長崎県内で奨学金制度がある医療施設等(平成30年4月現在)
（H30年度看護職員需要調査結果のうち公表可能と回答があったもの：長崎県ナースセンター調）
※奨学金制度の内容等詳細は各施設へ直接お問合せください。

●長崎市（29施設）
№

施設別

医療圏域順･市町別・施設別・50音順(全113施設)
施設名

1 病院 井上病院
2 病院 上戸町病院
3 病院 光仁会病院
4 病院 小江原中央病院
5 病院 三和中央病院
6 病院 昭和会病院
7 病院 十善会病院
8 病院 聖フランシスコ病院
9 病院 田上病院
10 病院 田川療養所
11 病院 出島病院
12 病院 長崎あじさい病院
13 病院 長崎掖済会病院
14 病院 長崎北徳洲会病院
15 病院 長崎記念病院
16 病院 長崎みどり病院
17 病院 長崎友愛病院
18 病院 長崎リハビリテーション病院
19 病院 日浦病院
20 病院 日見中央病院
21 病院 廣中病院
22 病院 道ノ尾病院
23 病院 三原台病院
24 診療所 こんどう整形外科
25 診療所 新里メディケアセンター
26 診療所 宝マタニティクリニック
27 訪看 長崎記念病院訪問看護ステーション
28 訪看 訪問看護ステーションすみ香
29 老健 ろうけん新里浦上

凡例 特養：特別養護老人ホーム
養護：養護老人ホーム
訪看：訪問看護ステーション
老健：介護老人保健施設、
介護療養型老人保健施設

住所

電話番号

長崎市宝町６番１２号
長崎市上戸町４丁目２－２０
長崎市三原３丁目６４３番地
長崎市小江原２丁目１－２０
長崎市布巻町１６５番地１
長崎市東山手町６番５１号
長崎市籠町７番１８号
長崎市小峰町９－２０
長崎市田上２丁目１４番１５号
長崎市錦２丁目１番１号
長崎市出島町１２番２３号
長崎市大浦町１０-４０
長崎市樺島町５－１６
長崎市滑石１丁目１２番５号
長崎市深堀町１丁目１１番地５４
長崎市富士見町１８-２４
長崎市蚊焼町２３１４番地１
長崎市銀屋町４－１１
長崎市下黒崎町１４０２
長崎市芒塚町２２－３
長崎市田手原町８１１-９
長崎市虹が丘町１-１
長崎市三原１丁目８番３５号
長崎市京泊３丁目３０番１１号
長崎市茂里町３番２０号
長崎市東町１７３２－１
長崎市深堀町１丁目１１番地５４
長崎市エミネント葉山町２番５号
長崎市茂里町３番２０号

095-844-1281
095-879-0705
095-844-3456
095-846-1010
095-898-7511
095-827-0181
095-821-1214
095-846-1888
095-826-8186
095-845-2188
095-822-2323
095-828-9715
095-824-0610
095-857-3000
095-871-1515
095-833-1350
095-892-0630
095-818-2002
095-925-0039
095-838-2760
095-825-1364
095-856-1111
095-846-8111
095-850-6355
095-848-4310
095-838-7117
095-871-5006
095-855-0511
095-813-1234

●西海市（3施設）
№ 施設別
施設名
1 病院 真珠園療養所
2 診療所 さいかいクリニック
3 訪看 訪問看護ステーションえがお

住所
西海市西彼町八木原郷３４５３－１
西海市大島町１８７６-５９
西海市西彼町八木原郷３４５３－１

電話番号
0959-28-0038
0959-34-2227
0959-28-0038

●時津町（1施設）
№ 施設別
施設名
1 病院 長崎百合野病院

住所
西彼杵郡時津町元村郷１１５５－２

電話番号
095-857-3366

●長与町（2施設）
住所
№ 施設別
施設名
1 訪看 訪問看護ステーション「コスモス」 西彼杵郡長与町高田郷２４４５-１
2 デイサービス 長与病院通所リハビリテーション 西彼杵郡長与町吉無田郷６４７

