
区名 医院名 医師名 標榜科 所在地 ＴＥＬ

東区 相澤内科医院 相澤　正樹 内・呼内・消内 〒９５０－０８８６ ０２５－２７０－１０００

1 循内・小 新潟市東区中木戸４１－１

阿部胃腸科内科医院 阿部　尚平 消内・内 〒９５０－００６６ ０２５－２７３－３５３５

2 新潟市東区長者町６－３

上原消化器内科クリニック 上原　政夫 消内・内・産婦・小 〒９５０－０８４３ ０２５－２７６－２１８０

3 上原　一浩 新潟市東区粟山３－７－８

うちやま医院 内山　武司 内・泌・産婦 〒９５０－０８６１ ０２５－２７２－１００３

4 内山　三枝子 新潟市東区中山６－１３－４８

梅沢医院 梅沢　敏郎 小・内 〒９５０－０８６１ ０２５－２７３－６９５７

5 梅沢　哲郎 新潟市東区中山６－２０－１１

浦野耳鼻咽喉科医院 浦野　正美 耳・アレ・気外 〒９５０－０８１４ ０２５－２７０－３３８７

6 新潟市東区逢谷内３－１－２６

おおかわクリニック 大川　彰 消内・外・内 〒９５０－０８６２ ０２５－２７０－１２２２

肛外 新潟市東区竹尾２－１９－５

7 グリーンタウン竹尾１０２

太田眼科 太田　正行 眼 〒９５０－０８１２ ０２５－２７２－８８８０

8 新潟市東区豊２－６－４６

大津医院 大津　裕 内・皮・小 〒９５０－０８６２ ０２５－２７３－３０５０

9 新潟市東区竹尾３－４－１１

勝木医院 勝木　茂美 消内・肛外・内 〒９５０－００２８ ０２５－２７３－５５４０

10 外・リハ 新潟市東区小金台２１－３

かねこ耳鼻科 金子　真奈美 耳 〒９５０－００１２ ０２５－２７９－３３８７

11 新潟市東区有楽１－８－２

空港前クリニック 斎藤　卓史 外・耳 〒９５０－０００５ ０２５－２７１－６０００

12 川崎　克 新潟市東区太平３－７－１

笹崎こどもクリニック 笹崎　義博 小・アレ 〒９５０－０００５ ０２５－２７２－３３３９

13 新潟市東区太平３－１８－１

佐野医院 佐野　正俊 消・内・小・アレ 〒９５０－０８５３ ０２５－２８６－５３６３

14 佐野　康子　 新潟市東区東明２－９－２

塩谷医院 塩谷　善志知 整外・内・リハ 〒９５０－０８６１ ０２５－２７３－６６５２

15 塩谷　善雄 皮 新潟市東区中山６－１２－１９

庄司こども医院 庄司　義興 小・アレ 〒９５０－０８３６ ０２５－２７６－２２４３

16 新潟市東区東中野山４－１５－７

白川耳鼻咽喉科医院 白川　義博 耳 〒９５０－０８６１ ０２５－２７３－６６３５

17 新潟市東区中山４－５－１２

すずき医院 鈴木　正孝 内・循内・小 〒９５０－０８１４ ０２５－２７９－５５１１

18 新潟市東区逢谷内６－８－３４

東ニイガタ友愛クリニック 瀬尾　弘志 脳外・外・神内 〒９５０－０８１４ ０２５－２７０－１４９２

19 リハ 新潟市東区逢谷内４－２－１９

地域連携　登録医リスト地域連携　登録医リスト地域連携　登録医リスト地域連携　登録医リスト



ｅ－メディカル整形外科 関　敬弘 整外・リウ・リハ 〒９５０－０８６１ ０２５－２７１－１２８４

20 新潟市東区中山６－３－３５

木戸眼科クリニック 白柏　基宏 眼 〒９５０－０８８６ ０２５－２７１－６００５

21 新潟市東区中木戸２８５－８

高橋小児科医院 高橋　秀彰 小・内・アレ 〒９５０－０８１４ ０２５－２７０－２４８０

22 新潟市東区逢谷内１－２－８

たかはた医院 高畑　與四夫 内・麻・放 〒９５０－００５２ ０２５－２７０－１１１１

23 新潟市東区秋葉通２－３７２２－１０４

滝沢診療所 滝沢　慎一郎 内 〒９５０－００２６ ０２５－２７３－５５９４

24 新潟市東区小金町１－１７－４０

