
平成31年度（2019年4月～2020年3月）

受診のご案内
●特定健康診査（特定健診）は、この一覧表に掲載している病院・診療所で受けることができ
　ます。受診を希望される場合は、あらかじめ実施機関への予約が必要です。
　実施機関によっては、定員に達し次第予約を締め切ることがありますのでご了承ください。
●各地域における集団健診会場につきましては、確定情報が入り次第ホームページに掲載予定
　です。また、対象地域の皆様には順次ご案内の予定です。
●受診時には、受診券(セット券)と健康保険証、健診費用を忘れずに持参してください。
　また、昨年度の健診結果をお持ちの方は、その健診結果票も持参してください。
●一覧表中の健診費用【受診者負担額】については、消費税率が10％へ変更された場合の金額
　 を（　）内に併記しています。
●健診結果からメタボリックシンドロームまたは予備群に該当する方は、特定保健指導の対象
　になります。健診機関によっては、健診を受診した当日に保健指導を受けられる場合があり
　ます。特定保健指導の受診者負担額等、詳しくは、受診された健診機関へお尋ねください。
　なお、受けられない場合は、後日、協会けんぽから保健指導利用のご案内をお送りする場合
　があります。

※この一覧表はH31(2019).2.28現在の状況で作成しています。

■目次

　

　
全国健康保険協会　長野支部
　　 協会けんぽ
http://ｗｗｗ.kyoukaikenpo.or.jp/

特定健康診査実施機関一覧表
（長野県 東北信版）

■ご注意ください…受診日当日に協会けんぽの加入者（ご家族）ではない場合、受診券（セット券）を利用して特定健診（特定保健指導）を受診することはできません。
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※（ ）内は、消費税率が10％へ変更された場合の受診者負担額です。また★の病院は、特定保健指導実施機関も兼ねています。

ナカジマ外科病院 長野市青木島1-23-3 026-284-8585 浅井泌尿器科 長野市三才2057-6 026-295-5161

河合医院 長野市青木島綱島440 026-285-5830 甘利内科呼吸器科クリニック 長野市篠ノ井会12-2 026-292-4545

酒井診療所 長野市青木島町大塚72-1 026-284-3254 ★厚生連南長野医療センター篠ノ井総合病院 長野市篠ノ井会666-1 026-292-2261

金木内科クリニック 長野市安茂里1820 026-226-3553 飯塚医院 長野市篠ノ井御幣川296-1 026-292-0050

安茂里堀越内科クリニック 長野市安茂里8172-2 026-229-5890 星のさとクリニック水野医院 長野市篠ノ井小松原2359-25 026-292-0191