電話番号
095-857-8800
095-813-5602

●佐世保市（23施設）
№ 施設別
施設名
1 病院 佐世保記念病院
2 病院 佐世保共済病院
3 病院 佐世保中央病院
4 病院 サンレモ・リハビリ病院
5 病院 千住病院
6 病院 長崎労災病院
7 病院 福田外科病院
8 病院 北松中央病院
9 病院 村上病院
10 病院 燿光リハビリテーション病院
11 診療所 愛健医院
12 診療所 一瀬診療所
13 診療所 きたやま泌尿器科医院
14 診療所 増田整形外科
15 訪看 千住訪問看護ステーション
16 老健 介護老人保健施設サクラ
17 老健 介護老人保健施設サン
18 特養 特別養護老人ホーム花ぞ野
19 養護 養護老人ホームしかまち
20 デイサービス ドリームケア黒髪
21 デイサービス ドリームケア須田尾
22 デイサービス ドリームケア戸尾
23 学校 佐世保市医師会看護専門学校

住所
佐世保市鹿子前町１０４
佐世保市島地町１０－１７
佐世保市大和町１５
佐世保市江上町４８４８-１
佐世保市宮地町５番５号
佐世保市瀬戸越２丁目１２-５
佐世保市藤原町３８-３
佐世保市江迎町赤坂免２９９番地
佐世保市早岐１-６-２２
佐世保市山手町８５５－１
佐世保市上本山町１０５９
佐世保市本島町１-１１
佐世保市高砂町１－９
佐世保市高砂町４-２１
佐世保市宮地町５-５
佐世保市八幡町１－２
佐世保市大和町３０番地
佐世保市折橋町５４－３４
佐世保市鹿町町下歌ヶ浦１０９-７
佐世保市黒髪町３８０４-３
佐世保市須田尾町３０４-２
佐世保市戸尾町４-５
佐世保市祇園町２５７

電話番号
0956-28-1111
0956-22-5136
0956-33-7151
0956-58-5900
0956-24-1010
0956-49-2191
0956-34-0151
0956-65-3101
0956-38-5555
0956-25-3210
0956-40-8488
0956-22-8082
0956-24-3311
0956-24-0056
0956-23-9273
0956-23-1802
0956-33-7771
0956-29-3001
0956-73-2500
0956-33-7621
0956-27-8161
0956-23-3370
0956-23-8716

●平戸市（8施設）
№ 施設別
施設名
1 病院 柿添病院
2 病院 北川病院
3 病院 青洲会病院
4 病院 谷川病院
5 病院 平戸市民病院
6 病院 平戸市立生月病院
7 老健 介護老人保健施設ひらどせと
8 老健 介護老人保健施設ひらんど

住所
平戸市鏡川町２７８
平戸市浦ノ町７３７
平戸市田平町山内免６１２－４
平戸市田平町山内免４００
平戸市草積町１１２５-１２
平戸市生月町山田免２９６５番地
平戸市田平町山内免６１３－１８
平戸市浦の町７４５－１

電話番号
0950-23-2151
0950-22-2344
0950-57-2155
0950-57-0045
0950-28-1113
0950-53-2155
0950-57-2222
0950-23-8288

●松浦市（1施設）
№ 施設別
1 病院 武部病院

住所
松浦市今福町北免２０９１-１

電話番号
0956-74-0007

●島原市（6施設）
№ 施設別
施設名
1 病院 池田病院
2 病院 貴田神経内科・呼吸器科・内科病院
3 病院 柴田長庚堂病院
4 病院 島原マタニティ病院
5 診療所 土井外科消化器内科医院
6 訪看 指定訪問看護ステーションウイング大手門

住所
島原市湖南町６８９３-２
島原市有明町大三東戊７９０-２
島原市中堀町６８
島原市新町２丁目２６２番地１
島原市中町８２３
島原市前浜町丙２１番地１

電話番号
0957-62-5161
0957-68-0040
0957-64-1111
0957-62-7111
0957-62-6305
0957-63-5753

●雲仙市（2施設）
№ 施設別
施設名
1 病院 愛野ありあけ病院
2 病院 公立新小浜病院

住所
雲仙市愛野町甲３７０
雲仙市小浜町南本町９３番地

電話番号
0957-36-0153
0957-74-2211

●南島原市（7施設）
№ 施設別
施設名
1 病院 泉川病院
2 病院 浦上病院
3 病院 口之津病院
4 病院 哲翁病院
5 訪看 訪問看護ステーションあい
6 老健 介護老人保健施設フォンテ
7 老健 介護老人保健施設夢織りの里

