
実施機関名 所在地 電話番号

竹山病院 新潟県新潟市中央区上大川前通6-1183 025-228-7171

南浜病院 新潟県新潟市北区島見町４５４０ 025-255-2121

新潟県労働衛生医学協会
附属集団検診センター 新潟県新潟市中央区川岸町1-39-5 025-370-1961

とやの中央病院 新潟県新潟市中央区鳥屋野450-3 025-284-5161

新潟県労働衛生医学協会
附属中央診療所 新潟県新潟市中央区川岸町1-47-7 025-370-1961

東新潟病院 新潟県新潟市中央区姥ヶ山274-1 025-286-8811

新潟中央病院 新潟県新潟市中央区新光町1-18 025-285-8811

木村内科医院 新潟県新潟市西区坂井865-2 025-260-7770

岡田内科医院 新潟県新潟市東区北葉町10-5 025-273-2708

中村外科胃腸科医院 新潟県新潟市西区内野町７５０ 025-262-5577

佐藤医院 新潟県新潟市江南区割野６６６ 025-280-2413

若杉内科医院 新潟県新潟市西区内野町１０５２ 025-262-2062

大森内科医院 新潟県新潟市中央区八千代1-1-30 025-243-3300

土田医院 新潟県新潟市西区五十嵐中島3-21-11 025-262-2656

五十川医院 新潟県新潟市西区寺尾東1-18-24 025-260-1151

佐野医院 新潟県新潟市東区東明2-9-2 025-286-5363

岩永医院 新潟県新潟市中央区月町2014-1 025-222-8709

中和内科医院 新潟県新潟市西区内野町602-1 025-262-0162

岡田内科医院 新潟県新潟市中央区幸町7-25 025-244-1367

戸井田内科医院 新潟県新潟市東区中野山4-15-7 025-276-2950

文田医院 新潟県新潟市中央区山二ツ2-1-11 025-286-8377

坂井輪診療所 新潟県新潟市西区寺尾東3-8-35 025-269-6630

新潟県労働衛生医学協会
附属プラーカ検診センター 新潟県新潟市中央区天神1-1 プラーカ3 5F 025-370-1961

松波クリニック 新潟県新潟市中央区関屋松波町2-143 025-231-2336

大野内科医院 新潟県新潟市中央区鐙西2-9-16 025-244-7847

新潟県保健衛生センター
成人病検診センター 新潟県新潟市中央区川岸町2-11-11 025-267-6328

安宅医院 新潟県新潟市中央区関屋大川前1-11-5 025-266-4653

いがらし内科医院 新潟県新潟市東区宝町１－１２ 025-274-2001

おおさわ小児科医院 新潟県新潟市西区寺尾上6-5-11 025-260-7877

本田内科医院 新潟県新潟市中央区天神尾1-5-7 025-241-1330

聖園病院 新潟県新潟市西区青山7-9-10 025-267-0171

相澤内科医院 新潟県新潟市東区中木戸41-1 025-270-1000

五十嵐内科胃腸科医院 新潟県新潟市江南区酒屋町821-29 025-280-2053

三浦クリニック 新潟県新潟市西区寺尾６－３４ 025-269-1566

斎藤内科クリニック 新潟県新潟市中央区高志2-20-3 025-287-5800

土谷内科医院 新潟県新潟市西区寺尾西2-8-25 025-268-1010

田沢内科医院 新潟県新潟市西区山崎１１４５ 025-239-2041

前田内科医院 新潟県新潟市中央区曙町3160-4 025-223-4560

樋口内科･消化器科医院 新潟県新潟市西区五十嵐二の町8218-23 025-262-0200

高橋小児科医院 新潟県新潟市東区逢谷内1-2-8 025-270-2480

たかはた医院 新潟県新潟市東区秋葉通2-3722-104 025-270-1111

川合クリニック 新潟県新潟市中央区東大通2-3-26 ﾌﾟﾚｲｽ新潟3F 025-242-1311

くらしま内科クリニック 新潟県新潟市江南区楚川甲180 025-280-7100

小田医院 新潟県新潟市東区中野山6-1-17 025-277-9191

松田内科呼吸器科クリニック 新潟県新潟市北区島見町3925-4 025-257-4100

寺尾整形外科クリニック 新潟県新潟市西区寺尾東3-9-10 025-260-7272

わかばやし内科クリニック 新潟県新潟市中央区米山5-9-13 025-240-5201

しげはら内科クリニック 新潟県新潟市西区坂井東6-29-27 025-264-1237
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堀川内科・神経内科医院 新潟県新潟市中央区浜浦町1-181-3 025-266-3770

