
No.
登録
番号

医療機関名 所在地 氏名

1 1 飯内科クリニック 上越市大字飯2521-1 野崎　和也

2 2 飯酒盃医院 上越市西本町4丁目4-12 飯酒盃 訓充

3 3 市川医院 長岡市山田2丁目4-13 市川　健太郎

4 4 医療法人社団　内山医院 上越市吉川区下町1161-1 内山　一晃

5 5 浦川原診療所 上越市浦川原区有島75番地 髙橋　龍一

6 6 笹川医院 上越市港町1丁目27-16 荻野　和子

7 7 新潟県上越保健所 上越市春日山町3丁目8-34 松澤　知

8 8 羽尾医院 上越市稲田3-6-20 羽尾　和久

9 9 藤林内科医院 上越市西城町3-13-16 藤林　陽三

10 10 平成クリニック 妙高市上町3-17 丸山　明則

11 11 みながわ内科・糖尿病クリニック 上越市上源入641-1 皆川　真一

12 12 医療法人　妙高診療所 妙高市葎生524-1 松岡　二郎

13 13 山﨑内科消化器科医院 上越市鴨島1-1-11 山﨑　国男

14 14 吉川眼科 上越市吉川区下町1162-1 伴野　正明

15 15 高橋医院 上越市大貫1-15-26 高橋　慶一

16 16 医療法人社団　長谷川医院 上越市国府4丁目3番地14号 長谷川　登

17 17 高野医院 長岡市台町1-9-6 髙野　勝

18 18 南魚沼市立中之島診療所 南魚沼市仙石1番地25 冨永　衛

19 19 医療法人社団たむら脳外科クリニック 柏崎市柳田町7-31 田村　亨

20 20 本町クリニック
十日町市本町3丁目362番地プラザコ
アビル

髙橋　修一

21 21 しなのハートクリニック 長岡市信濃2丁目6-18 石黒　淳司

22 22 荒井医院 長岡市栃尾表町1-4 荒井　義彦

23 23 長岡西病院 長岡市三ツ郷屋町371番地1 福居　和人

24 24 星野医院 見附市本町4-2-37 星野　弘之

25 25 アイ内科クリニック 長岡市城内町1-611-1CoCoLo長岡2階 殷　煕安

26 26 木村医院 長岡市関原町2-244 木村　慶太

27 27 さいとう内科クリニック 糸魚川市上刈4-8ｰ5 齊藤　隆生
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28 28 医療法人社団かなざわ内科クリニック 上越市春日野1丁目14-11 金澤　責

29 29 やちほ内科クリニック 上越市下荒浜848ｰ1 佐藤　進一

30 30 髙木内科クリニック 長岡市緑町1-37-2 髙木　正人

31 31 さえき内科 長岡市中之島569-6 佐伯　牧彦

32 32 富永草野病院 三条市興野2-2-25 青木　あづさ

33 33 うえの内科・外科クリニック 新潟市江南区鐘木579-2 上野　光夫

34 34 万代内科クリニック
新潟市中央区万代4丁目1-1B4ビル3
階

田村　紀子

35 35 いが医院 村上市南町2丁目8-30 伊賀　芳朗

36 37 関川村国民健康保険関川診療所 岩船郡関川村下関515-1 平田　丞

37 38 真部外科医院 糸魚川市大字能生6905番地 眞部　一彦

38 39 五十嵐医院 上越市青野239 五十嵐　広隆

39 40 医療法人社団　富田医院 十日町市上新井1145ｰ2 富田　浩

40 41 むとう医院 三条市島田2-8-12 武藤　学

41 42 大日方医院 五泉市寺沢3-2-1 大日方　一夫

42 43 中村医院 燕市吉田堤町7-3 中村　宏志

43 44 米倉医院 南魚沼市六日町101ｰ8 米倉　研史

44 45 柏崎市立国保高柳診療所 柏崎市高柳町岡野町1849-1 登坂　尚志

45 46 須田医院 南蒲原郡田上町大字羽生田丙151-14 須田　剛

46 48 阿賀町上川診療所 東蒲原郡阿賀町両郷甲2150 近藤　崇

47 49 榎本内科クリニック 三条市北新保1丁目1番28号 榎本　博幸

48 50 医療法人社団おおかわクリニック 新潟市東区竹尾2丁目19-5 大川　彰

49 51 風の笛クリニック 新潟市東区下木戸2-28-16 穂苅　環

50 52 金子内科医院 新潟市西蒲区巻甲1175-1 金子　直裕

51 53 医療法人社団甲田内科クリニック 燕市吉田3748番地 甲田　豊

52 54 小林医院 上越市住吉町1-12 小林　千春

53 55 医療法人社団笹川医院 新発田市下小中山392 笹川　康夫

54 56 医療法人社団じゅん脳外科・内科 長岡市泉2-4-1 土田　秀夫
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55 57 上越地域医療センター病院 上越市南高田町6-9 古賀　昭夫

