
指定介護療養型医療施設一覧 H29.10.1現在

名称
郵便番号
所在地

電話番号
ＦＡＸ番号

申請者の名称 代表者名
指定
年月日

指定
病床
数

1 長崎記念病院
851-0301
長崎市深堀町1丁目11番地54

(095)871-1515
(095)871-1510 （社医）長崎記念病院 福井　洋 H12.3.7 48

2 （医）慈恵会　小江原中央病院
851-1132
長崎市小江原2丁目1番20号

(095)846-1010
(095)846-1029 （医）慈恵会 今西　建夫 H12.3.7 35

3 （医）社団深堀内科医院
850-0961
長崎市小ケ倉3丁目76－77

(095)878-1182
(095)833-5003 （医）社団深堀内科医院 深堀　茂樹 H12.3.7 12

4 （医）平田クリニック
852-8113
長崎市上野町1番5号

(095)845-6175
(095)849-6241 （医）平田クリニック 平田　哲也 H12.3.7 6

5 （医）緑風会　長崎みどり病院
852-8022
長崎市富士見町18番24号

(095)832-1272
(095)861-1614 （医）緑風会 上戸　穂高 H12.3.7 23

6 （医）琴生会　大石共立病院
851-3102
長崎市琴海村松町246番地

(095)884-1111
(095)884-2527 （医）琴生会 梶山　茂 H12.3.7 8

7 （医）浜崎外科医院
852-8008
長崎市曙町3番6号

(095)861-6034
(095)861-6035 （医）浜崎外科医院 吉良　満夫 H14.12.1 6

8 牟田医院
851-0133
長崎市矢上町9番6号

(095)837-1301
(095)839-9780 牟田医院 牟田　直矢 H16.7.1 8

9 安中外科・脳神経外科医院
850-0902
長崎市丸山町2番6号

(095)823-4813
(095)822-7447 （医）安中外科・脳神経外科医院 安中　正和 H17.11.17 6

10 千住病院
857-0026
佐世保市宮地町5番5号

(0956)24-1010
(0956)24-8590 （特医）雄博会 千住　雅博 H12.3.7 35
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11 （医）誠愛会　佐世保記念病院
858-0922
佐世保市鹿子前町104番地

(0956)28-1111
(0956)28-1113 （医）誠愛会 佐藤　道彦 H12.3.7 56

12 （医）社団真友会　藤井医院
857-0062
佐世保市金比良町7番20号

(0956)22-4577
(0956)22-4222 （医）社団真友会　藤井医院 藤井　良介 H12.3.7 14

13 （医）社団平世会　村上医院
859-3223
佐世保市広田1丁目5番25号

(0956)38-1026
(0956)38-1089 （医）社団平世会 村上　英世 H12.3.7 8

14 日宇記念医院
857-1151
佐世保市日宇町2107

(0956)31-4606
(0956)31-5323 日宇記念医院 川崎　正名 H12.3.7 10

15 （医）社団創平会　くりや内科医院
859-3242
佐世保市指方町2217番地1

(0956)58-7888
(0956)58-7887 （医）社団創平会 厨　平 H12.3.7 5

16 （医）翠山会　いちょうクリニック
857-0064
佐世保市赤崎町298番地

(0956)26-8181
(0956)28-2524 （医）翠山会 大山　秀幸 H12.3.7 7

17 （医）道仁会　品川医院
857-0112
佐世保市柚木町2188

(0956)46-0005
(0956)46-0036 （医）道仁会 品川　知明 H12.3.7 9

18 最勝寺内科医院
858-0908
佐世保市光町1－18

(0956)47-2613
(0956)47-7528 最勝寺内科医院 最勝寺　正智 H13.8.1 9

19 （医）城内会　八尾病院
855-0036
島原市城内1丁目1193番地

(0957)62-5131
(0957)62-5409 （医）城内会 八尾　哲史 H12.3.7 15

20 （医）慈眼会　坂本内科医院　指定
介護療養型医療施設

855-0863
島原市親和町丁2670番地10

(0957)63-4641
(0957)64-4590 （医）慈眼会 関本　眞由美 H12.3.7 12

21 （医）社団晋友会　野田医院
859-0312
諫早市西里町23番地

(0957)24-1777
(0957)24-1941 （医）社団晋友会 野田　晋 H12.3.7 6

22 （医）回春堂　犬尾内科医院
854-0003
諫早市泉町14番26号

(0957)22-0245
(0957)22-7072 （医）回春堂　犬尾内科医院 犬尾　元 H12.3.7 6
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23 （医）福田消化器内科医院
854-0072
諫早市永昌町5番22号

