
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 中南信版）

■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。

松本市四賀の里クリニック 松本市会田1535-1 0263-64-2027 唐沢内科小児科医院 松本市笹部2-1-51 0263-25-7633

三沢医院 松本市県2-4-7 0263-32-6706 松南病院 松本市笹部3-13-29 0263-25-2303

矢﨑医院 松本市浅間温泉1-6-13 0263-46-1001 山辺温泉花岡整形外科 松本市里山辺1140 0263-33-2581

ひろ内科医院 松本市浅間温泉1-16-26 0263-87-8811 小林内科医院 松本市里山辺1556-6 0263-32-7626

芳樹会内科診療所 松本市浅間温泉3-4-7 0263-46-5506 金井医院 松本市里山辺3083 0263-32-4230

小沢内科医院 松本市梓川梓853-3 0263-78-4811 高山医院 松本市島内343-1 0263-47-5655

立田クリニック 松本市梓川梓2246 0263-78-5180 高山内科明生会 松本市島内1788-2 0263-47-3500

梓川診療所 松本市梓川梓2344-1 0263-78-2058 大久保クリニック 松本市島内3533 0263-47-4341

岡野医院 松本市梓川倭575-1 0263-78-2804 和田整形外科医院 松本市島内5024-5 0263-48-0200

こばやしクリニック 松本市梓川倭2432-2 0263-78-0170 島内診療所 松本市島内5302 0263-47-0337

宮下内科循環器クリニック 松本市梓川倭横沢2303-5 0263-78-6366 東城クリニック 松本市島内青島4380 0263-47-2353

松本市安曇島々診療所 松本市安曇1065-1 0263-94-2231 杉山外科医院 松本市島立183 0263-47-1753

松本市安曇稲核診療所 松本市安曇2627-2 0263-94-2514 五十嵐内科医院 松本市島立201-3 0263-47-1560

松本市安曇大野川診療所 松本市安曇3992-1 0263-93-2433 井門泌尿器科医院 松本市島立1120-18 0263-48-2455

松本市安曇沢渡診療所 松本市安曇4162-1 0263-93-2170 ★一之瀬脳神経外科病院 松本市島立2093 0263-48-3300

荻原医院 松本市蟻ヶ崎1-1-36 0263-33-9728 浅田記念クリニック 松本市島立3879-4 0263-88-9588

久保田外科医院 松本市蟻ヶ崎2-4-22 0263-32-7621 大野医院 松本市清水2-1-8 0263-32-2309

柿澤内科医院 松本市蟻ヶ崎4-2-1 0263-31-3636 ●★城西病院 松本市城西1-5-16 0263-32-4624

松岡内科医院 松本市蟻ヶ崎6-9-6 0263-33-4172 須澤内科小児科医院 松本市城西1-8-15 0263-32-1305

みやいりクリニック 松本市井川城2-16-12 0263-31-3838 ●松本市医師会医療センター診療所 松本市城西2-2-7 0263-35-4997

中村内科小児科医院 松本市出川町17-32 0263-25-5763 唐沢内科医院 松本市城西2-2-26 0263-32-1553

三村医院 松本市今井1222 0263-59-2010 原内科医院 松本市城東1-1-1 0263-32-0741

山村医院 松本市今井3223-23 0263-59-2002 山岡内科医院 松本市庄内2-6-35 0263-26-6068

百瀬医院 松本市内田381 0263-58-2506 村山内科医院 松本市庄内3-2-26 0263-26-2277

倉科医院 松本市大手2-9-16 0263-32-4163 野村医院 松本市庄内3-4-43 0263-25-1619

上條小児科医院 松本市大手3-4-3 0263-32-0083 折井クリニック 松本市白板1-3-7 0263-32-0305

