳鼻咽喉科医院 湊町７６ ６２－７１５１ 三次 長崎大学病院 坂本町１－７－１ （０９５） ８１９－７２００
内田耳鼻咽喉科医院 弁天町二丁目１２９１ ６２－２５６０ 三次 長崎医療センター 久原２－１００１ （０９５７） ５２－３１２１

精神科
高城病院 中野町丙１１６５ ６２－３１０５
島原保養院 南下川尻町８１８９－２ ６２－２９６９
ストレスクリニックウイング 片町６４３ー２ ６２－００３０

有明町
貴田病院 大三東戊７９０－２ ６８－００４０
有明共立診療所 大三東戊１３２５－１ ６８－０２６９
くすのきクリニック 大三東戊１３６５－１ ６８－５５００
山内眼科クリニック 大三東戊１１０-1 ６８－５８１１

病　院　一　覧　表

二次（救急告示）　　　　　　  ◎
二次（救急告示ではない）   ○


