長野市国保特定健診・後期高齢者健診・30歳代の国保健診・健康診査・
大腸がん検診実施医療機関
※予約が必要な医療機関がありますので、事前に医療機関へお問い合わせください。
医療機関名

電話番号

所在地

医療機関名

電話番号

所在地

釜田内科胃腸科小児科医院

233-0040 西長野

小島病院

217-3861 若里五丁目

小林医院

232-3632 長野桜枝町

整形外科安藤クリニック

227-3736 高田

藤井クリニック

231-5407 長野桜枝町

みやじま内科クリニック

227-7777 高田

春日内科・糖尿病医院

232-2205 長野横沢町

わかまつ呼吸器内科クリニック

266‐0227 高田

おさだ形成・皮ふ科クリニック

232-4874 三輪

みうらハートクリニック

244-6226 南高田二丁目

平野内科小児科医院

235-2611 三輪

南長池診療所

263-1234 南長池

矢島内科医院

233-1231 三輪田町

徳武クリニック

252-6151 西尾張部

池田クリニック

233-5668 上松二丁目

東和田病院

243-4895 東和田

小谷医院

232-8360 上松二丁目

田中病院

243-1263 西和田一丁目

太田糖尿病内科クリニック

241-3570 上松四丁目

西和田 林クリニック

263-0884 西和田一丁目

片桐内科クリニック

215-1900 上松四丁目

堀越医院

243-5141 平林一丁目

川上内科医院

241-5033 上松四丁目

朝日ながの病院

215-8081 三輪一丁目

上松病院

241-1628 上松五丁目

かくた内科クリニック

262-1166 三輪一丁目

島田医院

234-7372 箱清水一丁目

小林脳神経外科病院

241-6221 三輪一丁目

大門ヒルズクリニック

219-6615 長野東後町

北野病院

241-0631 三輪三丁目

磯村クリニック

234-8282 権堂町

斎藤脳神経クリニック

243-8226 吉田二丁目

大門東クリニック

235-2700 鶴賀田町

林産婦人科医院 （女性のみ）

241-5855 吉田二丁目

竹重病院

234-1281 田町

宮沢医院

241-5956 吉田二丁目

岡田内科

235-1788 西鶴賀町

青豆診療所

263-5523 吉田五丁目

高木クリニック （30代健診は実施しません）

234-3239 緑町

花岡内科医院

243-7780 吉田五丁目

愛和病院

226-3863 鶴賀

仁科医院

241-3730 桐原一丁目

鈴木泌尿器科

227-8515 鶴賀

風の里クリニック

217-0303 富竹

高田整形外科オルソクリニック

227-2510 鶴賀

富竹クリニック

295-6643 富竹

彦坂医院

226-6930 七瀬中町

月岡内科

295-5151 上駒沢

小林病院

226-7880 南千歳一丁目

浅井泌尿器科

295-5161 三才

榊ペインクリニック

224-7711 南千歳一丁目

かねばこ内科クリニック

295-6050 金箱

小島内科

226-2181 南千歳二丁目

原山こどもクリニック

243-5885 小島

恵信会クリニック

234-2880 西後町

中島医院

295-0600 柳原

佐藤医院

232-6026 妻科

神楽橋医院

244-5600 神楽橋

クリニックコスモスあがたまち

232-2088 南県町

加藤内科

243-6877 神楽橋

竹内医院

232-5457 南県町

まつした胃腸内科外科クリニック

222-2000 大豆島

脳神経外科Ａ-ＯＮＥクリニック

228-1929 南石堂町

児島医院

267-0811 大豆島

ながのファミリークリニック

217-6610 中御所一丁目

降旗醫院

213-7731 風間

小林医院

228-3030 中御所四丁目

いちかわ内科クリニック

214-6800 松岡一丁目

荒井内科小児科医院

221-4411 稲葉

あらかわファミリークリニック

251-0808 北長池

板倉内科・糖尿病クリニック

269-0300 栗田

北長池内科クリニック

259-8556 北尾張部

栗田病院

226-1311 栗田

岡田呼吸器科内科医院

259-3090 石渡

東口病院

227-0700 栗田

朝日病院

244-6411 南堀

東口メンタルクリニック

267-7708 栗田

金井内科医院

296-0457 北堀

武田医院

226-0871 若里一丁目

石黒内科医院

243-7189 桜新町
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大腸がん検診実施医療機関
※予約が必要な医療機関がありますので、事前に医療機関へお問い合わせください。
医療機関名

