
令和４年３月３日現在

施術者氏名 施術所名称 施術所住所 施術所電話番号

諸岡　実 諸岡鍼灸院 長崎市片淵2-8-10 095-821-6816

池下　孝幸 池下鍼灸院 長崎市下西山町13-25 095-826-5259

徳永　勝男 徳永鍼灸院 長崎市中川1-2-13 095-822-3667

白川　潤子 いの治療院 長崎市新中川町3-9 西原ビル 095-824-0566

白川　広 いの治療院 長崎市新中川町3-9 西原ビル 095-824-0566

泉　泰 鍼灸マッサージ清泉治療院 長崎市新中川町6番20号 095-829-0689

永田　佳大 さくら鍼灸院 長崎市桜馬場1-8-3泉田ビル1階 095-895-8835

森田　健一 森田鍼灸院 長崎市桜馬場1丁目3番13号 095-825-6877

伊藤　愛 たちばな鍼灸院 長崎市桜馬場1丁目1-7　Three・Mビル103 095-822-4888

黒田　知宏 黒田鍼灸治療院 長崎市夫婦川町2-1-1F 095-822-0572

森　星一郎 新大工町鍼灸整骨院 長崎市新大工町3番22号 木村地所第三ビル2階 095-816-1188

橋本　雅弘 新大工町鍼灸整骨院 長崎市新大工町3番22号 木村地所第三ビル2階 095-816-1188

諸岡　辰巳 諸岡鍼灸院 長崎市伊勢町1-4 095-824-8565

林田　京介 ももた接骨院　興善町院 長崎市興善町4-6　田都ビル2F 095-824-4340

西川　隆宏 たか治療院 長崎市興善町8番1-201 095-820-0832

橋口　勝己 大波止鍼灸整骨院 長崎市樺島町1-13 095-801-1299

林　堯 中国林楊針灸院 長崎市元船町13-14 095-822-1914

德永　芙美子 もとふな鍼灸院 長崎市元船町7-6-202 095-895-8425

中尾　有希 はりとおきゅうの専門院すみれ堂 長崎市金屋町9番29号ヴィラながさき501号 090-1928-7031

長浦　摂子 （出張専門） 長崎市銭座町9-5　エトワールⅣ-202 090-5389-0233

髙橋　美如 こころ鍼灸院 長崎市上銭座町11-8 095-846-1116

近藤　和史 こころ鍼灸院 長崎市上銭座町11-8 095-846-1116

西村　猛 こころ鍼灸院 長崎市上銭座町11-8 095-846-1116

平坂　るみ こころ鍼灸院 長崎市上銭座町11-8 095-846-1116

篠原　卓也 こころ鍼灸院 長崎市上銭座町11-8 095-846-1116

伊藤　元太郎 こころ鍼灸院 長崎市上銭座町11-8 095-846-1116

倉崎　弘文 倉崎鍼灸院 長崎市玉園町3-55 095-826-3024

笹島　宏孝 笹島鍼灸院 長崎市上町3-14 095-822-2078

柿木　治子 桜町治療院 長崎市上町1番27号 095-828-2313

中里　剛 鍼灸院なかさと 長崎市恵美須町6-18 095-832-8133

平木　恵 すずらん鍼灸院 長崎市大浜町1589-4-1F 095-865-1117

友永  遥香 すずらん鍼灸院 長崎市大浜町1589-4-1F 095-865-1117

前平　和隆 （出張専門） 長崎市小浦町453番地市営小浦アパートE2棟704号 090-6776-5818

中尾　直樹 中通り整骨院 長崎市八幡町4-18 095-827-0055

平野　理恵 はりきゅう院千安 長崎市伊良林1丁目2番8号 095-895-9563

