長崎市・在宅支援リハビリセンター・地域包括支援センター・がん診療連携登録医療機関名簿
長崎市在宅支援
医療機関名
リハビリセンター
地域包括支援センター
業務受託者
片渕・長崎
稲澤歯科医院
長崎市夫婦川町1-10
貝通丸歯科
リバーカップル1階
田口歯科クリニック
Ｔｅｌ 095-801-5188
歯科小児矯正歯科つのまち医院
fａｘ 095-822-1510
ふじ歯科診療所
きだか歯科医院
（一社）是真会
桜馬場
許斐歯科診療所
長崎リハビリ
長崎市魚の町3-21
さかがみ歯科
テーション病院
マリンハイツ長崎302号
医療法人広進会 常岡歯科診療所
Ｔｅｌ 095-818-2002
Ｔｅｌ 095-818-6602
医療法人 藤樹歯科医院
fａｘ 095-821-1187
fａｘ 095-811-5873
医療法人さくらスマイル会 村橋歯科診療所
わたなべTOMO歯科医院
大浦
長崎市相生町1-17
メゾン田中202号
Ｔｅｌ 095-818-8311
fａｘ 095-818-8310

住所

電話番号

長崎市大黒町3-1長崎交通産業ﾋﾞﾙ5F
長崎市下西山町2-3 ｼﾊﾞﾀﾋﾞﾙ1F
長崎市桜町5-8 桜町ﾋﾞﾙ3F
長崎市出来大工町62-4
長崎市万才町3-12-303
長崎市出島町13-1 栗原ﾋﾞﾙ1F
長崎市油屋町1-14
長崎市鍛冶屋町6-18
長崎市油屋町2-18
長崎市銅座町2-15 NKｲﾘｽﾋﾞﾙ4F
長崎市桜馬場1丁目2-12
長崎市油屋町1-2 MOTOﾋﾞﾙ2F

095-827-3388
095-823-6480
095-826-2586
095-827-4418
095-811-1331
095-825-5955
095-822-5757
095-822-0372
095-822-0295
095-820-8080
095-822-6348
095-820-8030

犬塚歯科医院
医療法人 楠田歯科診療所
平川歯科医院
宮崎歯科医院

長崎市岩見町4-2
長崎市城山町19-5
長崎市城栄町16-15
長崎市稲佐町6-3

095-861-7860
095-862-5883
095-847-8773
095-861-0070

馬渡歯科医院

長崎市旭町9-18 旭ﾏﾝｼｮﾝ101

095-861-9041

まちだ歯科クリニック

長崎市茂木町1590-13

095-836-2552

医療法人 よしだ歯科

長崎市上戸町2丁目17-6

095-878-7191

小江原･式見
長崎市小江原町3丁目22-8
Ｔｅｌ 095-848-1222
fａｘ 095-848-1223
医療法人慈恵会
小江原中央病院
Ｔｅｌ 095-846-1010
ｆａｘ 095-846-1029

医療法人博和会
サテライト型小規模
介護老人保健施設
サンブライト愛宕2
Ｔｅｌ 095-816-0222
ｆａｘ 095-823-9000

淵
長崎市城栄町19-7
1-Ｂツインズ城栄
Ｔｅｌ 095-814-0202
fａｘ 095-843-0026
西部
長崎市旭町8-23
ボナールビルディング103号
Ｔｅｌ 095-862-0119
fａｘ 095-862-8844
小島・茂木
長崎市田上2丁目2-7
Ｔｅｌ 095-820-8231
fａｘ 095-820-8235
戸町・小ヶ倉
長崎市上戸町2丁目9-8
１階・2階
Ｔｅｌ 095-879-7408
fａｘ 095-879-7409

医療法人稲仁会
三原台病院
Tel 095-846-8111
fax 095-843-0080

江平・山里
長崎市本原町13-15
本原ハイツ102号
Ｔｅｌ 095-841-7770
fａｘ 095-841-7780
西浦上・三川
長崎市花丘町20-3
花東ビル1階
Ｔｅｌ 095-847-0151
fａｘ 095-847-0141
滑石・横尾
長崎市滑石3丁目5-34
Ｔｅｌ 095-814-7770
fａｘ 095-856-6506

医療法人厚生会
虹が丘病院
Tel 095-856-1112
fax 095-857-7400

医療法人和仁会
和仁会病院
Tel 095-839-2051
fax 095-837-1230

社会医療法人
長崎記念病院
Tel 095-871-1515
fax 095-871-1510

緑が丘
長崎市白鳥町1-34
Ｆコールビル102号
Ｔｅｌ 095-847-3812
fａｘ 095-813-0003
岩屋
長崎市岩屋町23-13
富吉ビル
Ｔｅｌ 095-855-8000
fａｘ 095-855-8090
東長崎
長崎市田中町888
Ｔｅｌ 095-813-8060
fａｘ 095-813-8336
日見・橘
長崎市かき道2丁目34-11
Ｔｅｌ 095-801-2037
fａｘ 095-801-2038
土井首
長崎市江川町131番地102号
Ｔｅｌ 095-833-5454
fａｘ 095-833-5858
深堀・香焼
長崎市深堀町1丁目11-18
Ｔｅｌ 095-895-7007
fａｘ 095-895-7008

医療法人稲仁会 三原台病院歯科
寺崎歯科医院
医療法人 南歯科医院

長崎市三原1丁目8-35
長崎市小峰町3-31
長崎市平和町18-2

095-846-8111
095-847-9232
095-844-6265

岩本歯科医院
しらいし歯科医院
和田歯科医院

長崎市中園町6-28
長崎市川平町1404
長崎市千歳町4-7 ﾁﾄｾﾋﾞﾙ2F

095-844-0788
095-848-6006
095-843-3860

たかだ歯科医院
たなかこうせい歯科医院
医療法人 松谷歯科医院
森本歯科医院

長崎市滑石3丁目19-21 のぞみﾊｲﾂ2F
長崎市滑石3丁目19-11
長崎市滑石3丁目6-5
長崎市滑石5丁目11-66

095-855-0244
095-857-6020
095-857-9761
095-860-6100

にのみや歯科
むらかみ歯科医院

長崎市葉山1丁目14-28
長崎市葉山2丁目1-19

095-814-6171
095-855-1313

たら歯科

長崎市中里町1390-2

095-813-8800

南部
長崎市布巻町111-1
三和地域センター3階
Ｔｅｌ 095-892-3124
fａｘ 095-892-3141
琴海
長崎市琴海村松町704番地
医療法人秋桜会
14
介護老人保健施設コ
Ｔｅｌ 095-801-2730
スモスガーデン桜の
fａｘ 095-801-2731
里
三重・外海
西上歯科医院
Tel 095-840-1200
長崎市京泊2丁目4-37
fax 095-840-1300
プレジデント京泊1号
Ｔｅｌ 095-860-1100
fａｘ 095-860-1155
社会医療法人
長崎記念病院
Tel 095-871-1515
fax 095-871-1510

長崎市三重町330-6

095-850-6480