二木医院 松本市大手3-8-7 0263-32-2288 しらゆり内科循環器科クリニック 松本市惣社497-39 0263-38-1671

藤森内科医院 松本市大手4-12-17 0263-36-1140 なかむらクリニック 松本市征矢野2-14-15 0263-25-2526

奥平医院 松本市大手5-6-17 0263-32-2335 北島医院 松本市高宮北10-11 0263-29-3344

小見山医院 松本市岡田松岡512-1 0263-46-8080 小穴医院 松本市中央1-1-8 0263-32-0863

せき整形外科 松本市岡田松岡121-3 0263-88-2838 望月整形外科 松本市中央1-4-17 0263-39-1177

はたクリニック 松本市開智2-3-48-6 0263-33-0667 伊東内科医院 松本市中央2-4-14 0263-32-0531

武田内科医院 松本市鎌田1-13-32 0263-25-4731 ●★藤森病院 松本市中央2-9-8 0263-33-3672

降旗医院 松本市神田1-1-8 0263-25-3989 池上医院 松本市中央3-5-11 0263-32-0411

溝上医院 松本市神林2701 0263-58-0567 ミモザマンマクリニック 松本市中央3-7-8 0263-88-3800

あかはね内科・神経内科医院 松本市神林3561-11 0263-59-7810 南天診療所 松本市筑摩3-15-31 0263-29-1515

こやま内科クリニック 松本市北深志2-3-29 0263-32-4290 山岸医院 松本市中山4137-8 0263-58-5220

五十嵐外科医院 松本市北深志3-4-7 0263-35-6525 降旗ハートクリニック 松本市中山951-1 0263-29-2230

伊藤内科医院 松本市桐2-2-39 0263-33-7411 松本市国保奈川診療所 松本市奈川2366 0263-79-2301

みぞうえ内科医院 松本市桐2-5-5 0263-33-5900 ●丸の内病院 松本市渚1-7-45 0263-28-0055

さがみ屋泌尿器科クリニック 松本市桐3-4-10 0263-31-0202 北澤医院 松本市渚3-7-10 0263-25-6688

平林内科クリニック 松本市寿北6-28-8 0263-85-3800 塩ノ﨑医院 松本市並柳1-4-8 0263-28-0880

前澤医院 松本市寿北7-5-6 0263-58-2432 せきクリニック 松本市並柳2-13-1 0263-24-0355

渡辺内科医院 松本市寿小赤1006-1 0263-58-9735 花村医院 松本市新村247-1 0263-47-0032

伊藤内科医院 松本市寿台6-1-11 0263-58-4125 小岩井内科クリニック 松本市新村2927-11 0263-47-6111

川原医院 松本市寿豊丘636-1 0263-86-8336 ★松本中川病院 松本市野溝西２-３-１６ 0263-28-5500

くさま内科クリニック 松本市寿中1-5-35 0263-87-0111 田中医院 松本市野溝東1-5-27 0263-27-5959

窪田外科胃腸科医院 松本市寿中1-43-7 0263-58-4522 上條医院 松本市波田1660-1 0263-92-3046

小口内科クリニック 松本市寿南1-23-9 0263-85-0770 ●★松本市立病院 松本市波田4417-180 0263-92-7106

大池内科クリニック 松本市笹賀3967-7 0263-85-0873 中野医院 松本市波田5125-1 0263-92-2017

品川内科医院 松本市笹賀5526－12 0263-28-3313

中垣内科医院 松本市笹部1-3-2 0263-28-1751

次ページに続きます

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)>
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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。