(0957)26-5959
(0957)25-1188 （医）福田消化器内科医院 福田　直敏 H12.3.7 6

24 （医）社団古川医院
859-0303
諫早市高天町2612－１

(0957)24-8300
(0957)24-8300 （医）社団古川医院 古川　泰蔵 H12.3.7 6

25 （医）社団仁愛会　中村医院
859-0401
諫早市多良見町化屋843番地

(0957)43-0008
(0957)43-3936 （医）社団仁愛会 中村　晉 H12.3.7 6

26 （医）享由会　たけさこ整形外科
859-0401
諫早市多良見町化屋1100－7

(0957)43-5615
(0957)43-5578

（医）享由会　たけさこ整形外
科

竹迫　純享 H12.3.7 4

27 （医）社団大塚会　唐比病院
854-0208
諫早市森山町唐比西1165番地

(0957)36-0011
(0957)36-3082 （医）社団大塚会 小田　純爾 H12.3.7 40

28 （医） 藤山循環器内科医院 859-0117
諫早市高来町峰 9－5

(0957)32-2130
(0957)32-5461 （医）藤山循環器内科医院 藤山　増昭 H12.3.7 6

29 （医）社団長崎医院
856-0801
大村市寿古町767番地

(0957)55-8615
(0957)55-8615 （医）社団長崎医院 長崎　省吾 H12.4.1 12

30 （医）澤田胃腸科内科医院
856-0020
大村市小路口本町330番地1

(0957)55-1507
(0957)55-8284 （医）澤田胃腸科内科医院 澤田　一彦 H12.4.1 4

31 国民健康保険平戸市民病院
859-5393
平戸市草積町1125番地12

(0950)28-1113
(0950)28-0800 平戸市 黒田　成彦 H12.3.7 13

32 （医）社団昌徳会　田中病院
859-4752
松浦市御厨町里免871番地

(0956)75-0211
(0956)75-0222 （医）社団昌徳会 田中　彰 H12.3.7 11

33 武部病院
859-4521
松浦市今福町北免2091番地1

(0956)74-0007
(0956)74-0746 （医）陽迎堂 武部　勝海 H12.3.7 25

34 国民健康保険直営松浦市立福島診療
所

848-0403
松浦市福島町塩浜免2944番地21

(0955)47-2003
(0955)47-2146 松浦市 友広　郁洋 H18.1.1 19
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35 国民健康保険直営松浦市立鷹島診療
所

859-4303
松浦市鷹島町神崎免352番地1

(0955)48-2012
(0955)48-2039 松浦市 友広　郁洋 H18.1.1 12

36 （医）玉水会　赤木病院
811-5133
壱岐市郷ノ浦町本村触111番地

(0920)47-0085
(0920)47-5570 （医）玉水会　赤木病院 赤木　良寛 H12.3.7 6

37 （医）社団穂仁会　よこた医院
859-1206
雲仙市瑞穂町西郷辛1172

(0957)77-2000
(0957)77-2233 （医）社団穂仁会 横田　美登志 H12.3.7 12

38 永吉医院
859-1101
雲仙市吾妻町本村名234

(0957)38-2015
(0957)38-2050 永吉医院 永吉　敏郎 H12.3.7 17

39 （医）祐和会　安藤病院
859-1107
雲仙市吾妻町牛口名378－2

(0957)38-2152
(0957)38-3152 （医）祐和会 安藤　宏平 H12.3.7 40

40 （医）弘池会　口之津病院
859-2503
南島原市口之津町丁5615番地

(0957)86-2200
(0957)86-5070 （医）弘池会 池永　弘二 H12.3.7 37

41 （医）薫風会　石川内科医院
859-2211
南島原市西有家町里坊25番地1

(0957)82-8822
(0957)82-2220 （医）薫風会 石川　和仁 H12.3.7 17

42 近藤医院
851-2108
西彼杵郡時津町日並郷1325番地8

(095)882-7060
(095)882-5832 （医）近藤医院 近藤　敏 H13.10.1 6

43 実松整形外科
859-3808
東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1759-9

(0957)47-0278
(0957)47-0274 実松整形外科 実松　義昭 H12.3.7 6

44 波佐見病院
859-3726
東彼杵郡波佐見町稗木場郷792－1

(0956)85-7021
(0956)85-7022 波佐見病院 岡崎　敏幸 H12.3.7 8
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