中村　国雄 中村鍼灸療院 長崎市鍛冶屋町6-45 095-823-2668

森﨑　三郎 森﨑鍼灸院 長崎市鍛冶屋町8番47号 095-823-6865

森﨑　太一 森﨑鍼灸院 長崎市鍛冶屋町8番47号 095-823-6865

大坪　シメ子 大坪鍼灸施術所 長崎市油屋町3-19 095-822-6467

牧　信宏 はりきゅうマッサージ胡座堂 長崎市油屋町2-15-301 095-823-8855

有留　俊幸 有留はり灸院 長崎市上小島4丁目12-2 095-824-7096

髙橋　龍次郎 髙橋はり灸治療院 長崎市銅座町3番24号 木下ﾋﾞﾙ501号 095-823-3622

劉　智光 銅座町りゅう鍼灸院 長崎市銅座町7-7 050-3444-1291

松丸　和広 みなと鍼灸院 長崎市新地町8番16号　ミナトパークビル　1F 095-823-1112

岩永　弘明 くつろぎはり灸整骨院 長崎市新地町3-17 イオン長崎店4F 095-821-8266

阿比留　由紀子 アビル鍼灸治療院 長崎市浜町10-8-401 095-826-3980

新井　博 新井鍼灸院 長崎市浜町2番17号 403号 095-827-2558

西村　祥吾 堺はりきゅう治療院　長崎はまのまち院 長崎市浜町3-12 MAXビル1F 095-895-8353

尾端　梢 （出張専門） 長崎市東古川町4番11号　スターハイツビル502号 070-2376-7668

小川　祥広 中央橋鍼灸院 長崎市江戸町5-6-2F 095-826-8899

柳川　主税 長崎鍼灸療院 長崎市諏訪町8-1　本田ビル2 095-823-8600

長崎県後期高齢者医療　はり、きゅう施術費助成　施術担当一覧　【長崎市】
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伊藤　栄祐 さくら鍼灸院 長崎市大浦町8番29号 095-829-3337

尾端　梢 さくら鍼灸院 長崎市大浦町8番29号 095-829-3337

吉村　啓介 大浦針灸センター 長崎市大浦町9番30号 095-823-1493

川那　祥一 かわな鍼灸院 長崎市大浦町2-4　川那ビル2F 095-826-5166

山下　潮 潮鍼灸東洋院 長崎市相生町2-3 095-824-5864

吉野　賢一 吉野鍼灸院 長崎市相生町1-17ﾒｿﾞﾝﾄﾞ田中502 095-807-3083

内田　淳也 あいおい鍼灸院 長崎市相生町3-8 095-822-6208

松田　光忠 松田鍼灸マッサージ 長崎市戸町3丁目25番3号 095-878-9622

長濵　降三 長濵針、灸、マッサージ治療院 長崎市新戸町3丁目16-8 095-878-3689

川原　正信 東洋堂はりきゅう院 長崎市新戸町2丁目3番8号 095-807-2521

中嶋　晋 やなぎ快晴堂はり・きゅう院 長崎市小ヶ倉町3-109-2 095-879-2750

中嶋　祥子 やなぎ快晴堂はり・きゅう院 長崎市小ケ倉町3丁目109番地2 095-879-2750

中嶋　謙介 やなぎ快晴堂はり、きゅう院 長崎市小ケ倉町3丁目109番地2 095-879-2750

川上　恵治 恵春鍼灸院 長崎市ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ2丁目37-17 095-879-5277

中路　正樹 スマイル鍼灸院 長崎市ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ1丁目1-17 095-896-1600