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)>

紺谷泌尿器科クリニック 松本市平田西1-31-2 0263-85-0200

中田整形外科 松本市村井町南1-36-12ちくまビル1階 0263-86-7711

●★松本協立病院 松本市巾上9-26 0263-35-0479

宜保内科消化器・肝臓内科クリニック 松本市村井町南1-34-20 0263-57-6060

中嶋医院 松本市村井町北2-2-1 0263-57-3762

上條医院 松本市深志1-2-5 0263-32-1464

飯沼こどもクリニック 松本市村井町南1-36-13 0263-59-7880

相野田医院 松本市本庄1-3-6 0263-32-0729

河野外科医院 松本市元町1-8-29 0263-32-6707

赤羽医院 松本市深志2-9-5 0263-32-0965

すずき内科クリニック 松本市女鳥羽3-6-20 0263-39-7740

多田内科医院 松本市深志1-5-8 0263-36-3611

まつもと医療センター松本病院 松本市村井町南2-20-30 0263-58-4567

相澤東病院 松本市本庄2-11-16 0263-33-2500

松田内科医院 松本市小屋北1-15-33 0263-86-0333

●★相澤健康センター 松本市本庄2-5-1 0263-34-6360

長岡医院 松本市横田1-11-4 0263-35-0061

松原台診療所武田内科医院 松本市松原40-7 0263-86-5041

塩原医院 松本市宮田27-1 0263-25-3029 宮本内科クリニック 松本市両島1-6 0263-31-5112

しのざき内科呼吸器科クリニック 松本市南松本2-13-12 0263-24-0570 ●★上條記念病院 松本市村井町西2-16-1 0263-57-3800

さくら血管病クリニック 松本市島立328-1 0263-47-1500

藤田医院 松本市宮渕1-4-5 0263-35-8611 福澤医院 松本市和田1858-10 0263-47-9318

奈良井医院 塩尻市洗馬2588-6 0263-52-0695 広仁堂医院 塩尻市広丘野村1693-3 0263-52-1520

塩尻協立病院 塩尻市桟敷437 0263-53-5353 中村病院 塩尻市広丘高出1614-2 0263-52-3321

たなべ泌尿器科クリニック 塩尻市広丘野村2152 0263-88-8181三澤医院 塩尻市大門1番町9-10 0263-52-0202

こまくさ野村クリニック 塩尻市広丘野村2146 0263-51-1121●★桔梗ヶ原病院 塩尻市宗賀1295 0263-54-0055

今井医院 塩尻市広丘吉田3003 0263-58-1165百瀬医院 塩尻市大門7番町14-16 0263-52-0286

清水外科胃腸科医院 塩尻市広丘吉田294-2 0263-58-2474横山内科医院 塩尻市大門3番町3-15 0263-52-3181

こしはら内科クリニック 塩尻市広丘吉田551-5 0263-86-5480しいな医院 塩尻市大門桔梗町14-16 0263-51-2933

ひろおかさくらレディースウィメンズクリニック 塩尻市広丘吉田3191 0263-85-0013中山外科内科 塩尻市大門8番町10-3 0263-53-1016

●★松本歯科大学病院 塩尻市広丘郷原1780 0263-51-2365

しおはら小児科皮膚科クリニック 塩尻市広丘郷原1762-321 0263-88-5265ひろおか上條クリニック 塩尻市広丘堅石下原39-5 0263-52-3372