健康医学予防協会 東新潟健診プラザ 新潟県新潟市東区はなみずき2-10-35 025-279-1700

すなやまクリニック 新潟県新潟市西区坂井砂山3-8-2 025-268-9001

月岡内科医院 新潟県新潟市西区小針4-4-1 025-234-1666

前田内科クリニック 新潟県新潟市西区坂井東2-2-29 025-268-1108

内科　長谷川医院 新潟県新潟市中央区紫竹1-19-2 025-240-8480

滝沢医院 新潟県新潟市東区松崎2-11-14 025-274-1880

滝沢診療所 新潟県新潟市東区小金町1-17-40 025-273-5594

渡辺泌尿器科・外科・内科クリニック 新潟県新潟市中央区上大川前通5-60-27 025-227-7000

サトウクリニック新崎 新潟県新潟市北区新崎1-17-17 025-259-3109

ときわ診療所 新潟県新潟市東区空港西1-15-17 025-274-2714

あかねウィメンズクリニック 新潟県新潟市東区江南3-8-20 025-286-6868

塚田内科医院 新潟県新潟市西区大野町3706番地甲 025-377-2100

新潟脳外科病院 新潟県新潟市西区山田３０５７ 025-231-5125

済生会新潟病院 新潟県新潟市西区寺地２８０－７ 025-233-6669

藤田内科消化器科医院 新潟県新潟市西区善久１０８－２ 025-379-1288

新潟県労働衛生医学協会
新潟ウェルネス 新潟県新潟市西区北場1185-3 025-370-1961

黒川医院 新潟県新潟市中央区礎町通上一之町1920 025-223-4727

林内科クリニック 新潟県新潟市東区太平2-22-1 025-270-7711

尾崎クリニック 新潟県新潟市中央区水島町3-19 025-243-1101

野中内科医院 新潟県新潟市中央区沼垂西1-8-5 025-246-3513

さとう内科クリニック 新潟県新潟市西区鳥原641-17 025-370-7777

遠藤胃腸科内科医院 新潟県新潟市中央区南笹口1-4-11 025-245-1388

たきざわクリニック松浜 新潟県新潟市北区松浜1-1-12 025-255-7551

小山神経内科・内科クリニック 新潟県新潟市中央区学校町通2番町5308-1 025-226-0010

東ニイガタ友愛クリニック 新潟県新潟市東区逢谷内4-2-19 025-270-1492

秋田内科放射線科クリニック 新潟県新潟市中央区出来島1-6-1 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ県庁前3F 025-281-1050

総合リハビリテーションセンター
みどり病院 新潟県新潟市中央区神道寺2-5-1 025-244-0080

真田内科医院 新潟県新潟市西区赤塚稲場5010-1 025-239-0070

ときめきハートクリニック 新潟県新潟市西区ときめき西1-1-17 025-370-7810

脳神経・内科もてぎ医院 新潟県新潟市東区松園1-9-56 025-250-9951

はやつ医院 新潟県新潟市中央区山二ツ１３８５ 025-257-7300

阿部・島本小児科内科医院 新潟県新潟市中央区関屋本村町2-224 025-266-0295

うえの内科・外科クリニック 新潟県新潟市江南区鐘木579-2 025-280-0808

伊藤産婦人科医院 新潟県新潟市秋葉区中沢町9-13 0250-22-6171

佐藤医院荻川診療所 新潟県新潟市秋葉区中野2-8-8 0250-22-1203

髙塚医院 新潟県新潟市秋葉区新津本町1-7-22 0250-22-0077

大坂医院 新潟県新潟市秋葉区新町1-6-12 0250-24-5122

吉村医院 新潟県新潟市秋葉区中野2-19-18 0250-24-8558

森川医院 新潟県新潟市秋葉区程島１９７７ 0250-22-0410

加藤医院 新潟県新潟市秋葉区新津本町3-14-11 0250-22-0185

五十嵐医院 新潟県新潟市秋葉区出戸177-1 0250-22-2721

新潟県労働衛生医学協会附属
新津成人病検診センター 新潟県新潟市秋葉区程島２００９ 025-370-1961

ふせじま脳外科クリニック 新潟県新潟市秋葉区新津東町3-4-48 0250-25-3130

坪田医院 新潟県新潟市秋葉区車場4-11-68 0250-22-0555

新津医療センター病院 新潟県新潟市秋葉区古田６１０ 0250-24-5311

ほしの医院 新潟県新潟市秋葉区北上新田804-1 0250-22-6522

櫻クリニック 新潟県新潟市秋葉区新津本町3-8-5 0250-23-0225

新潟白根総合病院 新潟県新潟市南区上下諏訪木770-1 025-372-2191

馬場内科医院 新潟県新潟市南区杉菜5-41 025-373-6565

石崎医院 新潟県新潟市南区白根１３０６ 025-372-3820
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吉沢医院 新潟県新潟市南区庄瀬１１１１ 025-373-0846

中澤内科医院 新潟県新潟市南区高井東1-469 025-371-2002

水戸部クリニック 新潟県新潟市南区上下諏訪木731-1 025-372-0755

田邉医院 新潟県新潟市南区白根３０５２ 025-372-2076

白根大通病院 新潟県新潟市南区大通黄金4-14-2 025-362-0260

斎藤医院 新潟県新潟市北区嘉山2198-3 025-386-1210

新潟リハビリテーション病院 新潟県新潟市北区木崎７６１ 025-388-3301

成田医院 新潟県新潟市北区白新町2-13-32 025-387-2911

厚生連豊栄病院 新潟県新潟市北区石動1-11-1 025-386-2311

山口クリニック 新潟県新潟市北区早通北1-3-11 025-386-1131

小黒内科胃腸科医院 新潟県新潟市北区太田５６３３ 025-387-0096

亀田第一病院 新潟県新潟市江南区西町2-5-22 025-382-3111

押木内科神経内科医院 新潟県新潟市江南区亀田本町4-3-4 025-381-2052

堀クリニック 新潟県新潟市江南区船戸山4-9-20 025-382-3031

片桐医院 新潟県新潟市江南区亀田水道町1-1-51-2 025-381-3320

佐藤内科医院 新潟県新潟市江南区諏訪3-5-15 025-381-6616

清野医院 新潟県新潟市江南区亀田四ツ興野5-4-12 025-383-1333

おおむら内科クリニック 新潟県新潟市江南区亀田四ツ興野2-6-27 025-381-2121

ゆきよしクリニック 新潟県新潟市江南区稲葉1-4-3 025-382-3450

吉田医院 新潟県新潟市江南区茜ヶ丘2-1 025-385-3731

こんの脳神経クリニック 新潟県新潟市江南区泉町1-2-30 025-383-1355

新潟県労働衛生医学協会附属岩室
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院岩室健康増進ｾﾝﾀｰ 新潟県新潟市西蒲区岩室温泉772-1 0256-92-1200