岡田呼吸器科内科医院 長野市石渡62-5 026-259-3090 高須医院 長野市篠ノ井塩崎6667-2 026-292-1451

伊勢宮胃腸外科 長野市伊勢宮1-23-1 026-224-8877 南ながの公園クリニック 長野市篠ノ井東福寺3819 026-285-9209

神林医院 長野市稲里町下氷鉋1259 026-283-0781 塚田内科歯科医院 長野市篠ノ井東福寺1008-4 026-290-7001

長野県健康づくり事業団診療所 長野市稲里町田牧206-1 026-286-6409 瀬原田クリニック 長野市篠ノ井布施五明3313 026-299-5511

鈴木医院 長野市稲里町田牧392-3 026-214-2070 滝沢医院 長野市篠ノ井布施高田677 026-293-6120

脳とからだのくらしまクリニック 長野市稲里町田牧1310-5 026-214-3105 酒井医院 長野市篠ノ井布施高田863 026-292-0255

稲里生協クリニック 長野市稲里町中央2-17-8 026-286-1500 松尾医院 長野市篠ノ井布施高田976 026-292-1093

三井クリニック 長野市稲里町中央4-5-30 026-291-0088 ゆうき内科クリニック 長野市篠ノ井布施高田1244-1 026-290-5580

南長野クリニック 長野市稲里町中央4-17-7 026-291-0170 ★厚生連南長野医療センター新町病院 長野市信州新町上条137 026-262-3113

赤羽医院 長野市稲里町中氷鉋2061 026-254-6811 更水医院 長野市信州新町新町606 026-262-2027

稲田クリニック 長野市稲田3-29-19 026-263-3811 ●★小島病院 長野市若里5-8-6 026-217-3862

荒井内科小児科医院 長野市大字稲葉1948-1 026-221-4411 みやじま内科クリニック 長野市高田1261-2 026-227-7777

小谷医院 長野市上松2-22-18 026-232-8360 わかまつ呼吸器内科クリニック 長野市高田五分一549-7 026-266-0227

池田クリニック 長野市上松2-29-16 026-233-5668 ★竹重病院 長野市田町2099 026-234-1281

太田糖尿病内科クリニック 長野市上松4-1-3 026-241-3570 わたなべクリニック 長野市丹波島2-18-15 026-285-3777

川上内科医院 長野市上松4-6-2 026-241-5033 笹井医院 長野市津野841 026-296-6630

片桐内科クリニック 長野市上松4-33-7 026-215-1900 佐藤医院 長野市妻科410 026-232-6026

上松病院 長野市上松5-3-10 026-241-1628 鈴木泌尿器科 長野市鶴賀41-2 026-227-8515

竹中内科医院 長野市上野1-20-16 026-295-5117 高田整形外科オルソクリニック 長野市鶴賀356 026-227-2510

東長野病院 長野市上野2-477 026-296-1111 愛和病院 長野市鶴賀1044-2 026-217-3991

長野市国民健康保険大岡診療所 長野市大岡乙254-1 026-266-2310 磯村クリニック 長野市鶴賀権堂町2215-3 026-234-8282

加藤内科 長野市神楽橋10-111 026-243-6877 大門東クリニック 長野市鶴賀田町2447 026-235-2700

神楽橋医院 長野市神楽橋10-113 026-244-5600 倉石内科医院 長野市鶴賀七瀬317-1 026-227-1811

降旗醫院 長野市風間249-1 026-213-7731 今井医院 長野市戸隠栃原4776 026-252-2011

かねばこ内科クリニック 長野市大字金箱字芋地320-2 026-295-6050 長野市国保戸隠診療所 長野市戸隠豊岡1554 026-254-2211

月岡内科 長野市上駒沢131-2 026-295-5151 ●★長野市民病院 長野市富竹1333-1 026-295-1171

今井クリニック丸山内科 長野市川中島町今井３９１ 026-284-8280 富竹クリニック 長野市富竹堰下1628-2 026-295-6643

竹内メディカルクリニック 長野市川中島町今井1480-5 026-254-7733 豊野病院 長野市豊野町豊野634 026-257-2470

としだ内科 長野市川中島町原56-1 026-292-5766 中屋診療所 長野市豊野町豊野894 026-257-2281

川中島クリニック 長野市川中島町御厨1942-25 026-284-3811 鈴木医院 長野市豊野町豊野1220 026-257-5020

いしぐろクリニック 長野市川中島町御厨706-1 026-286-6363 ★小林医院 長野市中御所4-7-23 026-228-3030

吉村クリニック 長野市川中島町御厨2105-1 026-293-8686 長野市国保中条診療所 長野市中条2626 026-267-2010

田中内科医院 長野市川中島町御厨1372-5 026-293-1500 彦坂医院 長野市七瀬中町176 026-226-6930

北長池内科クリニック 長野市北長池1251-8 026-259-8556 徳武クリニック 長野市西尾張部1022-1 026-252-6151

あらかわ子ども医院 長野市北長池2072-3 026-251-0808 恵信会クリニック 長野市西後町610 026-234-2880

金井内科医院 長野市北堀649-1 026-296-0457 岡田内科 長野市西鶴賀町1528 026-235-1788

長野市国保鬼無里診療所 長野市鬼無里日影2750-1 026-256-1020 ●★長野中央病院 長野市西鶴賀町1570 026-234-3234

仁科医院 長野市桐原1-9-16 026-241-3730 釜田内科胃腸科小児科医院 長野市西長野町298-7 026-233-0040

東口メンタルクリニック 長野市栗田240-3 026-267-7708 西和田　林クリニック 長野市西和田1-5-14 026-263-0884

板倉内科・糖尿病クリニック 長野市栗田426-1 026-269-0300 田中病院 長野市西和田1-29-8 026-243-1263

●栗田病院 長野市栗田695 026-226-0007 島田医院 長野市箱清水1-12-14 026-234-7372

東口病院 長野市栗田356-1 026-227-0700 東和田病院 長野市東和田723 026-243-4895

南十字脳神経外科 長野市小柴見123 026-213-4800 堀越医院 長野市平林1-30-15 026-243-5141

原山こどもクリニック 長野市小島404-6 026-243-5885 風の里クリニック 長野市大字富竹1664 026-217-0303

小林医院 長野市桜枝町1165 026-232-3632 石黒内科医院 長野市桜新町655-7 026-243-7189

藤井クリニック 長野市桜枝町1244-1 026-231-5407 篠ノ井鈴木医院 長野市里島88 026-261-1515

健診費用【受診者負担額】：2,001円(2,161円)　<●の病院・診療所は370円(500円)>
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※（ ）内は、消費税率が10％へ変更された場合の受診者負担額です。また★の病院は、特定保健指導実施機関も兼ねています。
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026-295-0600