田中クリニック 田中　申介 内・胃・外・こう 〒９５０－０８９３ ０２５－２７９－５０３０

25 リハ 新潟市東区はなみずき１－１４－１８

ときわ診療所 畠山　眞 内・消化器科 〒９５０－００３６ ０２５－２７４－２７１４

26 放 新潟市東区空港西１－１５－１７

はたの耳鼻科クリニック 畠野　聖子 耳・アレ 〒９５０－０８５５ ０２５－２８７－３４３４

27 新潟市東区江南３－６－１３

林内科クリニック 林　直樹 内・消・呼・循 〒９５０－０００５ ０２５－２７０－７７１１

28 新潟市東区太平２－２２－１

あかねウィメンズクリニック 樋口　朗 婦・内 〒９５０－０８５５ ０２５－２８６－６８６８

29 新潟市東区江南３－８－２０

本多レディースクリニック 本多　晃 産・婦 〒９５０－０８４１ ０２５－２５６－５５６１

30 新潟市東区中野山８９１－１

源川産婦人科クリニック 源川　雄介 産婦・産・婦 〒９５０－００１４ ０２５－２７２－５２５２

31 新潟市東区松崎８７３

村井整形外科医院 村井　弦 外・整・リハ・リウ 〒９５０－０８９１ ０２５－２７５－１１１５

32 新潟市東区上木戸１－３－６

脳神経・内科もてぎ医院 茂木　崇司 内・神内・脳外 〒９５０－００２３ ０２５－２５０－９９５１

33 放・リハ 新潟市東区松園１－９－５６

あきば眼科クリニック 臼井　知聡 眼 〒９５０－００５４ ０２５－２５６－７０１０

34 新潟市東区秋葉１－６－４６

岡田内科医院 岡田　雅美 内 〒９５０－００５５ ０２５－２７３－２７０８

35 新潟市東区北葉町１０－５

長谷川整形外科医院 長谷川　慎 整 〒９５０－００５３ ０２５－２７１－３３３３

36 新潟市東区宝町１－１６

すくすく小児クリニック 高橋　克明 小・アレ 〒９５０－０８９３ ０２５－２７１－９９２２

37 新潟市東区はなみずき２－４－２１

羽尾整形外科 羽尾　清昭 整外・リウ・リハ 〒９５０－０００５ ０２５－２７５－６１１６

38 新潟市東区太平３－３０－１０

勝見皮膚科クリニック 勝見　伸也 皮 〒９５０－０００５ ０２５－２７４－１２３２

39 新潟市東区太平４－３－１９

能登整形外科医院 能登　省三 整外 〒９５０－０８５３ ０２５－２８６－３３７０

40 新潟市東区東明７－３－１４



明生堂アイクリニック 松田　章男 眼 〒９５０－０００５ ０２５－２７０－３００７

41 新潟市太平３－２０８３－２９

きんとう整形外科クリニック 金藤　直樹 整外・リウ・リハ 〒９５０－００３６ ０２５－２７２－８８００

42 新潟市東区空港西１－１９－５

きど皮ふ科 木戸　学 皮・アレ 〒９５０－０８７２ ０２５－２７３－４１１２

43 新潟市東区牡丹山１－５－１２－１０

とやま整形外科クリニック 外山　秀樹 整外・リハ 〒９５０－０８８６ ０２５－２７４－８０８０

44 新潟市東区中木戸１９１－３

大野眼科 大野　淳 眼 〒９５０－０８５２ ０２５－２８７－１１３３

45 新潟市東区石山３－５－１３

ＨＡＬクリニック 渡辺　弘 心臓血管外科 〒９５０－０８６１ ０２５－２７２－１５１５

46 内 新潟市東区中山６－１３－４３

ないとう泌尿器科クリニック 内藤　雅晃 泌 〒９５０－００５４ ０２５－２７９－００１０

47 新潟市東区秋葉１－６－４７

五味キッズクリニック 五味　崇行 小・アレ 〒９５０－０８５２ ０２５－２７６－８８０８

48 新潟市東区石山４－４－１４

えきまえクリニック内科はやし医院林　浩司 内・呼内・消内 〒９５０－０８２４ ０２５－２７７－７８９０

49 循内・アレ・神内 新潟市東区中島２－１－４６

有楽内科 荻原　忠久 内 〒９５０－００１２ ０２５－２５６－７７６６