白根緑ヶ丘病院 新潟県新潟市南区西白根４１ 025-372-3105

苅部医院 新潟県新潟市西蒲区鱸１７３ 0256-88-2057

松崎医院 新潟県新潟市西蒲区河間５４４ 025-375-3013

岩室　藤田医院 新潟県新潟市西蒲区岩室温泉667-26 0256-82-2113

潟東けやき病院 新潟県新潟市西蒲区国見４１７ 0256-86-3515

広沢医院 新潟県新潟市西蒲区和納2-30-11 0256-82-3051

五十嵐医院 新潟県新潟市西蒲区小吉1074-1 025-375-5670

遠藤医院 新潟県新潟市西蒲区旗屋697-1 0256-88-2204

和田内科医院 新潟県新潟市西蒲区曽根１２ 0256-88-2134

西蒲中央病院 新潟県新潟市西蒲区旗屋７３１ 0256-88-5521

おおつか内科クリニック 新潟県新潟市北区内島見2514-1 025-388-1313

えきまえクリニック内科はやし医院 新潟県新潟市東区中島2-1-46 025-277-7890

斎藤内科・消化器科医院 新潟県新潟市江南区城所1-7-11 025-383-3110

栗田脳外科内科医院 新潟県新潟市西区小新西3-14-7 025-232-8855

長沼医院 新潟県新潟市西蒲区巻甲２４８６ 0256-72-2210

西川内科医院 新潟県新潟市西蒲区巻甲2417-6 0256-72-6066

本田医院 新潟県新潟市西蒲区馬堀6150-1 0256-73-2100

高木医院 新潟県新潟市西蒲区巻甲２６２２ 0256-72-2208

松村醫院 新潟県新潟市西蒲区巻甲3276-1 0256-72-1151

もたにメディカルクリニック 新潟県新潟市西蒲区巻甲4279-5 0256-72-4141

きくち内科医院 新潟県新潟市中央区女池4-19-2 025-281-5611

うさみ内科クリニック 新潟県新潟市秋葉区美幸町2-3-20 0250-24-8776

金子内科医院 新潟県新潟市西蒲区巻甲1175-1 0256-72-2300

有楽内科 新潟県新潟市東区有楽2-13-1 025-256-7766

消化器科・内科やなぎさわクリニック 新潟県新潟市中央区長潟2-3-1 025-287-1555

中島内科医院 新潟県新潟市中央区鳥屋野4-2-2 025-285-6700

松井女性クリニック 新潟県新潟市中央区西堀前通6-899 シス西堀1F 025-222-7878

田中クリニック 新潟県新潟市東区はなみずき1-14-18 025-279-5030

大西医院神経内科・内科 新潟県新潟市西蒲区巻甲1784-1 0256-70-0024
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信楽園病院 新潟県新潟市西区新通南3-3-11 025-260-8200