小森　瑛哲 江川町鍼灸マッサージ院 長崎市江川町120-15 095-878-7778

山口　秀美 江川町鍼灸マッサージ院 長崎市江川町120-15 095-878-7778

陣内　和幸 じんない鍼灸マッサージ院 長崎市平山町786 095-878-8188

奥野　裕子 おくの鍼灸サロン 長崎市平山町355番地1 095-878-2377

木下　敏勝 木下鍼灸療院 長崎市戸石町850-8 095-830-2802

坂本　康幸 坂本鍼灸院 長崎市戸石町681番地120 095-838-4491

山内　公子 日和はり灸院 長崎市戸石町681-220　E-106 090-2855-4770

出口　直行 あじさい鍼灸院 長崎市かき道2丁目20-4 095-838-8555

藤澤　和寛 金ちゃん鍼灸整骨院 長崎市宿町190番地2野上ハイツ1階 095-837-0233

永田　一了 金ちゃん鍼灸整骨院 長崎市宿町190番2 095-837-0233

田中　千寬 たなか治療ホーム　はりきゅう 長崎市界2丁目1-24 095-839-5456

坂本　裕司
訪問マッサージOFA療養サポー
トセンター長崎支店

長崎市網場町487-13 092-707-8340

峠　雄亮 リード鍼灸院 長崎市矢上町40-10　大谷ビル1F 095-865-8116

桑原　佑季 矢上町鍼灸院 長崎市矢上町23-11 095-839-2227

古賀　伸吾 こがはりきゅう院 長崎市矢上町35-3　琴花園ビル 095-838-5885

樽角　浩一 鍼マッサージ番所橋治療院 長崎市矢上町3番39号 095-838-7217

山口　陽平 矢上町鍼灸院 長崎市矢上町23-11 095-839-2227

岩崎　大基 くつろぎ鍼灸整骨院 長崎市田中町1027-8　イオン東長崎店1F 095-838-2088

小田　圭祐 くつろぎ鍼灸整骨院 長崎市田中町1027-8　イオン東長崎店1F 095-838-2088

市田　克彦 市田鍼灸院 長崎市平間町916番地2 095-839-7430

上野　正裕 上野鍼療院 長崎市茂木町2155-6 095-873-1362

山﨑　城主 みかん鍼灸院 長崎市香焼町1070-15　店舗北号 070-8436-7862

田中　優至 長崎みなみ鍼灸院 長崎市為石町2524番地さんとぴあ21-1階 095-892-3535

田中　優至 たなか鍼灸治療院 長崎市為石町2524　さんとぴあ21　1F 095-895-8125

松尾　卓事 東洋西日本鍼灸院 長崎市京泊3-31-9 東洋西日本ﾋﾞﾙ2F 095-850-5560

田中　史也 （出張施術専門） 長崎市京泊2丁目2番7-201号 090-2390-6349

楪　定裕 コスモス鍼灸マッサージ院 長崎市畝刈町1613番273号 095-850-8889

馬場　誠士朗 コスモス鍼灸マッサージ院 長崎市畝刈町1613番273号 095-850-8889

松岡　留美子 松岡はりきゅう院 長崎市畝刈町321番地1　ブルーハイツ畝刈201号 090-9600-8130

堀　薫 訪問マッサージさくら 長崎市鳴見町607番地1　コーポ山崎103 095-807-2588

林　武範 はやし鍼灸院 長崎市西海町1529番地2 095-884-0823

谷口　福二 はりの気楽館 長崎市琴海村松町356-1 095-884-3048

山口　勝 琴海はりきゅうマッサージ院　すこやか堂 長崎市琴海形上町1911番地 095-885-2811

田崎　ウェイ 黄鍼灸治療院 長崎市光町15-9 095-861-5907

高比良　伸哉 たかひら鍼灸療院 長崎市旭町26-15 095-861-0990
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林田　幸三 西日本鍼灸院 長崎市旭町21-14 095-861-6587

