県の機関
機関名

電話番号

管轄等

＜女性の悩みやこころの健康相談、医療機関などの情報提供＞
西彼保健所地域保健課

095-856-5159

県央保健所地域保健課

0957-26-3306

県南保健所地域保健課

0957-62-3289

県北保健所地域保健課

0950-57-3933

五島保健所地域保健課

0959-72-3125

上五島保健所地域保健課

0959-42-1121

壱岐保健所地域保健課

0920-47-0260

対馬保健所地域保健課

0920-52-0166

西海市・長与町・時津町
諫早市・大村市・東彼杵町
川棚町・波佐見町
島原市・雲仙市・南島原市
平戸市・松浦市・佐々町
五島市
新上五島町・小値賀町
壱岐市
対馬市

＜ＤＶ・虐待など女性に関する相談＞
長崎こども・女性・障害者支援センター

095-846-0560

佐世保こども・女性・障害者支援センター

0956-24-5125

＜経済的な悩み・福祉についての相談＞
西彼福祉事務所

095-846-8955

東彼・北松福祉事務所

0956-22-3211

上五島福祉事務所

0959-54-2131
＊９：００～１７：４５

＊県の福祉事務所は、郡
部が対象となっています
ので、市にお住いの方は
市の福祉事務所へご相談
下さい。

月～金（祝祭日を除く）

NPO ボランティア団体
名

称

NPO 法人
おなかの赤ちゃんヘルプライン
大村いのちを大切にする会

電話番号
よろこぶ － おさんしあわせ

0120-4 6 -0348
＜月～土

住所
長崎市中園町 5-8

10 時～16 時＞
はやく

こ お ふ く

0120-89-5029
＜２４時間対応＞

大村市本町 444

市町

＜妊娠・出産についての相談＞

市町名

担当課

電話番号

住所

長崎市

こども健康課

095-829-1255

長崎市桜町 6-3

佐世保市

子ども保健課

0956-24-1111

佐世保市高砂町 5-1

島原市

保健センター

0957-64-7713

島原市霊南２丁目 45

諫早市

健康福祉センター

0957-27-0700

諫早市宇都町 29-1

大村市

こどもセンター

0957-54-9100

大村市本町 413-2

平戸市

こども未来課

0950-22-4111

平戸市岩の上町 1508-3

松浦市

子育て・こども課

0956-72-1111

松浦市志佐町里免 365

対馬市

健康増進課

0920-52-4888

対馬市厳原町東里 303-1

壱岐市

健康保健課

0920-45-1114

壱岐市芦辺町芦辺浦 562

五島市

健康政策課

0959-74-5831

五島市三尾野１丁目 7-1

西海市

こども課

0959-37-0029

西海市大瀬戸町樫浦郷 2278-1

雲仙市

子ども支援課

0957-36-2500

雲仙市千々石町戊 582

南島原市

こども未来課

0957-73-6652

南島原市有家町山川 58

長与町

こども政策課

095-883-1111

長与町嬉里郷 659-1

時津町

保健センター

095-882-2796

時津町元村郷 429-2

東彼杵町

町民福祉課

0957-46-1111

東彼杵町蔵本郷 1850-6

川棚町

健康推進課

0956-82-3131

川棚町中組郷 1518-1

波佐見町

健康推進課

0956-85-2483

波佐見町宿郷 660

小値賀町

健康管理センター

0959-56-3763

小値賀町笛吹郷 1757-8

佐々町

健康相談センター

0956-63-5800

佐々町市場免 23-1

新上五島町

こども課

0959-53-1133

新上五島町青方郷 1585-1

産科医療機関

＜妊娠等の悩み相談窓口＞

地 区

長
崎
・
西
彼
地
区

佐
世

医療機関名

電話番号

住 所

1 長崎大学病院産婦人科

095-819-7363

長崎市坂本1-7-1

2 長崎みなとメディカルセンター

095-822-3251

長崎市新地町6-39

3 高尾産婦人科医院

095-856-0697

長崎市滑石4-3-36

4 小濱産婦人科医院

095-822-1847

長崎市丸山町1-5

5 ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸICHIRO

095-814-1603

長崎市京泊3-10-15

6 産婦人科宮村医院

095-845-0101

長崎市橋口町22-10

7 杏クリニック

095-824-5958

長崎市中野1-22MJMビル

8 しもむら産婦人科

095-821-3541

長崎市古川町8-11

9 もとむら産婦人科

095-878-9729

長崎市江川町542-1

10 渕レディスクリニック

095-822-1103

長崎市麹屋町2-16

11 藤田クリニック

095-834-7700

長崎市桜町7-2

12 花みずきﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ

095-841-7122

長崎市住吉町13-16

13 まつお産科・婦人科ｸﾘﾆｯｸ

095-845-1721

長崎市石神町1-19

14 いまむらウィミンズクリニック

095-824-2075

長崎市大浦町1-26

15 田栗レディースクリニック

095-844-1977

長崎市中園町10-21

16 福居産婦人科医院

095-844-1985

長崎市中園町3-2

17 おおくぼ乳腺クリニック

095-839-8811

長崎市矢上町25-1 ２F

18 宝マタニティクリニック

095-838-7117

長崎市東町1732-1

19 奥田産婦人科

095-844-0489