横田内科医院 新潟県新潟市江南区袋津5-4-25 025-381-2729

こばりファミリークリニック 新潟県新潟市西区小新大通2-1-25 025-234-5577

井上内科医院 新潟県新潟市中央区女池上山5-3-5 025-281-1200

ひらの内科医院 新潟県新潟市西区五十嵐三の町東23-11 025-239-5222

新潟県労働衛生医学協会
附属岩室成人病検診センター 新潟県新潟市西蒲区橋本143-1 0256-92-1200

せきやクリニック 新潟県新潟市中央区有明大橋町7-3-1 025-234-3337

信楽園病院附属有明診療所 新潟県新潟市西区西有明町1-5 025-267-1251

きしもと医院 新潟県新潟市中央区大島172-65 025-290-0055

鈴木内科医院 新潟県新潟市秋葉区小須戸401-2 0250-61-1155

すずき医院 新潟県新潟市東区逢谷内6-8-34 025-279-5511

すこやか医院 新潟県新潟市北区須戸６９５－１ 025-387-6633

東堀内科放射線科クリニック 新潟県新潟市中央区東堀通12番町2810 025-228-2828

新潟西蒲メディカルセンター病院 新潟県新潟市西蒲区巻甲４３６８ 0256-72-3111

金子医院 新潟県新潟市西蒲区和納1-10-17 0256-82-3012

鈴木内科小児科医院 新潟県新潟市中央区関屋本村町1-147 025-266-1917

舟江診療所 新潟県新潟市中央区入船町3-3629-1 025-229-3588

井上内科クリニック 新潟県新潟市秋葉区みそら野1-13-8 0250-24-1222

白寿荘浜地区診療所 新潟県新潟市西蒲区越前浜5015 0256-77-2009

関屋田町クリニック 新潟県新潟市中央区関屋田町1-6-2 025-266-7722

植木外科医院 新潟県新潟市中央区東大通2-10-26 025-241-5553

丸山診療所 新潟県新潟市江南区丸山472-1 025-278-5100

小飯塚医院 新潟県新潟市北区嘉山5-6-4 025-388-2321

厚生連新潟医療センター 新潟県新潟市西区小針3-27-11 025-232-0111

潟東クリニック 新潟県新潟市西蒲区三方138-1 0256-86-1118

渡辺医院 新潟県新潟市南区能登2-8-5 025-372-2568

にわやまハートクリニック 新潟県新潟市中央区米山1-24 新潟駅南センタービル1F 025-278-8234

ＨＡＬクリニック 新潟県新潟市東区中山6-13-43 025-272-1515

すずき醫院 新潟県新潟市南区戸頭1370-1 025-373-0200

上原消化器内科クリニック 新潟県新潟市東区粟山3-7-8 025-276-2180

本町いとう内科クリニック 新潟県新潟市中央区本町通6-1108-1 ぷらっと本町ﾋﾞﾙ3F 025-222-4181

けやき通りクリニック 新潟県新潟市中央区米山1-9-30 025-243-0811

かない泌尿器科クリニック 新潟県新潟市西区鳥原206-8 025-201-8002

県庁前神経内科クリニック 新潟県新潟市中央区出来島1-5-52セントラルコート１Ｆ 025-282-2266

ひろさわ内科医院 新潟県新潟市中央区東湊町通一ノ町2545-24 025-225-8880

なかの脳神経内科クリニック 新潟県新潟市西区寺尾朝日通16-31 025-234-3663

こころはすクリニック 新潟県新潟市西区小針4-39-28 025-234-3800

東大通内科クリニック 新潟県新潟市中央区東大通1-8-10 医療福祉ビル2F 025-249-8555

杉山内科医院 新潟県新潟市南区清水250-2 025-375-3009

大島内科医院 新潟県新潟市西区松海が丘1-12-12 025-201-3333

小林医院 新潟県新潟市中央区沼垂東2-2-15 025-244-7501

ラサ内科皮膚科クリニック 新潟県新潟市中央区南笹口1-1-30 ｱﾒﾆﾃｨｵｱｼｽ駅南1F 025-247-3811

おおかわクリニック 新潟県新潟市東区竹尾2-19-5 025-270-1222

広川医院 新潟県新潟市南区西笠巻66-2 025-373-3221

わたなべ内科･青山クリニック 新潟県新潟市西区青山1-2-21 025-232-5588

下越病院 新潟県新潟市秋葉区東金沢1459-1 0250-21-2600

KOYANAGI真柄CLINIC 新潟県新潟市南区鷲ノ木新田5724-1 025-377-2011

ささえ愛よろずクリニック 新潟県新潟市秋葉区滝谷町4-20 0250-47-7285

小柳内科医院 新潟県新潟市西区東青山1-8-5 025-231-7667

幸村医院 新潟県新潟市西区寺尾上4-15-3 025-269-2148

水戸医院 新潟県新潟市西区小針が丘2-35 025-266-3851
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木戸クリニック 新潟県新潟市東区上木戸5-2-1 025-274-7960

すがはら消化器内科クリニック 新潟県新潟市西区内野西が丘3-24-20 025-264-2722

おがた医院 新潟県新潟市中央区堀割町3-3 025-266-4702

あべ内科クリニック 新潟県新潟市中央区小張木2-13-30 025-283-4766

もとやま内科クリニック 新潟県新潟市東区海老ヶ瀬3012 025-250-3311

堀医院 新潟県新潟市北区白新町4-6-19 025-387-5780

ふるしまクリニック 新潟県新潟市中央区姥ケ山5-6-20 025-257-7070

てらしま外科・内科クリニック 新潟県新潟市中央区万代3-1-1 新潟日報ﾒﾃﾞｨｱｼｯﾌﾟ3F 025-246-1800

ほその循環器科・内科クリニック 新潟県新潟市東区中山6-3-35 025-250-8884

プラーカ中村クリニック 新潟県新潟市中央区笹口1-1ﾌﾟﾗｰｶ1 2F 025-240-0426

風の笛クリニック 新潟県新潟市東区下木戸2-28-16 025-271-7755

さかい内科クリニック 新潟県新潟市西区小新5-8-3 025-201-2011

日之出医院 新潟県新潟市中央区日の出1-9-14 025-244-3990

新潟万代病院 新潟県新潟市中央区八千代2-2-8 025-244-4700

ぷらっと本町クリニック 新潟県新潟市中央区本町通6-1108-1 ぷらっと本町ﾋﾞﾙ4F 025-222-1241

さかつめ内科 新潟県新潟市中央区文京町27-30 025-234-7217

末広橋病院 新潟県新潟市東区臨港町2-25-1 025-274-6311

日本歯科大学新潟病院 新潟県新潟市中央区浜浦町1-8 025-267-1500

こばやし内科クリニック 新潟県新潟市中央区紫竹山6-2-26 025-246-5600

中新潟クリニック 新潟県新潟市中央区本町通7-1146 MY's本町ﾋﾞﾙ3F 025-222-7545

渡辺記念クリニック 新潟県新潟市中央区上大川前通8-1291 025-228-5235

杉村クリニック 新潟県新潟市中央区新和1-3-29 025-385-7580

たじま内科クリニック 新潟県新潟市西区山田3399-1 025-377-1213

とがし内科クリニック 新潟県新潟市西区平島１－１７－１０ 025-231-7070

筒井内科クリニック 新潟県新潟市中央区白山浦2-646-97 025-234-2511

こなん内科クリニック 新潟県新潟市中央区湖南29-1 025-283-1181

近江わたなべクリニック 新潟県新潟市中央区近江３－５－５ 025-250-7656

月潟内科クリニック 新潟県新潟市南区月潟688-3 025-201-8228

やまもと内科・消化器クリニック 新潟県新潟市西区新通南3-2-1 025-201-7557

青山内科・眼科クリニック 新潟県新潟市西区青山4-1-28 025-233-0099

舞平クリニック 新潟県新潟市中央区大島195番地 025-282-7222

にいがたみなみ めいけクリニック 新潟県新潟市中央区女池神明1-7-8 025-284-7818

新潟南病院 新潟県新潟市中央区鳥屋野2007-6 025-284-2511

ポートクリニック好生堂 新潟県新潟市北区松浜本町4-1-12 025-259-2654

米山クリニック消化器内科・内科 新潟県新潟市西区小新南2丁目1番79号 025-378-3344

小堺医院 新潟県新潟市秋葉区小須戸106-3 0250-38-2665

村山内科 新潟県新潟市中央区万代1-1-32プリオール万代ビル4階 025-243-0088

こうなんfamilyクリニック 新潟県新潟市江南区亀田大月2-5-38 2階 025-250-6407

関川医院 新潟県新潟市南区新飯田975-2 025-374-2002

かえつクリニック 新潟県新潟市秋葉区新津東町3丁目4番28号 0250-22-5888

おかむら内科下町クリニック 新潟県新潟市中央区田町1-3239-1 025-226-7712

にいがた脳神経クリニック 新潟県新潟市中央区女池6-4-64 025-288-0555

むさしクリニック 新潟県新潟市中央区白山浦２－２０－１
白山メディカルビル１Ｆ 025-378-1520

ものみやまクリニック 新潟県新潟市東区物見山４－７－１６ 025-279-2828

渡辺内科医院 新潟県新潟市西蒲区鱸１３７－１ 0256-77-5102

クララクリニック 新潟県新潟市西区青山7-3-20-3 025-232-4134

はにゅうクリニック 新潟県新潟市西区五十嵐東1-1-15 025-201-6551

長野医院内科 新潟県新潟市西区五十嵐1の町6448 025-260-5921

古町ルフル消化器内科クリニック 新潟県新潟市中央区古町通７番町１０１０ 025-228-5550

みらいクリニック南笹口 新潟県新潟市中央区南笹口２－５－１７ 025-240-1131

すぎうら内科医院 新潟県新潟市中央区上所中３－１４－１３
上所メディカルセンター１Ｆ 025-288-6963
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たかぎクリニック 新潟県新潟市西蒲区前田３３１－１ 0256-73-7425

