指定小児慢性特定疾病医療機関【病院、診療所】
No

名称
JA長野厚生連長野松代総合病院附属若穂

1 病院

電話番号

郵便番号

住所

026-282-7111

〒381-0101 長野市若穂綿内７６１５番地１

2 合病院

026-292-2261

〒388-8004 長野市篠ノ井会６６６番地１

3 JA長野厚生連長野松代総合病院

026-278-2031

〒381-1231 長野市松代町松代１８３番地

4 独立行政法人国立病院機構 東長野病院

026-296-1111

〒381-0085 長野市上野２丁目４７７

5 医療法人 公生会 竹重病院

026-234-1281

〒380-0815 長野市大字鶴賀田町２０９９番地

6 田中病院

026-243-1263

〒381-0037 長野市西和田１丁目２９番８号

7 長野医療生活協同組合 長野中央病院

026-234-3211

〒380-0814

8 JA長野厚生連南長野医療センター新町病院

026-262-3111

〒381-2404 長野市信州新町上条１３７番地

9 長野赤十字病院

026-226-4131

〒380-8582 長野市若里５丁目２２番１号

10 長野市民病院

026-295-1199

〒381-0006 長野市大字富竹１３３３番地１

11 医療法人愛和会 愛和病院

026-226-3863

〒380-0904 長野市大字鶴賀1044番地2

12 医療法人健成会 小林脳神経外科病院

026-241-6221

〒380-0803 長野市三輪1－5－21

13 JA長野厚生連 長野PET・画像診断センター

026-269-0550

〒380-0928 長野市若里六丁目6番10号

14 医療法人 あらかわ子ども医院

026-251-0808

〒381-0025 長野市大字北長池2072-3

15 医療法人おおくぼ眼科長野クリニック

026-269-0009

〒380-0825

16 おさだ形成・皮ふ科クリニック

026-232-4874

〒380-0803 長野市大字三輪1317-10

17 みやじま内科クリニック

026-227-7777

〒381-0034 長野市大字高田1261番地2

18 医療法人 わしざわ小児科

026-286-0800

〒381-2214 長野市稲里町田牧1322-7

19 医療法人 伊勢宮胃腸外科

026-224-8877

〒380-0958 長野市伊勢宮一丁目23番1号

20 医療法人 宮沢医院

026-241-5956

〒381-0043 長野市吉田二丁目1-29

21 医療法人 東口メンタルクリニック

026-267-7708

〒380-0921 長野市大字栗田240-3

22 医療法人 北島眼科クリニック

026-213-0205

〒381-0042 長野市稲田3-13-1

23 医療法人つかさ会 山田眼科

026-226-7620

〒380-0813 長野市緑町1102

24 医療法人社団鈴木眼科医院

026-291-1100

〒381-2217 長野市稲里町中央４丁目1-14

25 医療法人大和真田会 ましまクリニック

026-284-2052

〒381-2204 長野市真島町真島2209

26 花岡内科医院

026-243-7780

〒381-0043 長野市吉田5-31-42

27 医療法人 間宮眼科医院

026-244-2115

〒381-0052 長野市檀田二丁目15番15号

JA長野厚生連南長野医療センター篠ノ井総

長野市大字鶴賀西鶴賀町１５７０番
地

長野市末広町1355-5 ウエストプラ
ザ長野6Ｆ

No

名称

電話番号

郵便番号

住所

28 市辺眼科医院

026-232-4271

〒380-0838 長野市県町471-11

29 児玉医院

026-221-6574

〒380-0914 長野市大字稲葉762

30 児島医院

026-267-0811

〒381-0022 長野市大豆島1938-4

31 小出メンタルクリニック

026-217-2250

〒381-0052 長野市檀田二丁目1番1号

32 瀬原田クリニック

026-299-5511

〒388-8011 長野市篠ノ井布施五明3313

33 西沢泌尿器科クリニック

026-219-2800

〒380-0803 長野市三輪四丁目1番4号

34 池田クリニック

026-233-5668

〒380-0802 長野市上松2-29-16