026-232-2205

026-241-5956

026-241-5855

026-243-8226

026-263-5523

026-243-7780

長野市若穂綿内8818

須坂市須坂1224-20 026-246-5300

026-282-2160

026-282-6172

長野市神明86

026-282-7111

026-282-5405

026-246-1211

須坂市高梨町260-5

長野市吉田5-23-11-2

026-241-5588

026-226-4131

026-217-6990

●長野赤十字病院

コスモス在宅クリニック

青豆診療所

長野市若里1-35-23 026-226-0871

峯村医院

厚生連長野松代総合病院附属若穂病院

026-224-7711

三浦医院

長野市若槻東条1155-2

小口内科小児科医院

中村医院

清水内科クリニック

026-248-1355

山口内科医院

西沢内科胃腸科医院 須坂市墨坂1-4-1

026-248-1711

026-267-0811

026-222-5111

立岩医院

滝澤医院

倉石整形外科クリニック

須坂市須坂上町85 026-245-1589

026-215-8081

須坂市墨坂南3-7-23

長野市若里5-22-1

長野市若槻団地1-189

026-241-6221

026-226-2181

永田医院 須坂市墨坂南2-5-3

026-245-0126

須坂市須坂1332

026-248-1212

長野県立信州医療センター 026-245-1650

滝澤内科医院 須坂市臥竜6-12-20 026-215-2888

轟病院 須坂市須坂1239

宮下医院

スザカ心療内科クリニック 須坂市須坂宗石1294-1 026-248-8528

田﨑内科クリニック

小池医院 須坂市小河原1885-10 026-215-2220

たけまえ医院

026-262-1166

須坂市臥竜5-26-33 026-248-1240

かくた内科クリニック

026-233-1231

長野市若穂綿内7615-1

長野市若穂川田1684-2

宮沢医院

中島医院

春日内科・糖尿病医院

長野市三輪1247

026-232-4874

長野市三輪田町1300

長野市三輪1317-10

026-235-2611

026-247-8500

026-214-7420

026-295-3522

026-296-1700

026-266-5252

長野市若穂綿内8749-3

長野市柳原2222-6

長野市若穂牛島516-1

長野市吉田2-25-11

長野市若穂綿内字下馬場沢6459-10

長野市吉田5-31-42

長野市若里3-10-40若里かんかん一番館2F

長野市横沢町687

長野市吉田2-1-29

長野市吉田2-3-27

長野市若槻東条547-11

花岡内科医院

斎藤脳神経クリニック

林産婦人科医院

026-217-2250

026-222-2000

026-278-2135

026-278-2101

矢島内科医院

おさだ形成・皮ふ科クリニック

平野内科小児科医院

小林病院

脳神経外科A-ONEクリニック

厚生連長野松代総合病院

長野市大豆島542-1

026-214-6800

026-234-3239

小林脳神経外科病院

●★朝日ながの病院

●★山田記念朝日病院

南長池診療所

小島内科

026-241-9839

026-263-1234

長野市真島町真島2209

長野市三輪3-6-10 026-241-0631

長野市南県町658

長野市南堀135-1

長野市南長池830

長野市南千歳2-2-8

長野市南千歳1-7-1第2荒井ビル2階

長野市南石堂町1971エーワンシティジアゴラ5階

026-232-2088

026-278-2108

026-284-2052

長野市三輪1-2-43

長野市三輪1-5-21

長野市三輪1-8-12

026-226-7880

026-244-6226

026-278-3500

026-228-1929

長野市大豆島1938-4

長野市松岡1-35-15

ましまクリニック