ふるや内科クリニック 塩尻市大門四番町7-14 0263-87-2280

塔の原内川医院 安曇野市明科中川手2243-1 0263-81-2121 鶴見医院 安曇野市豊科高家5187 0263-72-4500

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) ■は病院・診療所にお問い合わせください>

やざき診療所 安曇野市明科中川手4085 0263-62-2360 こうの内科循環器科 安曇野市豊科南穂高271-10 0263-71-5881

宮澤医院 安曇野市明科中川手3760-6 0263-62-2052 こばやし内科クリニック 安曇野市豊科高家5441-1 0263-71-1117

平林医院 安曇野市明科東川手418-3 0263-62-2227 須澤クリニック 安曇野市穂高617 0263-82-2993

伊藤医院 安曇野市明科中川手6833 0263-62-2051 楢本内科医院 安曇野市豊科南穂高2820-1 0263-73-0616

安曇野市医師会 安曇野市豊科4111-1 0263-72-2347 百瀬医院 安曇野市穂高2561-3 0263-82-2205

山田医院 安曇野市豊科627-1-2 0263-72-3207 中田医院 安曇野市穂高787-1 0263-82-2339

石田医院 安曇野市豊科4677 0263-72-2766 ●★穂高病院 安曇野市穂高4634 0263-81-1011

丸山内科クリニック 安曇野市豊科4301-6 0263-72-6188 古川医院 安曇野市穂高4342-2 0263-82-4385

神谷小児科医院 安曇野市豊科5575-1 0263-72-5162 根津内科医院 安曇野市穂高6870 0263-82-8382

中村内科医院 安曇野市豊科4702-1 0263-72-2460 髙橋医院 安曇野市穂高5622-1 0263-82-2561

ヴェリタス堀金診療所 安曇野市堀金烏川5029 0263-87-6700穂高ハートクリニック 安曇野市穂高有明9394-1 0263-50-6731

●安曇野赤十字病院 安曇野市豊科5685 0263-72-3170 小田切医院 安曇野市穂高有明1639-3 0263-83-6025

和田医院 安曇野市堀金烏川3338 0263-72-2047あさひ内科クリニック 安曇野市豊科下鳥羽877-4 0263-50-8075

池田医院 安曇野市三郷明盛1362-2 0263-77-2055

中萱医院 安曇野市三郷明盛3007 0263-77-2130

村山医院 安曇野市穂高4599 0263-82-2101

柏原クリニック 安曇野市穂高柏原4565-1 0263-82-7222

白木医院 安曇野市三郷明盛1610-1 0263-77-2134武田内科クリニック 安曇野市穂高柏原1122-1 0263-88-6500

追分クリニック 安曇野市穂高北穂高2982-5 0263-82-2129

木暮医院 安曇野市三郷温546 0263-77-2119■おひさまクリニック 安曇野市穂高北穂高143-7 0263-88-7692

たかはしクリニック 安曇野市三郷温2988-1 0263-77-7880

土屋クリニック 安曇野市豊科高家3531-1 0263-71-1811

ももせクリニック 安曇野市三郷温2645-3 0263-77-1188米倉医院 安曇野市堀金烏川2581 0263-72-2354

塩  尻  市                                             2 

病院・診療所 

  安  曇  野  市                                             3 

病院・診療所 

3 

※ ※ 

※ ※ 



※（ ）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)

健診費用【受診者負担額】 : 病院・診療所にお問い合わせください

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)

狩谷整形外科医院 大町市大町3830-6 0261-22-7788

菊地クリニック 大町市常盤3512-16 0261-21-2580

加藤診療所 大町市平2810-3 0261-22-0989

横澤内科医院 大町市大町4060-8 0261-22-0371

柿下クリニック 大町市常盤3541-14 0261-21-1230

小野医院 大町市大町4118

大町市国保美麻診療所 大町市美麻11810-イ 0261-29-2015

0261-22-0047

山形協立診療所 山形村2524-1 0263-98-3933

健診費用【受診者負担額】 : 2,001円(2,161円)

野村クリニック 大町市大町3502-2 0261-85-0085 大町協立診療所 大町市大町6989-7 0261-26-5200

★市立大町総合病院 大町市大町3130 0261-22-0415 伊東医院 大町市大町4429-4 0261-22-0077

遠藤内科医院 大町市大町2661 0261-22-0031 平林医院 大町市大町4151-2 0261-22-2525

三村医院 朝日村西洗馬1716-1 0263-99-2065

宮原医院 山形村5501-6 0263-97-1055

横山医院 山形村中原3916 0263-98-2884

玉井医院 麻績村4156-1 0263-67-2231

長野県立木曽病院 木曽町福島6613-4 0264-22-2703 原内科医院 木曽町福島5652-1 0264-22-2678

鳥羽医院 筑北村坂北4525-1 0263-66-2435 松林医院 筑北村西条3968-1 0263-66-2008

古根医院 大桑村長野2868-1 0264-55-1188

奥原医院 木祖村薮原1224-2 0264-36-2264

篠﨑医院 南木曽町読書3428 0264-57-2016

芦沢医院 上松町本町通り4-44 0264-52-2018

大  町  市                                             4 

病院・診療所 

麻  績  村                                             5 

病院・診療所 

山  形  村                                             6 

病院・診療所 

4 

朝  日  村                                             7 

病院・診療所 

筑  北  村                                             8 

病院・診療所 

木  曽  町                                             9 

病院・診療所 

上  松  町                                             10 

病院・診療所 

   南  木  曽  町                                             11 

病院・診療所 

木  祖  村                                             12 

病院・診療所 

大  桑  村                                             13 

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)　<●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)
はーぶの里診療所 池田町会染4855-1 0261-62-0210 北アルプス医療センターあずみ病院 池田町池田3207-1 0261-62-3166

吉村医院 松川村5728-353 0261-61-5666 若林医院 松川村7029 0261-62-2105

健診費用【受診者負担額】 : 2,001円(2,161円)
近藤医院 松川村5728-68 0261-62-9187 みどりクリニック 松川村5794-433 0261-62-5225