35 竹中内科医院

026-295-5117

〒381-0085 長野市上野一丁目20番16号

36 中島医院

026-295-0600

〒381-0012 長野市大字柳原2222-6

37 長野医療生活協同組合 南長池診療所

026-263-1234

〒381-0024 長野市大字南長池830番地

38 徳永医院

026-228-7575

〒380-0948 長野市差出南二丁目22番11号

39 脳とからだのくらしまクリニック

026-214-3105

〒381-2214 長野市稲里町田牧1310番地5

40 板倉内科・糖尿病クリニック

026-269-0300

〒380-0921 長野市栗田426-1

41 武田医院

026-226-0871

〒380-0928 長野市若里1-35-23

42 米田整形外科クリニック

026-290-7722

〒381-2224 長野市川中島町原937-1

43 鈴木医院

026-214-2070

〒381-2214 長野市稲里町田牧392-3

44 長野市国民健康保険中条診療所

026-267-2010

〒381-3203 長野市中条2626番地

45 医療法人 いしぐろクリニック

026-286-6363

〒381-2221 長野市川中島御厨706番地1

46 おかむら耳鼻咽喉科

026-290-7787

〒388-8008 長野市合戦場1丁目11番2号

47 しののい眼科クリニック

026-293-7787

〒381-2222 長野市金井田54-1

48 はっちょう皮膚科

026-241-6603

〒381-0043

49 ハナイ眼科医院

026-213-4810

〒381-1231 長野市松代町松代1430-13

50 医療法人輝和会 堀越医院

026-243-5141

〒381-0036 長野市平林1-30-15

51 磯村クリニック

026-234-8282

〒380-0833 長野市大字鶴賀権堂町2215-3

52 医療法人 斎藤脳神経クリニック

026-243-8226

〒381-0043 長野市吉田2丁目25-11

53 三輪眼科

026-259-5959

〒380-0803 長野市三輪3-19-17

54 小林小児科

026-284-7777

〒381-2215 長野市稲里町中氷鉋436-1

55 清水内科クリニック

026-295-3522

〒381-0084 長野市若槻東条蔵ノ町1155-2

長野市吉田3-22-16
ＪＡながの吉田駅前ビル２Ｆ

No

名称

電話番号

郵便番号

住所

56 竹内こども医院

026-223-1119

〒380-0921 長野市大字栗田976番地

57 医療法人 芳令会 中屋診療所

026-257-2281

〒389-1105 長野市豊野町豊野894番地

58 南十字脳神経外科

026-213-4800

〒380-0942 長野市大字小柴見123

59 保谷眼科

026-263-0066

〒381-0025 長野市大字北長池1835-1

60 医療法人あけぼの会 鳥山眼科医院

026-228-3095

〒380-0921 長野市栗田218-11

61 むくろじ小児科

026-219-6962

〒381-0043 長野市吉田5-612-1 パークビル1階

62 わかほこどもクリニック

026-214-7420

〒381-0101 長野市若穂綿内6459-10

63 ながのファミリークリニック

026-217-6610

〒380-0935 長野市中御所1丁目12-8

64 医療法人裕生会 丸山産婦人科医院

026-226-4484

〒380-0822 長野市大字鶴賀南千歳町982番地

65 社会福祉法人賛育会 賛育会クリニック

026-257-2470

〒389-1105 長野市豊野町豊野634

66 医療法人池川皮ふ科医院

026‐286‐5656

67 しおいり小児科医院

026-262-1114

〒381-0041 長野市大字徳間544-16

68 わたなべクリニック

026-285-3777

〒381-2246 長野市丹波島2-18-15

69 みやがわ耳鼻咽喉科きこえクリニック

026-214-4133

〒381-2217 長野市稲里町中央一丁目5番11号

70 佐藤医院

026-232-6026

〒380-0872 長野市妻科４１０

〒3812216

長野市下氷鉋1-2-2