小嶋　孝彦 梁川鍼灸院観音堂 長崎市梁川町29-24 095-864-1288

松本　千智 陽鍼はり灸 長崎市岩見町3-21 095-894-9174

下釜　光弘 城山鍼灸クリニック 長崎市城山町2番3号 095-862-2263

十文字　一利 十文字はり灸院 長崎市城山町14-25 095-862-9171

松岡　伸洋 クローバー鍼灸マッサージ院 長崎市城栄町31番1号 095-842-7778

坂本　昌紀 さかもと整骨院 長崎市城栄町24-5 095-842-0186

山下　弘展 長崎青山鍼灸院 長崎市青山町1-23 095-801-3444

古川　実 古川鍼灸治療院 長崎市白鳥町3-12 095-844-8619

𣜿　聖子 藤本鍼灸マッサージ院 長崎市岩屋町26番21号 095-856-2229

近藤　雄一郎 藤本鍼灸マッサージ院 長崎市岩屋町26番21号 095-856-2229

藤本　達也 藤本鍼灸マッサージ院 長崎市岩屋町26番21号 095-856-2229

鰐川　智也 わにかわ鍼灸院　滑石院 長崎市滑石3丁目19-21　のぞみハイツ101 095-807-6375

早瀬　和道 早瀬鍼灸院 長崎市滑石一丁目11番25号 095-857-2530

江川　城二 東洋鍼灸マッサージ 長崎市滑石2丁目15-41 095-855-0963

重橋　啓太 重橋鍼灸院 長崎市滑石4丁目5番6号 080-5242-4070

坂本　幸大朗 うさぎ鍼灸院 長崎市横尾1丁目11-8 095-894-5023

大平　民枝 大平鍼灸院 長崎市目覚町12-7 095-846-1541

藤澤　芳仁 藤澤鍼灸治療院 長崎市目覚町12-7 095-846-9751

柿田　稔 けい治療院 長崎市目覚町13-8 090-9721-3198

福富　忠信 てあて鍼灸整骨院 長崎市目覚町16番2号 095-848-8066

宮司　勝博 浦上鍼灸治療院 長崎市岩川町13番11号杉ビル102号 095-849-4305

桃下　等 桃下鍼灸院 長崎市浜口町3-20 HMビル201号 095-844-0237

桃下　敬悟 桃下鍼灸院 長崎市浜口町3-20 HMビル201号 095-844-0237

野田　重康 野田鍼灸院 長崎市浜口町13-4 095-847-1959

藤本　千賀 平田鍼治療院 長崎市上野町1-5 095-845-8111

足達　賢次 足達はり治療院 長崎市橋口町3番12号 095-844-0821

板橋　利夫 大丸針灸 長崎市岡町6-24 095-846-7592

山口　秀美 三幸鍼灸療院 長崎市岡町10-14 095-847-0035

平古場　祐二 平和町鍼灸院 長崎市平和町11-3　未来ビル1F 095-847-6678

森田　友良 森田整骨鍼灸院 長崎市平和町11-16 095-847-8882

古川  雄太 花みずき鍼灸整骨院 長崎市平和町5番29号 花みずき第2ビル1F 095-800-8700

清川  慎介 花みずき鍼灸整骨院 長崎市平和町5番29号 花みずき第2ビル1F 095-800-8700

清川  由希 花みずき鍼灸整骨院 長崎市平和町5番29号 花みずき第2ビル1F 095-800-8700

森田　良一 森田整骨鍼灸院 長崎市平和町11番16号 095-847-8882

柳原　史子 （出張専門） 長崎市西山台1丁目3番1-102号 090-1342-1335

東川　信一 東川はり灸院 長崎市小峰町7-10-101 095-844-8966

濵　健二 はま鍼灸治療院 長崎市大手2丁目20-18 095-845-6661

山口　大輔 六鍼灸院 長崎市大手1丁目1-57 080-5527-7810

山下　勇紀 山下鍼灸院 長崎市文教町9-4 095-801-3323

山下　隆生 東洋鍼灸院 長崎市大橋町4番42号 095-847-6816

石原　大地 住吉針灸院 長崎市千歳町3-8サンパーク住吉3F 095-843-4766

平野　学 伊木力鍼灸院 長崎県長崎市若葉町9-11　若葉コーポ202 090-1190-3299

斧澤　綾子 （出張専門） 長崎市若葉町9番6号 090-9795-9371

鐘江　郁 住吉やわら鍼灸院 長崎市昭和1丁目2-18　千代田ビル1F 095-894-8122

山田　陽介 昭和町鍼灸マッサージ院 長崎市昭和1丁目8-21 095-847-5559

脇田　正臣 レイス長崎治療院 長崎市泉1丁目4番5号 095-865-9127

川崎　勝法 レイス長崎治療院 長崎市泉1丁目4番5号 095-865-9127

宮原　亜莉沙 花丘鍼灸マッサージ院 長崎市花丘町2-3 095-894-9608

松尾　正治 松尾はりきゅう治療院 長崎市住吉町11番12号 095-846-7230
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川﨑　和幸 なかぞの鍼・灸・マッサージ院 長崎市中園町8番10号サントピア中園2階 095-849-0809

相良　昌男 なかぞの鍼・灸・マッサージ院 長崎市中園町8番10号サントピア中園2階 095-849-0809

林田　邦陽 林田はり院 長崎市中園町5番8号　中園ビル103号 095-847-9800

神近　廉三 矢上町鍼灸院 長崎市矢上町23-11 095-839-2227