いちかわ内科クリニック

小出メンタルクリニック

●★全日本労働福祉協会

長野市松代町松代629

長野市松代町松代609-3

長野市松代町松代183

長野市松代町松代151

芦沢胃腸科外科

加古医院

轟医院

桑原外科

長野市南千歳1-14-2

長野市南高田2-7-11

竹内医院

高木クリニック 長野市緑町1596

長野市檀田2-1-1

長野市大豆島中ノ島3223

長野市南長野県町655-3

飯島内科医院 須坂市高橋町1136-1

北野病院

榊ペインクリニック

いちのせ循環器内科

わかほこどもクリニック

026-232-5457

神林医院

下鳥内科クリニック 須坂市幸高苅屋278 026-215-2777

児島医院

026-248-7337小林医院 須坂市北原町556 026-248-6466

武田医院

大島医院 須坂市小山1279-1 026-245-1880 かねこ医院 須坂市須坂1755-8 026-242-3351

旭町医院 須坂市上中町183 026-245-0124 やすらぎクリニック須坂 須坂市大字日滝字寺窪2881-1 026-213-6550

島田医院 須坂市須坂1161 026-245-5368

松澤内科クリニック 須坂市上八町1754-2 026-245-0530

細川医院 須坂市南横町1632 026-245-0688

佐藤医院

とも泌尿器科クリニック 千曲市磯部852 026-261-5815 もみのき内科クリニック 千曲市大字寂蒔913 026-272-3610

菅谷東クリニック 千曲市粟佐1552 026-272-0493 島谷医院 千曲市杭瀬下5丁目21-2 026-273-1201

中沢医院 千曲市小島2806-1 026-272-0131とよき内科 千曲市磯部767-4 026-276-0143

島田クリニック 千曲市小島3146-1コア・モチヅキ2階 026-273-8788中沢内科医院 千曲市稲荷山274-1 026-272-1013

飯島医院 千曲市中330 026-272-0269岡田外科医院 千曲市稲荷山579 026-272-2828

鴇沢内科クリニック 千曲市屋代1041-3 026-272-3713安里医院 千曲市内川822-2 026-275-7800

026-275-1581

坂口整形外科 千曲市屋代2114-6 026-273-8680やまざき医院 千曲市上徳間346 026-276-2700

千曲市寂蒔字西町頭93 026-272-4300市川内科医院 千曲市上山田温泉4-11-2 026-275-5515

あんずの里クリニック 千曲市森2606-3 026-272-1005長野寿光会上山田病院 千曲市上山田温泉3-34-3

ごみょう整形外科クリニック 須坂市井上1700-14 026-248-5588

千曲中央病院 千曲市杭瀬下58 026-273-1725

兒玉医院

須  坂  市                                             2 

病院・診療所 

3 

   千  曲  市                                             3 

病院・診療所 

※ 

※ 



※（ ）内は、消費税率が10％へ変更された場合の受診者負担額です。また★の病院は、特定保健指導実施機関も兼ねています。

健診費用【受診者負担額】 : 2,001円(2,161円)

健診費用【受診者負担額】 : 2,001円(2,161円)

健診費用【受診者負担額】 : 2,001円(2,161円)

健診費用【受診者負担額】 : 2,001円(2,161円)

健診費用【受診者負担額】 : 2,001円(2,161円)

健診費用【受診者負担額】 : 2,001円(2,161円)

村上堂大井クリニック 坂城町網掛1545-1

0268-82-2013 武市医院 坂城町中之条2525 0268-82-2606

●飯山赤十字病院 飯山市飯山226-1

0269-22-2151

026-242-6565

くまき整形外科・リウマチ科クリニック 中野市一本木282-1 0269-23-1301 厚生連北信総合病院

健診費用【受診者負担額】 : 2,001円(2,161円)