長崎市平野町11-9

20 牟田産婦人科

095-823-7148

長崎市万屋町6-32

21 池田産科-YOU-婦人科医院

095-813-3535

長崎市矢上町31-6

22 岡本ウーマンズクリニック

095-820-2864

長崎市江戸町7-1

23 杉田レディースクリニック

095-849-3030

長崎市松山町3-94 ３F

24 倉田醫院

095-843-8211

長崎市小峰町3-6

25 みやむら女性のクリニック

095-849-5507

長崎市川口町1-1-108

26 済生会長崎病院

産婦人科

095-826-9236

長崎市片淵２丁目5-1

27 あいウーマンズクリニック

095-818-5318

長崎市五島町5-38 １F

28 日赤長崎原爆病院

095-847-1511

長崎市茂里町3-15

29 婦人科やすひｳｲﾒﾝｽﾞ･ﾍﾙｽｸﾘﾆｯｸ

095-825-9700

長崎市銅座町2-15NKｲﾘｽﾋﾞﾙ

30 三浦産婦人科医院

095-882-7000

時津町野田郷25-1

0956-225136

佐世保市島地町10-17

0956-24-1515

佐世保市平瀬町9-3

内科・婦人科

31 佐世保共済病院

婦人科

産婦人科

32 佐世保市立総合医療センター

産婦人科

保

33 花高産婦人科小児科内科医院

0956-38-5676

佐世保市花高3-28-8

・

34 荒木産婦人科診療所

0956-22-5409

佐世保市光月町4-4

県

35 井上産科婦人科医院

0956-48-4800

佐世保市新田町707-5

北

36 村上病院

0956-38-5555

佐世保市早岐1-6-22

37 産婦人科松永クリニック

0956-39-3511

佐世保市早岐3-6-3

38 東島レディースクリニック

0956-31-5758

佐世保市大宮町17-13

地
区

地 区

医療機関名

電話番号

住 所

39 山下レディースクリニック

0956-25-5001

佐世保市島瀬町4-19 ３F

40 とみた産婦人科クリニック

0956-34-7711

佐世保市日宇町2759-1

・

41 一瀬診療所

0956-22-8082

佐世保市本島町1-11

県

42 つきやま産婦人科

0956-22-5913

佐世保市光月町1-23

43 中山ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ

0956-72-0050

松浦市志佐町里免297

44 平井産婦人科医院

0956-62-3903

佐々町羽須和免780-5

0957-22-1380

諫早市永昌東町24-1

46 立石産婦人科医院

0957-22-0292

諫早市栄町7-6

47 マムレディースクリニック

0957-22-0678

諫早市永昌東町20-23

48 安永産婦人科医院

0957-22-0032

諫早市泉町17-22

49 たらみｴﾝｾﾞﾙﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ

0957-43-4330

諫早市多良見町化屋879-4

50 出口医院ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ

0957-22-3410

諫早市東小路町14-33

51 長崎医療センター

0957-52-3121

大村市久原2-1001-1

52 ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸしげまつ

0957-54-9200

大村市古町1-514

53 大村中央産婦人科

0957-52-3850

大村市水主町2-609-1

54 よしだﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ

0957-56-2227

大村市富の原2-366-3

55 おび産婦人科医院

0957-54-1103

大村市本町223-2

56 まつお産婦人科

0956-82-2038

川棚町百津郷452

57 なおみレディースクリニック

0957-61-1400

島原市北安徳町3064-1

58 島原マタニティ病院

0957-62-7111

島原市新町2-278

59 山﨑産婦人科医院

0957-64-1103

島原市湊町350

60 坂本内科医院

0957-63-4641

島原市親和町丁2670-10

61 京泊馬場医院

0957-88-2050

雲仙市南串山町丙9899-1

62 佐藤医院

0957-78-5555

雲仙市国見町神代丙414-1

63 松本医院

0957-36-0053

雲仙市愛野町乙599

64 哲翁病院

0957-86-3226

南島原市口之津町甲1181

65 いその産婦人科

0957-82-2430

南島原市西有家町須川1792

66 長崎県五島中央病院

0959-72-3181

五島市吉久木町205

67 福江産婦人科医院

0959-72-6140

五島市江川町10-6

68 長崎県上五島病院

0959-52-3000

新上五島町青方郷1549-11

69 品川病院

0920-47-0121

壱岐市郷ノ浦町東触854-2

70 壱岐病院

0920-47-1131

壱岐市郷ノ浦町東触1626

71 長崎県対馬病院

0920-54-7111

対馬市美津島町雞知乙1168-7

72 三根診療所

0920-83-0032

対馬市峰町三根3-70

佐
世
保

北
地
区

45 健康保険諫早総合病院

県
央
・
東
彼
地
区

県
南
地
区

離
島
地
区

産婦人科

妊娠等の悩みについて、一人で悩まず
相談しやすいところにお尋ねください。