山の下クリニック 新潟県新潟市東区長者町５－５ 025-273-3535

小山医院 新潟県新潟市中央区横七番町通2-4975 025-222-5206

くわな内科クリニック 新潟県新潟市中央区有明大橋町3-30 025-232-1700

椿田医院 新潟県新潟市江南区大渕１７６ 025-276-2776

まふね内科クリニック 新潟県新潟市秋葉区朝日213-1 0250-21-2555

吉田病院 新潟県長岡市長町１丁目１６６８ 0258-32-0490

さいとう医院 新潟県長岡市緑町１－３８－５６ 0258-28-1158

渡辺医院 新潟県長岡市柏町１－４－２９ 0258-33-1200

高橋内科医院 新潟県長岡市豊田町７－１０ 0258-36-5666

田中医院 新潟県長岡市中島７－１－３１ 0258-35-3377

美園内科クリニック 新潟県長岡市美園２－４－１ 0258-35-0333

金沢医院 新潟県長岡市曲新町５９３ 0258-33-4300

丸岡医院 新潟県長岡市宮内５－９－３ 0258-39-2422

長岡西病院 新潟県長岡市三ツ郷屋町371-1 0258-27-8500

山井医院 新潟県長岡市今朝白２－８－８ 0258-32-5600

江部医院 新潟県長岡市千手３－１０－１２ 0258-32-0971

三上医院 新潟県長岡市宮原３－１２－３０ 0258-32-7502

新産内科クリニック 新潟県長岡市南七日町３０－７ 0258-47-3555

ながおか生協診療所 新潟県長岡市前田１－６－７ 0258-39-7001

大貫内科医院 新潟県長岡市大島新町4-121-14 0258-29-3455

鈴木内科医院 新潟県長岡市千手１－８－６ 0258-35-6946

神谷医院 新潟県長岡市柏町２－６－３０ 0258-32-0025

新潟県労働衛生医学協会附属
アクアーレ長岡健康増進センター 新潟県長岡市新陽2-5-1 アクアーレ長岡2F 025-370-1970

かわさき内科クリニック 新潟県長岡市川崎2-2477-1 0258-34-1180

市川医院 新潟県長岡市山田２－４－１３ 0258-33-4619

じゅん脳外科・内科 新潟県長岡市泉２－４－１ 0258-39-8155

吉田医院 新潟県長岡市摂田屋１－４－４２ 0258-31-1010

わきや医院 新潟県長岡市関原南2-4122-1 0258-47-1122

片桐医院 新潟県長岡市上除町西２－５４ 0258-46-2027

生協かんだ診療所 新潟県長岡市西新町２－３－２２ 0258-32-2887

髙木内科クリニック 新潟県長岡市緑町１－３７－２ 0258-21-3500

中之島クリニック 新潟県長岡市中之島中条字三之江218 0258-61-2551

さえき内科 新潟県長岡市中之島５６９－６ 0258-66-8500

三島病院 新潟県長岡市藤川１７１３－８ 0258-42-2311

白山診療所 新潟県長岡市来迎寺２４２６ 0258-92-3321

こしじ医院 新潟県長岡市浦６４１－１ 0258-41-0707

長岡市小国診療所 新潟県長岡市小国町楢沢８８ 0258-95-2010

しなのハートクリニック 新潟県長岡市信濃２－６－１８ 0258-37-0521

厚生連長岡中央綜合病院 新潟県長岡市川崎町２０４１ 0258-35-3700

木村医院 新潟県長岡市小島谷３３４３ 0258-74-2172

草間医院 新潟県長岡市表町４－１－３ 0258-32-0289

健康医学予防協会
長岡健康管理センター 新潟県長岡市千秋２－２２９－１ 0258-28-3666

優樹会岩塚診療所 新潟県長岡市飯塚２８００－１ 0258-41-3232

横田内科消化器科医院 新潟県長岡市浦９９１３－１ 0258-41-0660

上原医院 新潟県長岡市下沼新田甲９７ 0256-98-2551

新保内科医院 新潟県長岡市古正寺３－１２ 0258-25-8282

七條胃腸科内科医院 新潟県長岡市新保６－７７ 0258-22-7177

大関医院 新潟県長岡市新町２－４－１５ 0258-32-2063

木村医院 新潟県長岡市関原町２－２４４ 0258-46-2019

たかはし内科医院 新潟県長岡市栃尾本町６－１ 0258-51-5520
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江陽高田医院 新潟県長岡市藤沢1-8-17 0258-28-1835