せりざわクリニック 池田町池田2902-17 0261-62-3000

健診費用【受診者負担額】 : 2,001円(2,161円)
小谷村国保診療所 小谷村中小谷丙２５２０－１ 0261-82-2044

健診費用【受診者負担額】 : 2,001円(2,161円)
神城醫院 白馬村神城天神原22844 0261-75-7050

林内科・循環器科クリニック 岡谷市長地小萩3-12-24 0266-26-8100 牛山医院 岡谷市天竜町3-2-23 0266-78-1192

●諏訪湖畔病院 岡谷市長地小萩1-11-30 0266-27-5500 向山内科医院 岡谷市塚間町1-2-20 0266-23-6272

小野医院 岡谷市長地柴宮1-18-9 0266-28-2776 祐愛病院 岡谷市南宮2-2-34 0266-23-0222

林外科医院 岡谷市長地小萩3-12-27 0266-28-1200 花岡医院 岡谷市天竜町3-20-28 0266-22-3525

よねやま内科クリニック 岡谷市神明町1-2-11 0266-22-8863 ●★岡谷市民病院 岡谷市本町4-11-33 0266-23-8050

川岸医院 岡谷市川岸中2-4-1 0266-22-2562 酒井医院 岡谷市本町2-1-2 0266-22-2121

上諏訪病院 諏訪市大手1-17-7 0266-52-1650 はやし小児科内科医院 諏訪市湖南大曲15 0266-53-7888

野村ウィメンズクリニック 岡谷市中央町3-1-36 0266-24-1103 今井内科胃腸科クリニック 岡谷市今井1211 0266-24-8688

五味医院 諏訪市大手2-4-3 0266-52-1126 吉江内科医院 諏訪市渋崎1794-1 0266-52-2525

青木産婦人科医院 諏訪市大手1-18-5 0266-52-0649 渡辺内科クリニック 諏訪市四賀赤沼1770-3 0266-53-6088

塩沢医院 諏訪市大手2-9-10 0266-52-0038 山口医院 諏訪市諏訪2-14-32 0266-58-5252

諏訪城東病院 諏訪市大手2-3-5 0266-52-3100 松本医院 諏訪市清水2-4-12 0266-52-3247

柳澤医院 諏訪市小和田南1-3 0266-52-0159 諏訪豊田診療所 諏訪市豊田2434-2 0266-52-1802

きみづか整形外科 諏訪市上川3-2343 0266-78-4001 やざわ虎クリニック 諏訪市高島1-21-14こころのひろば内 0266-57-8300

きくち泌尿器科クリニック 諏訪市上川3-2314 0266-78-1045 なかす内科医院 諏訪市中洲3467-1 0266-54-2230

小島クリニック 諏訪市上川3-2205-5 0266-56-1212 薄井内科医院 諏訪市豊田260-1 0266-58-8108

●★諏訪赤十字病院 諏訪市湖岸通り5-11-50 0266-57-6042 小松内科クリニック 諏訪市中洲新玉245-18 0266-53-7631

高林内科呼吸器科クリニック 諏訪市湖岸通り1-13-11 0266-54-1159 こうのハートクリニック 諏訪市中洲5680-1 0266-78-5810

湖南関医院 諏訪市湖南5928 0266-58-1680 あるがクリニック 諏訪市湯の脇2-6-3 0266-78-1235

清水クリニック 諏訪市湖岸通り5-13-18 0266-53-1625 宮坂医院 諏訪市元町4-10 0266-52-1711

北山診療所 茅野市北山4808-1 0266-78-2310 みうら内科クリニック 茅野市塚原2-7-9 0266-78-7710

いちょう並木クリニック 諏訪市四賀2417-2 0266-58-5522

泉野診療所 茅野市泉野7088-1 0266-79-3783 桜井内科医院 茅野市塚原1-14-45 0266-72-6010

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)　■ は病院・診療所にお問い合わせください>

●★組合立諏訪中央病院 茅野市玉川4300 0266-72-1000 上原内科小児科医院 茅野市仲町7-16 0266-72-2636

浅川クリニック内科循環器科内科 茅野市玉川3080-3 0266-82-6813 尖石診療所 茅野市豊平4485-1 0266-71-6211

平出クリニック内科・産婦人科 茅野市ちの628-1 0266-72-1661 リバーサイドクリニック 茅野市宮川3975 0266-72-7010

原田内科呼吸ケアクリニック 茅野市玉川4496-1 0266-82-7055 ふたば小児科 茅野市仲町18-46 0266-72-5330

眞田医院 茅野市中大塩11-93 0266-73-0731

往診クリニックちの 茅野市ちの横内2664-1 0266-82-4104 ■ライフクリニック蓼科 茅野市豊平3317-1 0266-77-2050

矢嶋内科医院 茅野市ちの3494 0266-72-2048 ともみ内科医院 茅野市本町東3-5 0266-82-0424

池田医院 茅野市ちの2808-1 0266-73-0555 小口医院 茅野市宮川4441-3 0266-72-2619

5 

池  田  町                                             14 

病院・診療所 

松  川  村                                             15 

病院・診療所 

白  馬  村                                             16 

病院・診療所 

小  谷  村                                             17 

病院・診療所 

  岡  谷  市                                             18 

病院・診療所 

  諏  訪  市                                             19 

病院・診療所 

  茅  野  市                                             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。