0269-62-4195

026-251-4080 おぶせの里クリニック

中野市西1-5-63

健診費用【受診者負担額】 : ●の病院・診療所は370円(500円)

026-247-5212

小布施町小布施鳥林2258-19

026-247-4725

東信よしだ内科 坂城町上五明643-2 0268-81-1330 さかき生協診療所 坂城町中之条1032-1 0268-82-0101

さかまき内科･糖尿病科クリニック 小布施町小布施28-9

●医療法人みゆき会　みゆき会クリニック 飯山市下木島9 0269-62-0100

0268-81-3131 いろかわ医院 坂城町坂城10096-6 0268-82-2143

小布施町中松325

松尾医院 坂城町坂城6322-1

健診費用【受診者負担額】 : 2,001円(2,161円)

新生病院 小布施町851 026-247-6000 栗が丘クリニック 小布施町福原久保134-1 026-247-2252

島田内科クリニック 高山村高井6432-2 026-247-0210

岡野医院 小布施町六川14

きたむらファミリークリニック栗の木診療所

木島平クリニック 木島平村穂高3104-1 0269-82-1616

ながさき医院 飯綱町倉井2747-2 026-253-5858

信越病院 信濃町柏原380 026-255-3100

丸山医院 飯綱町黒川1605 026-253-2028 ★飯綱町立飯綱病院 飯綱町牟礼2220 026-253-2248

小布施町福原216-10 026-247-6622

小川村国保直営診療所

牟礼診療所 飯綱町牟礼481 026-253-2027

小川村高府13467 026-269-2279

中  野  市                                             4 

病院・診療所 

4 

飯  山  市                                             5 

病院・診療所 

坂  城  町                                             6 

病院・診療所 

     小  布  施  町                                             7 

病院・診療所 

  高  山  村                                             8 

病院・診療所 

      木  島  平  村                                             9 

病院・診療所 

信  濃  町                                             10 

病院・診療所 

飯  綱  町                                             11 

病院・診療所 

小  川  村                                             12 

病院・診療所 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 



※（ ）内は、消費税率が10％へ変更された場合の受診者負担額です。また★の病院は、特定保健指導実施機関も兼ねています。

健診費用【受診者負担額】 : 2,001円(2,161円)

上田市上丸子328-1 0268-42-2679

吉田こども医院 上田市常入1-7-97 0268-24-1222

0268-29-1220

上田市長瀬2826-1

0268-27-2220

0268-22-0759

上田市下之郷乙351-1 0268-26-8181

上田市常入1-7-42 0268-23-5757

上田市常田3-2-8

上田市常田2-5-3上田市大屋513-1 0268-36-0520

0268-85-3308

上田市小島237 0268-38-0101

上田市下武石771-1

0268-22-3481

0268-75-3555

0268-75-5544

0268-22-5041

飯田整形ペインクリニック 上田市上田原717-12 0268-28-1211

0268-72-5550うえだはらライフクリニック 上田市上田原1053-1 0268-22-0873

城南医院 上田市御所373-1

小林医院 上田市真田町傍陽571

本原クリニック 上田市真田町本原610-1

上田市武石診療所

上田市塩川1358-1つかはらクリニック

上田市上丸子1018-1 0268-42-5558

大久保医院 上田市生田5046 0268-42-6465

甲田クリニック 上田市古安曽1833 0268-38-3065

塚原醫院

上田市小泉775-70268-22-8266

山田内科医院

上田市上田原687-1池田クリニック

上田生協診療所

上田市上田原1331 0268-75-1100

斉藤外科医院 上田市蒼久保1177-7 0268-35-0887

上田市秋和493

小松内科循環器科医院

あきわ皮膚科 上田市秋和310-15 0268-28-5177

上田市上田1493-3 0268-27-2200

小泉クリニック髙野外科医院

0268-38-2540

田中クリニック

宮坂内科小児科医院

五野医院

はらだ内科クリニック

健診費用【受診者負担額】 : 2,001円(2,161円)

