長崎県肝炎ウイルス検査実施医療機関（県委託分）
地区

医療機関名

所在地

電話番号

あいウーマンズクリニック

長崎市五島町5-38

095-818-5318

医療法人 あおぞら内科クリニック

長崎市元船町5-4，ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ元船2F

095-829-2100

医療法人 赤司消化器クリニック

長崎市桜町6番10号

095-827-2161

医療法人 麻生外科医院

長崎市滑石２丁目2-8

095-856-2255

医療法人社団 天本内科医院

長崎市万才町7-1，住友生命ビル3F

095-823-8575

雨森内科医院

長崎市西海町1723-1

095-860-3800

有冨内科医院

長崎市江の浦町1-12

095-861-1375

粟津外科医院

長崎市田上２丁目2-18

095-826-9083

医療法人 あんず整形外科

長崎市畝刈町1613-33，3F

095-840-1212

医療法人社団 池田内科胃腸科医院

長崎市相生町3-12

095-822-7792

井石内科医院

長崎市滑石2丁目5番17号

095-856-8353

胃腸科もりクリニック

長崎市松山町6-9

095-842-7660

いとう内科医院

長崎市滑石3丁目25番18号

095-856-6010

出口小児科内科

長崎市花丘町1-26

095-844-1079

井手外科医院

長崎市樺島町4-1

095-822-0670

井手内科医院

長崎市平野町12-11

095-844-0065

医療法人 井手内科クリニック

長崎市家野町2-22

095-849-3115

医療法人 伊藤クリニック

長崎市大橋町7-20

095-847-0018

入江医院

長崎市畝刈町1613-95

095-850-6815

浦クリニック

長崎市桶屋町59 コア桶屋町2F

095-824-2339

医療法人 浦野外科医院

長崎市大園町5-2

095-856-2970

浦山クリニック

長崎市伊勢町2-26

095-826-2759

医療法人 江口クリニック

長崎市今博多町45番地

095-823-3348

医療法人昭和会長崎あじさい病院

長崎市大浦町10-40

095-828-9700

大石共立病院

長崎市琴海村松町246番地

095-884-1111

おおいしクリニック

長崎市脇岬町3244

095-893-0229

おがわクリニック

長崎市田中町1027番48号

095-839-0180

医療法人社団 奥平外科医院

長崎市梁川町4番15号

095-861-5050

カリタス診療所

長崎市西出津町67番地5

0959-25-1555

カリタス西長崎クリニック

長崎市三京町811-33

095-840-1813

医療法人 川原内科クリニック

長崎市滑石3丁目8-1

095-855-3907

かわはら内科循環器科

長崎市花園町1-5

095-861-6111

医療法人 木谷内科循環器クリニック

長崎市坂本１丁目8-30 ハイバレー１

095-842-4500

くわつか医院

長崎市平和町15-7

095-849-1233

医療法人 光晴会病院

長崎市葉山1丁目3番12号

095-857-3533

医療法人財団健友会 香焼民主診療所

長崎市香焼町501

095-871-0265

医療法人慈恵会 小江原中央病院

長崎市小江原2丁目1番20号

095-846-1010

こもり内科医院

長崎市恵美須町4-2 平野ビル1F

095-826-0846

医療法人 さかい循環器内科

長崎市京泊3丁目31番4号

095-850-5551

医療法人 さかもとクリニック

長崎市弁天町17-1

095-833-1977

医療法人衆和会長崎腎病院

長崎市興善町5-1

095-824-1101

医療法人 宏友会 さとう内科医院

長崎市富士見町3-25

095-861-1477

社会福祉法人 十善会病院

長崎市籠町7番18号

095-821-1214

医療法人 しらはま整形外科クリニック

長崎市けやき台町1番12号

095-848-1986

医療法人社団 健昌会 新里クリニック浦上

長崎市茂里町3-20

095-813-1234

医療法人社団 健昌会 新里クリニック城山台 長崎市立岩町34番10号

095-833-1234

医療法人 杉田レディースクリニック

長崎市松山町3-94

095-849-3040

医療法人民英会すぎやま内科・消化器科

長崎市千歳町6-1

095-847-1222

医療法人緑十字会 高原中央病院

長崎市諏訪町6-24

095-821-1212

たがわ内科

長崎市浜口町1-6TS2F

095-843-8002

竹下内科医院

長崎市小江原2丁目29-12

095-847-0707

社会医療法人健友会花丘診療所

長崎市花丘町13-19

095-848-9171

医療法人 田中外科眼科クリニック

長崎市宝栄町23-15

095-862-6580

医療法人 田村内科神経内科 油木坂クリニック 長崎市油木町8-48

095-845-5314

ちひろ内科クリニック

長崎市馬町47-1-3F

095-828-0118

つつみ内科クリニック

長崎市富士見町1-4

095-862-7161

つるた医院

長崎市花園町7-7

095-861-2221

医療法人 哲翁内科医院

長崎市浜口町13-9

095-846-5563

独立行政法人国立病院機構 長崎病院