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)　<●の病院・診療所は370円(500円)>

おさか循環器クリニック 伊那市荒井3406 0265-71-6151 田畑内科医院 伊那市中央4953-2 0265-78-6668

重盛医院 伊那市荒井3642-1 0265-72-2384 下條医院 伊那市手良野口2005-3 0265-76-5353

木村内科医院 伊那市荒井3468-20 0265-72-3915 久保田内科クリニック 伊那市中央5047 0265-71-8855

たけまつハートクリニック 伊那市上牧6335 0265-71-8010 元の気クリニック 伊那市西春近2680-1 0265-74-2007

たかはし医院 伊那市荒井3872-1 0265-71-5121 酒井医院 伊那市富県7446-1 0265-72-4835

くろごうち内科循環器科医院 伊那市境1664-3 0265-77-0582 野沢医院 伊那市西町5057-1 0265-74-5000

中村クリニック 伊那市狐島3611 0265-77-0206 仁愛病院 伊那市西町4906 0265-78-3333

池上医院 伊那市坂下3357-2 0265-72-4060 富士見高原医療福祉センター西箕輪診療所 伊那市西箕輪6700-2 0265-73-3351

樋代内科医院 伊那市坂下1894 0265-72-2505 神山内科医院 伊那市西町5121-1 0265-78-5151

伊那市国保長藤診療所 伊那市高遠町長藤1849-1 0265-94-2001 河野医院 伊那市東春近2345 0265-72-3208

田中病院 伊那市下新田3193 0265-78-3555 片桐医院 伊那市日影55 0265-72-4072

春日医院 伊那市高遠町西高遠1784-1 0265-94-2054 富士見高原医療福祉センターみすず診療所 伊那市美篶7793-1 0265-71-5556

北原内科 伊那市高遠町西高遠301 0265-94-2255 原内科消化器科医院 伊那市前原8391-1 0265-77-0177

下島医院 伊那市中央4505-1 0265-72-2204 春日医院 伊那市中央4726-2 0265-72-3803

神戸医院 駒ヶ根市上穂南栄町2-31 0265-82-3522高山内科クリニック 駒ヶ根市赤穂1103-6 0265-82-6690

中谷内科医院 駒ヶ根市上穂栄町17-18 0265-81-1377須田医院 駒ヶ根市赤須東6-58 0265-81-5050

早田医院 駒ヶ根市中央17-9 0265-82-2030座光寺内科医院 駒ヶ根市赤穂4835-1 0265-83-3222

こまちや東内科クリニック 駒ヶ根市下市場32-1 0265-81-7780昭和伊南総合病院 駒ヶ根市赤穂3230 0265-82-2121

秋城医院 駒ヶ根市赤穂9870 0265-83-2805 東伊那すこやかクリニック 駒ヶ根市東伊那2533-1 0265-83-4024

木下医院 駒ヶ根市中沢3518 0265-82-3712かしの実クリニック 駒ヶ根市赤穂9848-1 0265-98-0590

横田医院 飯田市大瀬木993-1 0265-28-1655 加藤医院 飯田市鈴加町1-20 0265-22-1964

前澤病院 駒ヶ根市上穂南11-5 0265-83-2151

矢澤内科・循環器科医院 飯田市育良町2-17-1 0265-21-6111 小坂クリニック 飯田市座光寺3496-1 0265-24-3933

まえやま内科胃腸科クリニック 駒ヶ根市赤穂14632-4 0265-82-8614

下平けやき診療所 駒ヶ根市下平4080-1 0265-81-6303

●★飯田病院 飯田市大通1-15 0265-22-5150 後藤医院 飯田市伝馬町2-32 0265-24-6557