電話番号

所在地

医療機関名

電話番号

所在地

小口内科小児科医院

241-5588 若槻団地

川中島クリニック

284-3811 川中島町御厨

清水内科クリニック

295-3522 若槻東条

篠ノ井 鈴木医院

261-1515 里島

中村医院

296-1700 若槻東条

ナカジマ外科病院

284-8585 青木島一丁目

竹中内科医院

295-5117 上野一丁目

わたなべクリニック

285-3777 丹波島二丁目

東長野病院

296-1111 上野二丁目

河合医院

285-5830 青木島町綱島

笹井医院

296-6630 津野

酒井診療所

284-3254 青木島町大塚

稲田クリニック

263-3811 稲田三丁目

ましまクリニック

284-2052 真島町真島

小出メンタルクリニック

217-2250 檀田二丁目

クリニックコスモス長野

285-2671 小島田町

南十字脳神経外科

213-4800 小柴見

赤羽医院

254-6811 稲里町中氷鉋

安茂里堀越内科クリニック

229-5890 安茂里

神林医院

283-0781 稲里町下氷鉋

金木内科クリニック

226-3553 安茂里

鈴木医院

214-2070 稲里町田牧

伊勢宮胃腸外科

224-8877 伊勢宮一丁目

長野県健康づくり事業団長野健康センター診療所 286‐6410 稲里町田牧

瀬原田クリニック

299-5511 篠ノ井布施五明

脳とからだのくらしまクリニック

214-3105 稲里町田牧

酒井医院

292-0255 篠ノ井布施高田

稲里生協クリニック

286-1500 稲里町中央二丁目

滝沢医院

293-6120 篠ノ井布施高田

三井クリニック

291-0088 稲里町中央四丁目

松浦小児科医院（30代健診は実施しません）

292-3113 篠ノ井布施高田

南長野クリニック

291-0170 稲里町中央四丁目

松尾医院

292-1093 篠ノ井布施高田

賛育会クリニック

257-2470 豊野町豊野

ゆうき内科クリニック

290-5580 篠ノ井布施高田

鈴木医院

257-5020 豊野町豊野

芹田内科クリニック（30歳代は実施しません）

214-8104 篠ノ井布施高田

中屋診療所

257-2281 豊野町豊野

飯塚医院

292-0050 篠ノ井御幣川

長野市国民健康保険戸隠診療所

254-2211 戸隠豊岡

甘利内科呼吸器科クリニック

292-4545 篠ノ井会

今井医院

252-2011 戸隠栃原

高須医院

292-1451 篠ノ井塩崎

長野市国民健康保険鬼無里診療所

256-1020 鬼無里日影

星のさとクリニック水野医院

292-0191 篠ノ井小松原

長野市国民健康保険大岡診療所

266-2310 大岡乙

塚田内科歯科医院

290-7001 篠ノ井東福寺

南長野医療センター新町病院

262-3111 信州新町上条

南ながの公園クリニック

285-9209 篠ノ井東福寺

更水医院

262-2027 信州新町新町

いちのせ循環器内科

247-8500 神明

長野市国民健康保険中条診療所

267-2010 中条

加古医院

278-2108 松代町松代

岡田外科医院

272-2828 千 曲 市

神林医院

278-2101 松代町松代

菅谷医院

272-1024 千 曲 市

轟医院

278-2135 松代町松代

※戸隠・鬼無里・信州新町・中条地区で
は、集団健診も実施しています。

長野松代総合病院

278-2031 松代町松代

むらおか脳神経外科クリニック

278-8811 松代町東寺尾

滝澤医院

282-2160 若穂綿内

立岩医院

282-5405 若穂綿内

長野松代総合病院附属若穂病院

282-7111 若穂綿内

峯村医院

282-6172 若穂川田

倉石整形外科クリニック

266-5252 若穂牛島

今井クリニック丸山内科

284-8280 川中島町今井

竹内メディカルクリニック

254-7733 川中島町今井

としだ内科

292-5766 川中島町原

いしぐろクリニック

286-6363 川中島町御厨