長崎市桜木町6番41号

095-823-2261

医療法人徳洲会 長崎北徳洲会病院

長崎市滑石1丁目12番5号

095-857-3000

社会医療法人 長崎記念病院

長崎市深堀町1丁目11番地54

095-871-1515

医療法人秋桜会 長崎新港診療所

長崎市京泊３丁目30-3

095-850-2822

医療法人緑風会 長崎みどり病院

長崎市富士見町18-24

095-833-1350

中西内科

長崎市金屋町2番10号

095-820-2350

中村内科医院

長崎市上戸町3-4-21

095-832-5511

医療法人 中村内科クリニック

長崎市竹の久保町1番2号

095-864-1234

鳴見台山中クリニック

長崎市鳴見台1丁目28-5

095-814-1171

西田内科胃腸科医院

長崎市油屋町6番11号

095-826-0982

西谷クリニック

長崎市西海町1694-6

095-884-3822

医療法人有葵会 のぼる内科

長崎市中園町10-5

095-843-1110

羽野内科

長崎市上黒崎町20番地

0959-25-1500

浜崎内科クリニック

長崎市小ヶ倉町2-183

095-878-7122

医療法人社団康仁会 林医院

長崎市弁天町11番22号

095-861-6048

医療法人 原田医院

長崎市平和町11番11号

095-844-0594

医療法人外海弘仁会 日浦病院

長崎市下墨崎町1402番地

0959-25-0039

飛田内科クリニック

長崎市琴海形上町1782-1

095-860-7777

医療法人社団 深堀内科医院

長崎市小ヶ倉町3丁目76番地77

095-878-1182

医療法人福曜会 福田医院

長崎市鍛冶屋町6番6号

095-823-5071

医療法人 古市外科胃腸科医院

長崎市緑ヶ丘町2-1

095-844-5555

医療法人 星子医院

長崎市新戸町1丁目18番1号

095-878-5414

牧医院

長崎市東立神町8-13

095-861-5413

牧野くみ形成クリニック

長崎市城栄町32-20，城山ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ3F

095-842-5550

まつお医院

長崎市上戸町2-17-11

095-878-3230

長
崎
市

松元クリニック

長崎市新地町1番5号

095-811-1035

医療法人社団 まわたり内科医院

長崎市西山2丁目9番2号

095-822-0101

右田医院

長崎市界1丁目1-5

095-839-5100

三島内科医院

長崎市上戸町2丁目8-16

095-878-2121

医療法人相生会たじま内科消化器内科

長崎市銅座町4-14，青木ビル6F

095-822-0019

重工記念長崎病院

長崎市丸尾町６番１７号

095-828-4823

医療法人緑風会 みどりクリニック

長崎市城栄町32-20

095-844-7191

牟田医院

長崎市矢上町9番6号

095-837-1301

医療法人 牟田内科・循環器科医院

長崎市八幡町4番16号

095-823-6089

医療法人誠友会 森つとむ内科

長崎市籠町2番26号，籠町ビル2F

095-823-1768

諸熊内科医院

長崎市中園町11-22

095-846-3535

安井内科

長崎市大浜町317-5

095-865-5858

やすひウィメンズクリニック

長崎市銅座町2-15 ＮＫイリスビル5F

095-825-9700

医療法人 やなぎクリニック

長崎市万屋町6番18号

095-820-3105

医療法人 やました内科

長崎市城山町31番14号，ｻﾄﾐﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ4F

095-861-3070

山根内科胃腸科医院

長崎市幸町6-20

095-823-6769

山本外科医院

長崎市下西山町1-5

095-823-8585

横田医院

長崎市桜馬場2丁目1番15号

095-822-5005

横田医院

長崎市大園町10-12

095-857-2406

医療法人 吉見内科胃腸科

長崎市千歳町10-3，よしみビル5F

095-841-8441

わたべクリニック

長崎市元船町12-11，藤村ビル2F

095-827-6811

医療法人 落内科医院

長崎市銅座町3-24

095-824-2066

じゅうばし内科医院

長崎市滑石1丁目25番12号

095-855-1084

医療法人 宮崎内科医院

長崎市白鳥町3-12

095-845-0312

小濱産婦人科医院

長崎市丸山町1番5号

095-822-1847

医療法人 平田クリニック

長崎市上野町1番5号

095-845-6175

医療法人 山元内科

長崎市柳谷町8番20号

095-860-0061

医療法人 川本内科医院

長崎市宿町27番地3

095-839-8739

岩永外科クリニック

長崎市旭町21-12

095-862-3211

医療法人 倉田醫院内科婦人科

長崎市小峰町3番6号

095-843-8211

江良医院

長崎市住吉町5-15

095-844-0415

諏訪の杜クリニック

長崎市桜馬場1丁目2-8

095-829-7000

藤井外科医院

長崎市茂木町2172-13

095-836-3233

木下漢方内科クリニック

長崎市目覚町13番8号

095-841-8833

どうつ耳鼻咽喉科クリニック