住所
南島原市深江町丁２４０５
南島原市南有馬町甲１２８５-１
南島原市口之津町丁５６１５
南島原市口之津町甲１１８１
南島原市深江町丁２６６３番地２
南島原市深江町丁２４２１
南島原市西有家町里坊４１－１

電話番号
0957-72-2017
0957-85-3508
0957-86-2200
0957-86-3226
0957−72−6688
0957-72-6123
0957-82-6082

施設名

●諫早市（13施設）
№ 施設別
施設名
1 病院 唐比病院
2 病院 慈恵病院
3 病院 西諫早病院
4 病院 宮崎病院
5 福祉施設 諫早療育センター
6 福祉施設 みさかえの園あゆみの家
7 福祉施設 みさかえの園むつみの家
8 訪看 慈恵病院訪問看護ステーション
9 訪看 宮崎病院訪問看護ステーション
10 老健 ろうけん西諫早
11 特養 特別養護老人ホームしろみ
12 デイサービス 唐比病院通所リハビリテーション
13 学校 長崎県央看護学校

住所
諫早市森山町唐比西１１６５
諫早市多良見町化屋９９５
諫早市貝津町３０１５
諫早市久山町１５７５番地１
諫早市有喜町５３７番地２
諫早市小長井町遠竹２７２７－３
諫早市小長井町牧５７０-１
諫早市多良見町化屋９９５番地
諫早市久山台１０番地５
諫早市貝津町３０１５
諫早市城見町４３番１号
諫早市森山町唐比西１１６５
諫早市永昌町２３-２３

電話番号
0957-36-0011
0957-43-2115
0957-25-1150
0957-25-4800
0957-28-3131
0957-34-3115
0957-34-3113
0957-28-5511
0957-25-5800
0957-25-2266
0957-21-6263
0957-36-1700
0957-25-3232

●大村市（7施設）
№ 施設別
施設名
1 病院 大村共立病院
2 病院 中澤病院
3 病院 南野病院
4 診療所 篠原皮ふ科クリニック
5 診療所 平松整形外科医院
6 診療所 レディースクリニックしげまつ
7 デイサービス 南野病院デイサービス

住所
大村市上諏訪町１０９５番地
大村市東大村１丁目２５２４-３
大村市東三城町３３
大村市上諏訪町837-1
大村市富の原２-２１８-４
大村市古町１丁目５１４
大村市東三城町２９

電話番号
0957-53-1121
0957-53-5072
0957-54-8800
0957-50-1677
0957-27-4422
0957-54-9200
0957-54-8800

●東彼杵町（1施設）
№ 施設別
1 病院 鈴木病院

住所
東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷１０８５

電話番号
0957-46-0145

住所
五島市吉久木町２０５番地
五島市大荒町７３番地２
五島市吉久木町９０８－１

電話番号
0959-72-3181
0959-72-6140
0959-74-2131

施設名

●五島市（3施設）
№ 施設別
施設名
1 病院 五島中央病院
2 診療所 福江産婦人科医院
3 老健 介護老人保健施設五島福寿園

●新上五島町（2施設）
住所
№ 施設別
施設名
1 病院 上五島病院
南松浦郡新上五島町青方郷１５４９－１１
2 訪看 上五島病院指定訪問看護ステーション 南松浦郡新上五島町青方郷１５４９－１１

電話番号
0959-52-3000
0959-52-3000

●壱岐市（1施設）
№ 施設別
1 病院 壱岐病院

電話番号
0920-47-1131

施設名

住所
壱岐市郷ノ浦町東触１６２６

●対馬市（4施設）
住所
№ 施設別
施設名
1 病院 対馬病院
対馬市美津島町雞知乙１１６８番７
2 病院 上対馬病院
対馬市上対馬町比田勝６３０番地
3 訪看 上対馬病院訪問看護ステーション 対馬市上対馬町比田勝６３０番地上対馬病院内
4 老健 介護老人保健施設結石山荘
対馬市上対馬町大浦６６－１

電話番号
0920-54-7111
0920-86-4321
0920-86-4334
0920-86-3018