まるやまファミリークリニック 飯田市大瀬木1106-2 0265-32-1666 すきがら医院 飯田市鈴加町1-24 0265-53-1000

木下クリニック 飯田市鼎切石4087-6 0265-56-2566 羽場医院 飯田市駄科536-3 0265-28-5151

羽生循環器内科 飯田市鼎一色45-2 0265-24-1250 ●中部公衆医学研究所診療所 飯田市高羽町6-2-2 0265-24-1505

菅沼病院 飯田市鼎中平1970 0265-22-0532 古島内科胃腸科医院 飯田市主税町5 0265-56-1221

●★健和会病院 飯田市鼎中平1936 0265-23-3116 すずおか内科クリニック 飯田市駄科1285-1 0265-48-5222

飯田橋クリニック 飯田市鼎西鼎616 0265-24-1511 久田小児科医院 飯田市知久町4-1239 0265-22-0379

飯田橋木下医院 飯田市鼎西鼎615-1 0265-21-6151 前沢医院 飯田市主税町22 0265-23-5865

のむら内科医院 飯田市上郷飯沼1808-1 0265-23-7000 飯田市立千代診療所 飯田市千代932-5 0265-59-2014

曽我医院 飯田市鼎東鼎20-2 0265-22-1653 ささき医院 飯田市中央通り3-44 0265-22-0059

いちはし内科医院 飯田市上郷黒田382-11 0265-56-0018 宮沢医院 飯田市通り町4-1315 0265-53-8100

★瀬口脳神経外科病院 飯田市上郷黒田218-2 0265-24-6655 波多野医院 飯田市伝馬町1-46 0265-22-0666

蟹江医院 飯田市上郷別府3373 0265-22-1073

おおぎ整形外科 飯田市東和町2-30 0265-22-1730

慶友整形外科 飯田市上郷別府3367-8 0265-52-1152 かやの木診療所 飯田市中村76-1 0265-25-8112

上松医院 飯田市浜井町3468 0265-22-0660

市瀬整形外科 飯田市川路4825 0265-27-3311

飯田市立上村診療所 飯田市上村844-2 0260-36-2050

渡辺医院 飯田市白山町3丁目東3-2 0265-52-3777

●★輝山会総合健診センター 飯田市毛賀1707 0265-26-6711 松尾医院 飯田市松尾久井2403 0265-22-3921

松村内科クリニック 飯田市松尾代田1603-2 0265-23-6822平岩ウイメンズクリニック 飯田市川路4938 0265-27-2067

本田ペインクリニック 飯田市桜町1-17 0265-21-3110

源田内科医院 飯田市宮ノ前4423-8 0265-24-1550

森山医院 飯田市丸山町3-6804-3 0265-56-3211

仲ノ町診療所 飯田市仲ノ町1-2 0265-49-3083

須田内科醫院 飯田市座光寺3440 0265-21-1071

宝クリニック 飯田市鼎名古熊2511 0265-22-4114飯田市立高松診療所 飯田市上郷黒田341 0265-22-5060
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  伊  那  市                                             21 

病院・診療所 

  駒 ヶ 根 市                                             22 

病院・診療所 

  飯  田  市                                             23 

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)　<●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)