56 58 関屋田町クリニック 新潟市中央区関屋田町1丁目6番地2 林　恒美

57 59 たけだ内科クリニック 五泉市村松1288-1 武田　康男

58 60 田中内科クリニック 三条市須頃2-101-1 田中　吉明

59 61 田中内科クリニック 三条市須頃2-101-1 田中　拓

60 62 医療法人社団丹羽医院 新潟市中央区西堀前通3-722 丹羽　恵子

61 63 脳神経センター阿賀野病院 阿賀野市保田6317-15 青木　賢樹

62 64 花野内科医院 新発田市稲荷岡2252 花野　政晴

63 65 平塚ファミリークリニック 新発田市真野原1719-4 平塚　雅英

64 66 平塚ファミリークリニック 新発田市真野原1719-4 平塚　素子

65 67 水戸医院 新潟市西区小針が丘2-35 水戸　將郎

66 68 医療法人社団六日町こどもクリニック 南魚沼市余川3362-1 白井　崇準

67 69 新潟県新発田保健所 新発田市豊町3丁目3-2 中山　均

68 70 こばやし内科クリニック 新潟市中央区紫竹山6-2-26 小林　義昭

69 71 新潟県新発田保健所 新発田市豊町3丁目3-2 羽入　晋太郎

70 72 新潟県労働衛生医学協会 新潟市西区北場1185番地3 加藤　公則

71 74 医療法人社団稲田医院 柏崎市春日1丁目６-23-10 稲田　勢介

72 75 三条しただ郷クリニック 三条市荻堀1182番地１ 池上　敬一

73 76 さいとう診療所 上越市板倉区針941 斎藤　浩史

74 77 医療法人社団佐野医院 新潟市東区東明2-9-2 井上　重宏

75 78 国民健康保険魚沼市立小出病院 魚沼市日渡新田34番地 布施　克也

76 79 医療法人社団山本医院 糸魚川市寺地232-1 山本　習子

77 80 はやつ医院 新潟市中央区山二ツ1385番地 早津　恵子

78 81 新発田駅前ひらた内科クリニック
新発田市諏訪町1－2－11 イクネス
しばたＭＩＮＴＯ館２Ｆ

平田　明

79 82
新潟県厚生農業協同組合連合会新潟医療
センター

新潟市西区小針3－27－11 冨井　亜佐子

80 83 医療法人社団上村医院 魚沼市日諏訪町1-12 上村　伯人

81 84 山の下クリニック 新潟市東区長者町5-5 阿部　行宏
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82 85 新潟県立十日町病院 十日町市高田町3丁目南32-9 吉嶺　文俊

83 86 池田内科医院 小千谷市城内2丁目6番5号 池田　敏明

84 87
新潟大学地域医療教育センター・魚沼基
幹病院

南魚沼市浦佐4132 竹本　和矢

85 88
医療法人社団ニュータウンクリニック塚
田医院

上越市春日野1丁目14番10号 塚田　昭一

86 89 吉岡内科クリニック 上越市高土町1丁目10番35号 吉岡　光明

87 90 医療法人社団水野内科クリニック 三条市月岡1丁目23番48号 水野　春芳

88 91 新潟大学医歯学総合病院 新潟市中央区旭町通1番町754番地 井口　清太郎

89 92 篠川内科医院 五泉市本町6丁目2-33 篠川　智

90 93 医療法人ラサ内科皮膚科クリニック 新潟市中央区南笹口1-1-30 諸橋　弘子

91 94 杉本医院 柏崎市田中24-11 杉本　不二雄

92 95 十日町市国民健康保険川西診療所 十日町市高原田201-4 白倉　悠企

93 96 新発田リハビリテーション病院 新発田市荒町甲1611-8 本間　義章

94 97 医療法人社団橋本医院 胎内市東本町21-56 橋本　敏之

95 98 佐渡市立相川診療所 佐渡市相川広間町7番地 福岡　淳一