かんがわクリニック 上田市蒼久保1144-1 0268-34-5151 丸子中央病院 上田市中丸子1771-1 0268-42-1113

0268-81-0088

日比優一クリニック 上田市上田原158-1 0268-21-0721

い内科クリニック 上田市古里166-1

こさとクリニック

0268-21-3737

上田市古里1926-17 0268-28-4111

上田市殿城250-4

あおぞらクリニック

厚生連鹿教湯病院 上田市鹿教湯温泉1308 0268-44-2111

上田市上塩尻393-1 0268-23-0199

わかた内科 上田市新町180-1

沖山医院

大谷外科・眼科

村上医院 上田市大手1-2-6 0268-22-3740

厚生連鹿教湯附属豊殿診療所

0268-42-3451

神科中央クリニック 上田市住吉397-2 0268-26-1144 山浦内科クリニック 上田市長瀬3441-4 0268-71-0170

上田腎臓クリニック 上田市住吉322 0268-27-2737

諏訪形クリニック 上田市諏訪形888 0268-25-5556 塩田病院 上田市中野29-2 0268-38-2221

上田病院 上田市中央1-3-3 0268-22-3580 三原内科医院 上田市中之条99-21 0268-27-6500

甲田医院 上田市中央1-6-24 0268-22-0859 半田循環器科内科医院 上田市中之条416-3 0268-28-0888

佐藤胃腸科内科 上田市中央1-8-21 0268-22-2342 川西生協診療所 上田市仁古田357-1 0268-31-1411

日新堂医院 上田市中央3-14-20 0268-22-0558 ハートクリニック上田 上田市踏入2-10-6 0268-23-0386

三浦産婦人科 上田市中央3-16-10 0268-22-0350 橋本医院 上田市舞田１ 0268-38-2033

0268-71-6265

上田市真田町長3908-1 0268-72-0711

★安藤病院 上田市中央西1-1-20 0268-22-2580

上田市緑が丘1-27-32 0268-22-1573

葦沢内科医院 上田市芳田1818-4 0268-35-3330

クリニック岡田 上田市中央6-10-10 0268-24-2662 上田市立産婦人科病院

上田市築地539-2 0268-29-8686

さなだクリニック柳澤病院 上田市中央西1-2-10 0268-22-0109

岸医院

東御市祢津343-2 0268-62-0273

飯島医院 上田市築地188 0268-22-5011 さくらファミリークリニック 上田市古里92-18

ついじ内科消化器科クリニック

酒井医院 東御市田中800-51

東御市民病院 東御市鞍掛198 0268-62-0050 祢津診療所

0268-64-3170 せき内科クリニック

東御記念セントラルクリニック 東御市県165-1 0268-62-1231 みまき温泉診療所 東御市布下6-1 0268-61-6002

東御市本海野1496-102 0268-64-7171

ささき医院 東御市本海野1673-1 0268-64-3711ほしやま内科 東御市常田172-1 0268-62-3115

春原整形外科クリニック 東御市常田399-1 0268-64-6200

5 

上  田  市                                             13 

病院・診療所 

  東  御  市                                             14 

病院・診療所 

※ 

※ 



※（ ）内は、消費税率が10％へ変更された場合の受診者負担額です。また★の病院は、特定保健指導実施機関も兼ねています。

健診費用【受診者負担額】 : 2,001円(2,161円)<●の病院・診療所は370円(500円)>

健診費用【受診者負担額】 : 2,001円(2,161円)

健診費用【受診者負担額】 : 2,001円(2,161円)

健診費用【受診者負担額】 : 2,001円(2,161円)

佐久心臓血圧クリニック 佐久市岩村田2080-1 0267-67-0022

甘利医院わだ 小諸市和田841-7 0267-26-5500

佐久市中込405 0267-63-5100

0267-63-6323坂戸クリニック

0267-53-3011

佐久市中込3827-23

雨宮病院

いけお内科クリニック 軽井沢町長倉4726-5 0267-45-7328

0267-44-3677

0267-42-7755 0267-44-3883

0267-45-2518

0267-45-7151

軽井沢團クリニック 軽井沢町長倉4417-5

健診費用【受診者負担額】 : 2,001円(2,161円)