ふくはら内科クリニック 長岡市美沢二丁目５７－８ 0258-36-0077

旭岡木口クリニック 新潟県長岡市旭岡2-207 0258-94-4951

アイ内科クリニック 新潟県長岡市城内町1-611-1 ＣｏＣｏＬｏ長岡２階 0258-33-8833

黒条内科・消化器クリニック 新潟県長岡市下々条町2836-1 0258-24-4976

エールホームクリニック 新潟県長岡市下柳１丁目10番13号 0258-86-8722

みつまクリニック 新潟県長岡市表町４－１－７ 0258-34-1121

田村クリニック 新潟県長岡市新保１－２０－９ 0258-32-3280

渡辺内科医院 新潟県上越市幸町１４－９ 025-525-1170

古川内科医院 新潟県上越市春日新田1-22-15 025-544-2121

笹川医院 新潟県上越市港町１－２７－１６ 025-543-2675

佐藤医院 新潟県上越市春日新田2-8-10 025-544-8877

上越地域総合健康管理センター 新潟県上越市春日野１－２－３３ 025-524-7111

くろきクリニック 新潟県上越市東城町3-10-38 025-526-0121

早津内科医院 新潟県上越市春日野１－５－１３ 025-526-2511

相澤内科医院 新潟県上越市昭和町１－３－２６ 025-523-8565

浦川原診療所 新潟県上越市浦川原区有島７５ 025-599-2510

県立柿崎病院 新潟県上越市柿崎区柿崎6412-1 025-536-3131

内山医院 新潟県上越市吉川区下町1161-1 025-548-2400

安塚診療所 新潟県上越市安塚区安塚2555-1 025-592-3330

川端内科消化器科医院 新潟県上越市春日新田1-20-13 025-543-0008

さいとう診療所 新潟県上越市板倉区針941 0255-78-5310

厚生連上越総合病院 新潟県上越市大道福田６１６ 025-524-3000

ふもとクリニック 新潟県上越市中央１－２３－２６ 025-543-2103

小林医院 新潟県上越市住吉町１－１２ 025-543-3227

かなざわ内科クリニック 新潟県上越市春日野1-14-11 025-521-0808

羽尾医院 新潟県上越市稲田３－６－２０ 025-523-2606

上越市役所前やまもとクリニック 新潟県上越市木田１－３－３１ 025-520-9130

飯内科クリニック 新潟県上越市大字飯２５２１−１ 025-521-1171

三之町病院 新潟県三条市本町５－２－３０ 0256-33-0581

済生会三条病院 新潟県三条市大野畑６－１８ 0256-33-1551

新潟県労働衛生医学協会
附属三条検診センター 新潟県三条市塚野目２－５－１０ 0256-92-1200

厚生連三条総合病院 新潟県三条市塚野目５－１－６２ 0256-32-1131

吉澤医院 新潟県三条市西大崎１－９－２８ 0256-38-3961

津端内科医院 新潟県三条市南新保１－１６ 0256-33-0151

三条東病院 新潟県三条市北入蔵2-17-27 0256-38-1133

馬場内科医院 新潟県三条市東裏館2-16-12 0256-35-3100

大溪外科医院 新潟県三条市一ノ門２－２－３５ 0256-33-3115

川瀬神経内科クリニック 新潟県三条市東本成寺２０－８ 0256-33-9070

いとうクリニック 新潟県三条市林町１－２０－２８ 0256-32-5350

田中内科クリニック 新潟県三条市須頃２－１０１－１ 0256-32-8100

どうや胃腸科 新潟県三条市興野１－６－４６ 0256-36-7411

榎本内科クリニック 新潟県三条市北新保１－１－２８ 0256-33-0235

富永草野病院 新潟県三条市興野２－２－２５ 0256-36-8777

富永草野クリニック 新潟県三条市興野２－１１－２８ 0256-32-0669

石黒内科医院 新潟県三条市西裏館1-10-46 0256-32-4970

かもしか病院 新潟県三条市南五百川８０ 0256-41-3131

阿部内科・消化器科医院 新潟県三条市塚野目4-20-30 0256-39-1133

なかじま医院 新潟県三条市新堀１３０５－１ 0256-45-7777

内科・消化器科わたなべ医院 新潟県三条市西本成寺1-38-45 0256-36-7377

坪井内科医院 新潟県三条市本町３－６－１４ 0256-33-1241
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三条りゅうクリニック 新潟県三条市興野１－１４－３２ 0256-33-9388