長崎市大浦町3番27号，101

095-829-3321

はまのまち内科循環器内科

長崎市浜町7番23号，松永ビル3F

095-832-2277

社会医療法人春回会 井上病院

長崎市宝町6番12号

095-844-1281

武田内科医院

長崎市住吉町２番22号

095-846-9230

医療法人蘭佑会 濱辺外科クリニック

長崎市下西山町2-2

095-827-1799

松尾内科医院

長崎市栄町3－10

095-825-0211

医療法人厚生会 虹が丘病院

長崎市虹が丘町1番1号

095-856-1112

医療法人杏会 杏クリニック婦人科・内科・産科 長崎市恵美須町3番7号

095-824-5958

社会医療法人健友会大浦診療所

095-821-1367

長崎市大浦町9-30

有高クリニック

長崎市万屋町4-19

095-828-3770

医療法人天野内科

長崎市小江原２丁目３５番１６号

095-894-8800

医療法人赤司内科消化器科医院

長崎市若葉町14番8号

095-848-2525

医療法人健正会大久保病院

長崎市戸石町1470-1

095-830-2131

医療法人奥内科医院

長崎市西山2-10-10

095-822-5355

社会医療法人健友会上戸町病院

長崎市上戸町4-2-20

095-879-0705

医療法人河野内科医院

長崎市川平町1204,メディケアビル２Ｆ

095-846-5101

しながわ内科クリニック

長崎市愛宕2-11-33

095-823-2662

せいごうクリニック

長崎市畝刈町1613番地85 ニューポートメディカルビル2F 090-860-9025

田浦医院

長崎市西海町1734

095-884-1875

髙村内科医院

長崎市万屋町2-10

095-822-4332

医療法人谷川放射線科胃腸科医院

長崎市若葉町6-1

095-844-0417

医療法人中川外科医院

長崎市岩屋町20-25

095-856-3320

野田消化器クリニック

長崎市浜町2-18,クリエート長崎ビル２Ｆ

095-826-9252

医療法人浜崎外科医院

長崎市曙町3-6

095-861-6034

医療法人はやしだ内科

長崎市新戸町2丁目12番8号

095-879-2520

はらかわ内科クリニック

長崎市扇町13-3

095-870-5512

医療法人原口医院

長崎市鶴見台1-14-15

095-878-3535

医療法人ひぐち医院

長崎市彦見町2-9

095-823-1956

藤瀬クリニック

長崎市住吉町3-1,サン住吉ビル2Ｆ

095-865-6611

古川宮田整形外科内科クリニック

長崎市中園町22-10

095-846-0022

みしま内科・消化器内科クリニック

長崎市大手1-28-15

095-814-0001

医療法人爽健美会みね形成外科・美容皮ふクリニック

長崎市住吉町2-22

095-847-0010

医療法人稲仁会三原台病院

長崎市三原1-8-35

095-846-8111

諸熊医院

長崎市浜町4-20

095-827-6114

矢上藤尾大坪外科胃腸科

長崎市矢上町48-3

095-814-9000

山川内科

長崎市岩屋町23-3

095-801-5858

山口内科・循環器内科

長崎市竹の久保町11-10

095-818-1333

吉田医院

長崎市桜馬場1-10-17

095-822-6817

吉弘医院

長崎市松ヶ枝町6-1

095-824-3303

まつもと内科麻酔科クリニック

長崎市平山町828-1

095-834-5511

まさき内科呼吸器クリニック

長崎市銅座町5-7,サイノオビル３Ｆ

095-801-5908

医療法人長谷川医院

長崎市京泊３丁目30-17

095-850-2000

西じま内科クリニック

長崎市新地町8-16,ミナトパークビル２Ｆ

095-821-1182

医療法人社団博生会大久保医院

長崎市新地町4-15

095-823-5996

医療法人木下内科医院

長崎市江戸町5-14

095-822-9266

かご町サトウ医院

長崎市籠町8-41

095-823-2365

医療法人今村たちばなベイクリニック

長崎市網場町487-8

095-830-1188

医療法人安中外科・脳神経外科医院

長崎市丸山町2-6

095-823-4813

医療法人やない小児科医院

長崎市岩見町5-13

095-861-3711

朝長医院

長崎市長浦町2583

095-885-2722

医療法人恵会光風台病院

長崎市鳴見台2-45-20

095-850-0001

医療法人永尾内科医院

長崎市宝栄町1-1

095-861-6769

滑石まごころクリニック

長崎市滑石5-5-24

095-894-8891

医療法人社団健正会黒岩医院

長崎市古町6番地

095-821-9618

すみよし内科 内分泌・代謝クリニック

長崎市住吉町3-18

095-849-2282

山下内科呼吸器科

長崎市千歳町10-2,竹林ビル２Ｆ

095-841-8226

小田循環器内科

長崎市万屋町5-38，西川家ビル3F

095-822-8010

医療法人社団 東望会 おおくぼ乳腺クリニック 長崎市矢上町２５－１幸照メディカルビル２Ｆ・３Ｆ

095-839-8811

医療法人 山の手クリニック

長崎市新地町12番8号，理研ビル4F

095-832-2255

やまさき内科医院

長崎市千歳町2番6号，ヒワタシビル

095-844-6913