関口内科クリニック

佐久市岩村田2013-4

木戸内科医院 軽井沢町軽井沢1178-593

0267-22-0171

市川医院 小諸市市町5-3-8 0267-25-1200 東小諸クリニック 小諸市御影新田2743-1 0267-25-8104

関医院 小諸市大手2-4-7 0267-22-2205

須江医院 小諸市赤坂1-6-13 0267-22-2060 栁橋脳神経外科 小諸市諸350 0267-23-6131

小諸病院 小諸市荒町2-1-1 0267-22-0250 佐藤外科医院 小諸市鶴巻1-1-14 0267-22-0334

小諸市八幡187-1 0267-26-0308

田村医院 小諸市市町1-2-29 0267-22-0048 臼田医院 小諸市御影新田2131-11 0267-22-0483

武重医院 小諸市本町2-2-13

0267-26-5222 浅間南麓こもろ医療センター

矢島医院 小諸市乙女6-11 0267-22-8148 鳥山クリニック

小諸市相生町3-3-21 0267-22-1070

髙橋内科医院 小諸市古城2-2-26 0267-23-8110 甘利医院 小諸市与良町3-4-17 0267-22-0729

小諸南城クリニック 小諸市小原甲1639-1

桜井クリニック 小諸市滋野甲字荒井田560-1 0267-26-1188 鈴木医院 小諸市六供2-6-7 0267-26-1212

佐久平ファミリークリニック内科・消化器科 佐久市岩村田1315-1

0267-63-1201

0267-88-7200

安紀内科クリニック

0267-82-2688

小諸市御幸町1-10-20 0267-22-8878

佐久市中込1-17-8 0267-64-1741

●金澤病院 佐久市岩村田804 0267-67-2048

ひかり医院

厚生連佐久総合病院 佐久市臼田197

佐久市下小田切73 0267-82-5311

佐久市望月318

佐久市野沢236-1

あさまコスモスクリニック

0267-67-2295

長和町古町2869-1 0268-68-3494

国保依田窪病院 長和町古町2857

佐久市長土呂若宮1198 0267-66-7701

三木クリニック

国保浅間総合病院 佐久市岩村田1862-1

●★くろさわ病院

0268-88-2020

厚生連佐久総合小海分院 小海町豊里78 0267-92-2077

●川西赤十字病院

0267-77-7376

たけなか医院 長和町古町967-3 0268-68-5160 ■長和町保健福祉総合センター

佐久穂町高野町328 0267-86-2360 八千穂クリニック

0268-68-2511 国保依田窪病院附属和田診療所 長和町和田2872

0267-45-5111

北沢クリニック

0267-88-3931佐久穂町畑481-4

追分クリニック 軽井沢町追分1074-37

★町立千曲病院

0267-44-3637 軽井沢町国保軽井沢病院

軽井沢町長倉3722ＵＥＮＯ　ＣＬＩＮＩＣ 軽井沢町軽井沢1323-1452 0267-42-6666

軽井沢町長倉2375-1

健診費用【受診者負担額】: 2,001円(2,161円)<■の病院・診療所は直接お問い合わせください>

軽井沢町軽井沢東21-8 0267-42-2804

織田醫院中軽井沢診療所 軽井沢町長倉2858-4

あさま医院

木家医院 軽井沢町中軽井沢18-9

6 

小  諸  市                                             15 

病院・診療所 

佐  久  市                                             16 

病院・診療所 

  長  和  町                                             17 

病院・診療所 

  小  海  町                                             18 

病院・診療所 

      佐  久  穂  町                                             19 

病院・診療所 

      軽  井  沢  町                                             20 

病院・診療所 

※ 

※ ※ 

※ 

※ 

※ 

※ 



※（ ）内は、消費税率が10％へ変更された場合の受診者負担額です。また★の病院は、特定保健指導実施機関も兼ねています。

井田医院

御代田町馬瀬口1713-4宮下内科循環器科クリニック

健診費用【受診者負担額】 : 2,001円(2,161円)

立科町芦田2835-2 0267-56-1045岩下医院 立科町芦田1165 0267-56-3908 柳澤医院

健診費用【受診者負担額】 : 2,001円(2,161円)

0267-31-3033 ★御代田中央記念病院 御代田町御代田4107-40 0267-32-4711

御代田町馬瀬口1949-2 0267-32-3845

7 

      御  代  田  町                                             21 

病院・診療所 

  立  科  町                                             22 

病院・診療所 

※ 

※ 