中川内科医院 新潟県三条市東三条２－２－１８ 0256-33-1671

やまぐち内科クリニック 新潟県三条市鶴田２－１－６－５ 0256-39-0111

塚野目診療所 新潟県三条市塚野目２－９－５４ 0256-34-6551

三条しただ郷クリニック 新潟県三条市荻堀１１８２－１ 0256-46-8717

北条診療所 新潟県柏崎市大字大広田９３ 0257-25-3215

柏崎中央病院 新潟県柏崎市駅前２－１－２５ 0257-23-6254

柏崎市刈羽郡医師会
柏崎メジカルセンター 新潟県柏崎市鏡町１０－１０ 0257-23-2111

柏崎厚生病院 新潟県柏崎市茨目二ツ池2071-1 0257-22-0111

川田胃腸クリニック 新潟県柏崎市東本町１－１２－８ 0257-22-2024

産科婦人科山田医院 新潟県柏崎市駅前２－１－２７ 0257-23-6070

五十川医院 新潟県柏崎市関町１２－５ 0257-24-3277

宮尾医院 新潟県柏崎市東本町１－４－２９ 0257-23-5768

田村医院 新潟県柏崎市西本町２－３－４ 0257-24-3262

高木医院 新潟県柏崎市西本町２－８－１７ 0257-22-4388

厚生連柏崎総合医療センター 新潟県柏崎市北半田２－１１－３ 0257-23-2165

本間内科医院 新潟県柏崎市北半田１－１－４８ 0257-21-3666

柏崎市国保野田診療所 新潟県柏崎市野田９２２－６ 0257-29-2005

駅前クリニック前畑医院 新潟県柏崎市駅前２－２－３ 0257-32-1700

杉本医院 新潟県柏崎市田中２４－１１ 0257-20-0770

中沢消化器科内科医院 新潟県柏崎市北半田２－７－１８ 0257-32-3650

本田医院 新潟県柏崎市比角１－２－３ 0257-21-2555

前畑医院 米山分院 新潟県柏崎市米山町１３１３－１０ 0257-32-1700

関病院 新潟県柏崎市元城町１－４２ 0257-23-4314

さとう内科クリニック 新潟県柏崎市三和町３－４３ 0257-23-0908

谷根診療所 新潟県柏崎市谷根３２５６－１ 0257-26-2502

のざわ内科医院 新潟県柏崎市中央町１１－３３ 0257-32-2225

恩田クリニック 新潟県柏崎市東本町１－８－５４ 0257-21-6788

柏崎市国保高柳診療所 新潟県柏崎市高柳町岡野町1849-1 0257-41-2025

たむら脳外科クリニック 新潟県柏崎市柳田町７－３１ 0257-32-2956

西山ふれあいクリニック 新潟県柏崎市西山町礼拝字前田430-2 0257-47-3333

稲田医院 新潟県柏崎市春日1-6-23-10 0257-32-0777

木村内科循環器科医院 新潟県柏崎市松美１－１－３５ 0257-22-1220

佐藤医院 新潟県柏崎市土合６６３－１ 0257-22-2837

田中医院 新潟県新発田市諏訪町３－４－６ 0254-22-3917

富田産科婦人科クリニック 新潟県新発田市諏訪町1-2-15 0254-22-1155

齋藤医院 新潟県新発田市豊町２－２－２３ 0254-24-1336

佐々木医院 新潟県新発田市中央町5-3-18 0254-22-4555

馬場医院 新潟県新発田市中央町3-12-12 0254-22-2964

花野内科医院 新潟県新発田市稲荷岡２２５２ 0254-41-2138

笹川医院 新潟県新発田市下小中山３９２ 0254-33-2427

本間医院 新潟県新発田市上今泉甲87-1 0254-22-2873

三日市内科クリニック 新潟県新発田市三日市６０５－１ 0254-23-7788

下越総合健康開発センタ－ 新潟県新発田市本町4-16-83 0254-24-1145

西新発田クリニック 新潟県新発田市佐々木１７５ 0254-27-3717

しばた心と体クリニック 新潟県新発田市住吉町4-8-26 0254-28-3200

新発田駅前ひらた内科クリニック 新潟県新発田市諏訪町1-2-11 ｲｸﾈｽしばたMINTO館2F 0254-22-1159

城北クリニック 新潟県新発田市中曽根町1-3-25 0254-21-1171

東谷医院 新潟県新発田市中央町４－11－22 0254-24-5555

池田内科医院 新潟県小千谷市城内２－６－５ 0258-82-6568

北村医院 新潟県小千谷市城内１－８－２３ 0258-82-7212
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中村内科消化器科医院 新潟県小千谷市本町２－２－２３ 0258-81-1730

厚生連小千谷総合病院 新潟県小千谷市大字平沢新田111番地 0258-81-1600

新潟県立加茂病院 新潟県加茂市青海町１－９－１ 0256-52-0701

鷲塚内科医院 新潟県加茂市穀町７－７ 0256-52-2054

徳友医院 新潟県加茂市高須町１－６－１１ 0256-53-0167

小池内科消化器科クリニック 新潟県加茂市仲町１－３７ 0256-53-3355

吉田内科医院 新潟県加茂市柳町２－５－４ 0256-57-7511

にのみや内科クリニック 新潟県加茂市新栄町４－１ 0256-57-0770

新潟県労働衛生医学協会
附属十日町検診センター 新潟県十日町市春日町２丁目１１３番地 025-752-6196

山口医院 新潟県十日町市下条３丁目５０９ 025-755-2003

山口医院 新潟県十日町袋町中２０８ 025-752-2174

池田医院 新潟県十日町市本町西1丁目３１４－１ 025-752-2581

大坪医院 新潟県十日町市四日町1743-10 025-757-6100

大熊内科医院 新潟県十日町市山本町1-801-2 025-752-7066

本町クリニック 新潟県十日町市本町３丁目362 ﾌﾟﾗｻﾞｺｱﾋﾞﾙ 025-750-1160

大渕内科クリニック 新潟県十日町市中条甲1096番地2 025-752-7155

富田医院 新潟県十日町市上新井1145-2 025-761-0200

十日町市国保松之山診療所 新潟県十日町市松之山1596-1 025-596-2240

上村診療所 新潟県十日町市田中ロ４６８－１ 025-763-2111

十日町中央クリニック 新潟県十日町市稲荷町３丁目南1-9 025-761-7606

霜鳥内科医院 新潟県見附市新町１－８－３ 0258-62-0579

石川医院 新潟県見附市今町６－３－４５ 0258-66-2140

安斎医院 新潟県村上市岩船上町１－１６ 0254-56-7415

山北会肴町病院 新潟県村上市田端町１６－７ 0254-53-2781

羽鳥医院 新潟県村上市松原町1-10-16 0254-52-3097

いが医院 新潟県村上市南町２－８－３０ 0254-50-7123

瀬賀医院 新潟県村上市吉浦３０６０ 0254-58-2220

さくら内科クリニック 新潟県村上市仲間町２３３－１ 0254-53-1113

青木医院 新潟県村上市府屋６０４ 0254-77-2003

澤田医院 新潟県村上市北新保６７８ 0254-66-7811

山北徳洲会病院 新潟県村上市勝木１３４０－１ 0254-60-5555

荒川中央クリニック 新潟県村上市藤沢字前坪7-19 0254-50-5222

佐野医院 新潟県村上市坂町３２６２－７ 0254-50-5170

つなしま内科クリニック 新潟県村上市大場沢３７７０－２ 0254-72-0999

たかはし整形外科クリニック 新潟県村上市新町９－８２ 0254-50-7000

初野医院 新潟県村上市府屋２７９－５ 0254-77-3070

厚生連村上総合病院 新潟県村上市緑町５丁目８番１号 0254-53-2141

新潟県労働衛生医学協会
附属燕検査センター 新潟県燕市東太田字杉名田6857 0256-92-1200

古川医院 新潟県燕市宮町１-１０ 0256-63-2614

齋藤医院 新潟県燕市中央通１－１－３４ 0256-63-4006

山岸耳鼻科 新潟県燕市殿島２丁目７０９１－２ 0256-63-8866

青山医院 新潟県燕市杣木１４７０ 0256-63-9151

小澤医院 新潟県燕市秋葉町４丁目１１－４３ 0256-61-1666

新潟県労働衛生医学協会
附属吉田検査センター 新潟県燕市吉田東栄町36-20 0256-92-1200

新潟県立吉田病院 新潟県燕市吉田大保町３２－１４ 0256-92-5111

甲田内科クリニック 新潟県燕市吉田３７４８ 0256-92-0001

水澤内科医院 新潟県燕市仲町６－１３ 0256-66-5522

菊川脳神経内科クリニック 新潟県燕市杣木１４２８ 0256-61-6000

湧井医院 新潟県燕市吉田堤町３－１６ 0256-93-2220

新潟県立燕労災病院 新潟県燕市佐渡６３３ 0256-64-5111

さかいファミリークリニック 新潟県燕市柳山７７７－１ 0256-61-7737
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原田医院 新潟県糸魚川市横町３－２－３ 025-552-1233