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)　<●の病院・診療所は370円(500円)>

医療法人いくやま医院 箕輪町中箕輪9431-1 0265-79-1988

中川医院 箕輪町中箕輪12501 0265-79-2103

★厚生連富士見高原病院 富士見町落合11100 0266-62-3030 小林医院 富士見町境7372 0266-64-2043

両小野診療所 辰野町小野1290-20 0266-46-2017 上島医院 辰野町中央102 0266-41-0143

新田内科クリニック 辰野町伊那富3081-1 0266-41-5611 古村医院 辰野町辰野1788 0266-41-0013

諏訪共立病院 下諏訪町矢木町214 0266-28-3071

中新田診療所 原村13221-2 0266-70-1331

富士見やまびこクリニック 富士見町落合南原山9984-188 0266-61-2155 小池医院 富士見町富士見4654 0266-62-2222

土屋医院 辰野町辰野1695 0266-41-0163 ●★労働衛生協会長野県支部 辰野町辰野1477-6 0266-41-0101

●町立辰野病院 辰野町辰野1445-5 0266-41-0238 天龍堂医院 辰野町平出1620 0266-41-0121

福島医院 箕輪町中箕輪8428 0265-79-2071 箕輪ひまわりクリニック 箕輪町中箕輪460-1 0265-98-7206

ユーカリの森クリニック 箕輪町中箕輪3007-2 0265-98-7855 しろざき内科クリニック 箕輪町中箕輪8603-7 0265-98-5030

生協診療所いいじま 飯島町飯島2050-1 0265-86-5778 のどかクリニック 飯島町飯島2038-2 0265-86-6705

南向診療所 中川村大草4037-1 0265-88-2019

市川内科クリニック 南箕輪村1548-2 0265-77-5677 長田内科循環器科医院 南箕輪村3717 0265-72-4043

上伊那生協病院 箕輪町中箕輪11324 0265-79-1424

●★下伊那赤十字病院 松川町元大島3159-1 0265-36-7071

中塚内科循環器科医院 松川町元大島3775-3 0265-34-1188松川町上片桐診療所 松川町上片桐2849-3 0265-37-2010

中川村片桐診療所 中川村片桐3956-3 0265-88-2512

北原医院 宮田村162 0265-85-2214

堀田内科クリニック 南箕輪村5587-2 0265-72-3980
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  下  諏  訪  町                                             24 

病院・診療所 

  富  士  見  町                                             25 

病院・診療所 

  辰 野 町                                             27 

病院・診療所 

  箕  輪  町                                             28 

病院・診療所 

  飯  島  町                                             29 

病院・診療所 

      南  箕  輪  村                                             30 

病院・診療所 

  中  川  村                                             31 

病院・診療所 

    宮  田  村                                             32 

病院・診療所 

    松  川  町                                             33 

病院・診療所 

  原 村                                             26 

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)

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)
泰阜村診療所 泰阜村3256-1 0260-26-2003

0265-35-7511

後藤医院 高森町上市田630-1 0265-35-2205 山路医院 高森町吉田475 0265-35-2198

尾地内科呼吸器科クリニック 高森町山吹4534-1 0265-35-6311 ★厚生連下伊那厚生病院 高森町吉田481-13

0260-24-2854

新野へき地診療所 阿南町新野1222 0260-24-3022 県立阿南病院 阿南町北条2009-1 0260-22-2121

富草へき地診療所 阿南町富草4014 0260-22-2512 和合へき地診療所 阿南町和合897-5

橋上医院 阿智村駒場359-1 0265-43-2118 飯田病院附属阿智診療所 阿智村駒場465 0265-43-4180

中島医院 下條村陽皐2731 0260-27-3577

0265-33-2023

小沢医院 豊丘村神稲129 0265-35-2016 金田医院 豊丘村神稲549-4

三浦医院 喬木村849-10 0265-33-2030 木下医院 喬木村3255

大鹿村立診療所 大鹿村大河原362 0265-39-2111（申込先は役場保健福祉課）

0265-48-8488

     泰  阜  村                                             
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    阿  南  町                                             35 

病院・診療所 

      阿  智  村                                             36 

病院・診療所 

     下  條  村                                             37 

病院・診療所 

      喬  木  村                                             38 

病院・診療所 

      豊  丘  村                                             39 

病院・診療所 

      大  鹿  村                                             40 

病院・診療所 

    高  森  町                                             34 

病院・診療所 

41 

病院・診療所 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 