厚生連糸魚川総合病院 新潟県糸魚川市大字竹ヶ花457-1 025-552-0280

すずき医院 新潟県糸魚川市南押上3-4-37 025-553-1750

能生国民健康保険診療所 新潟県糸魚川市大字大沢401-2 025-566-2712

室川医院 新潟県糸魚川市大字能生7131-2 025-566-2048

山本医院 新潟県糸魚川市大字寺地232-1 025-562-2456

真部外科医院 新潟県糸魚川市大字能生６９０５ 025-566-2028

さいとう内科クリニック 新潟県糸魚川市上刈４－８－５ 025-553-1844

谷ハートクリニック 新潟県糸魚川市大町２－６－８ 025-555-7320

わかば内科クリニック 新潟県糸魚川市大字平牛２１２４ 025-555-7878

厚生連けいなん総合病院 新潟県妙高市田町２－４－７ 0255-72-3161

揚石医院内科小児科循環器科 新潟県妙高市石塚町１－１４－８ 0255-70-1155

五泉六島クリニック 新潟県五泉市三本木２－８－１４ 0250-43-6233

渡辺内科 新潟県五泉市吉沢１－９－１９ 0250-43-6860

五泉中央病院 新潟県五泉市太田４８９－１ 0250-47-8150

佐藤医院 新潟県五泉市本町３－２－３０ 0250-43-2100

篠川内科医院 新潟県五泉市本町６－２－３３ 0250-42-2319

たかうち医院 新潟県五泉市赤海２－６－２ 0250-43-6222

北五泉クリニック 新潟県五泉市三本木３０４２－２ 0250-43-3880

石曽根医院 新潟県五泉市石曽根７９９０ 0250-58-6335

梁取医院 新潟県五泉市村松乙６５５－１ 0250-58-6809

金子医院 新潟県五泉市村松甲１７７２ 0250-58-6073

南部郷厚生病院 新潟県五泉市愛宕甲２９２５－２ 0250-58-6111

たけだ内科クリニック 新潟県五泉市村松１２８８－１ 0250-58-2113

大日方医院 新潟県五泉市寺沢３－２－１ 0250-48-5151

中谷医院 新潟県五泉市太田２－６－３９ 0250-47-7741

ひろせ内科クリニック 新潟県五泉市東本町２－９－６ 0250-47-8890

あがの市民病院 新潟県阿賀野市岡山町１３－２３ 0250-62-2780

三國医院 新潟県佐渡市両津湊３４３－４ 0259-27-2489

近藤内科胃腸科 新潟県佐渡市東大通８７６ 0259-57-3515

田尻内科医院 新潟県佐渡市中興１１１５－１ 0259-63-6500

佐渡市立相川診療所 新潟県佐渡市相川広間町７ 0259-74-3121

大崎医院 新潟県佐渡市畑野７５４ 0259-66-2467

本田クリニック 新潟県佐渡市東大通１２３２－１ 0259-52-0505

新潟県労働衛生医学協会
附属佐渡検査センター 新潟県佐渡市真野５３６ 0259-55-3175

厚生連佐渡総合病院 新潟県佐渡市千種１６１ 0259-63-3121

まきやま内科クリニック 新潟県佐渡市長石１９２－５ 0259-55-3110

厚生連南佐渡地域医療センター 新潟県佐渡市羽茂本郷２２ 0259-88-3121

佐渡市小木診療所 新潟県佐渡市小木町1949番地４ 0259-81-4500

宮医院 新潟県魚沼市井口新田４３９－１ 025-792-0602

新潟県労働衛生医学協会
附属小出検査センター 新潟県魚沼市小出島1240-13 025-752-6196

上村医院 新潟県魚沼市諏訪町１－１２ 025-792-0143

河内医院 新潟県南魚沼市六日町１１９ 025-772-2355

萌気園二日町診療所 新潟県南魚沼市二日町２１２－１ 025-778-0088

南魚沼市立ゆきぐに大和病院 新潟県南魚沼市浦佐４１１５ 025-777-2111

あんべクリニック 新潟県南魚沼市塩沢１０５５－１６ 025-782-5355

風間内科医院 新潟県南魚沼市塩沢２０７－２ 025-782-6688

南魚沼市立中之島診療所 新潟県南魚沼市仙石１－２５ 025-782-0130

萌気園浦佐診療所 新潟県南魚沼市浦佐５３６３－１ 025-777-5222

米倉医院 新潟県南魚沼市六日町１０１－８ 025-778-1121

中条中央病院 新潟県胎内市西本町１２－１ 0254-44-8800
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実施機関名 所在地 電話番号

わたなべ医院 新潟県胎内市新栄町２－３７ 0254-43-5955

新潟聖籠病院 新潟県北蒲原郡聖籠町蓮野5968-2 025-256-1010

堤内科医院 新潟県西蒲原郡弥彦村大字矢作7395-1 0256-94-4402

須田医院 新潟県南蒲原郡田上町大字羽生田丙151-14 0256-41-5025

湯沢町保健医療センター 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢2877-1 025-780-6543

津南町立津南病院 新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡丁2682 025-765-3161

刈羽診療所 新潟県刈羽郡刈羽村大字刈羽705-6 0257-45-3555

関川村国保関川診療所 新潟県岩船郡関川村下関515-1 0254-64-1051

佐藤内科小児科医院 新潟県岩船郡関川村下関９１５ 0254-64-1047

国立病院機構 西新潟中央病院 新潟県新潟市西区真砂1-14-1 025-265-3171

国立病院機構 新潟病院 新潟県柏崎市赤坂町３－５２ 0257-22-2126

新潟県労働衛生医学協会
附属柏崎検診センター 新潟県柏崎市大久保１－３－７ 0257-22-5665

新潟縣健康管理協会 新潟県新潟市中央区新光町11-1 025-245-4455

たちかわ総合健診センター 新潟県長岡市旭岡1丁目24番地 0258-36-6221

健康医学予防協会新潟健診プラザ 新潟県新潟市中央区紫竹山2－6－10 025-245-1177

新潟県11