50 新潟市東区２－１３－１

阿部小児科医院 阿部　志郎 小 〒９５０－００１２ ０２５－２７４－８６８０

51 新潟市東区有楽３－８－６

川名クリニック 川名　正博 耳鼻科 〒９５０－０８９１ ０２５－２７９－００３０

52 頭頸部外科 新潟市東区上木戸１－２－１５

ほその循環器科内科クリニック 細野　浩之 循内・内 〒９５０－０８６１ ０２５－２５０－８８８４

53 新潟市東区中山６－３－３５

いからし内科医院 五十嵐　英夫 内・呼内・消内 〒９５０－００５３ ０２５－２７４－２００１

54 新潟市東区宝町１－１２

戸井田内科医院 戸井田　一美 内・循内 〒９５０－０８４１ ０２５－２７６－２９５０

55 戸井田　竜成 新潟市東区中野山４－１５－７

わかつき整形外科 若槻　秀夫 リウ・整外・リハ 〒９５０－０８４３ ０２５－２７７－５９５９

56 新潟市東区粟山３－１－７

内山皮フ科 内山　道夫 皮 〒９５０－０８５３ ０２５－２８６－１２３３

57 内山　直樹 新潟市東区東明２－６－１３

ぼくとわたしの小児科 朴　直樹 小・アレ・循内 〒９５０－００５４ ０２５－２７９－００２２

58 新潟市東区秋葉１－６－４０

中ざわ心療クリニック 中澤　秀栄 心内・精 〒９５０－０８９３ ０２５－２７２－１２００

59 新潟市東区はなみずき１－１４－１５

中央区 相川ステーションクリニック 相川　務 小・アレ・内・消内 〒９５０－８６４１ ０２５－２４０－６６０５

1 相川　啓子 循内・神内 新潟市中央区花園１－１－１

日之出医院 相澤　雅美 〒９５０－００７３ ０２５－２４４－３９９０

2 新潟市中央区日の出１－９－１４



中新潟クリニック 伊藤　一寿 内・呼内・消内 〒９５１－８０６７ ０２５－２２２－７５４５

循内・糖内・血内 新潟市中央区本町通７－１０９

3 渡良ビル内

井上内科医院 井上　正則 内・消内・小 〒９５０－０９４１ ０２５－２８１－１２００

4 糖内 新潟市中央区女池上山５－３－５

岩永医院 岩永　守登 内・小 〒９５１－８０５７ ０２５－２２２－８７０９

5 新潟市中央区月町２０１４－１

植木外科医院 植木　秀任 外・消内・肛外 〒９５０－００８７ ０２５－２４１－５５５３

6 整外 新潟市中央区東大通２－１０－２６

けやき通りクリニック 遠藤　耕太郎 神内・内 〒９５０－０９１６ ０２５－２４３－０８１１

7 新潟市中央区米山１－９－３０

大野内科消化器科医院 大野　康則 内・消内 〒９５０－００７５ ０２５－２４４－０９０４

8 新潟市中央区沼垂東４－６－２２

岡田内科医院 岡田　潔 内・消内・循内 〒９５０－０９０７ ０２５－２４４－１３６７

9 岡田　祐子 新潟市中央区幸町７－２５

尾崎クリニック 尾崎　俊彦 内・消内・小 〒９５０－０９０４ ０２５－２４３－１１０１

10 新潟市中央区水島町３－１９

金子医科歯科医院 金子　隆弘 〒９５０－００８５ ０２５－２４４－４５４１

11 新潟市中央区長嶺町３－１８

きしもと医院 岸本　道美 内・呼内・小・アレ 〒９５０－０９５３ ０２５－２９０－００５５

12 新潟市中央区大島１７２－６５

黒川医院 黒川　恒男 消内・内・小 〒９５１－８０５４ ０２５－２２３－４７２７

13 黒川　香 呼内・循内 新潟市中央区礎町通上一ノ町１９２０

小林医院 小林　弘之 内 〒９５０－００７５ ０２５－２４４－７５０１

14 新潟市中央区沼垂東２－２－１５

明石医院 小林　松保 内・消内・糖内 〒９５０－００７５ ０２５－２４４－２３２３

15 新潟市中央区沼垂東２－２－２

さかのこどもクリニック 坂野　忠司 小・アレ・循内 〒９５０－０９３２ ０２５－２５７－１２３３

16 新潟市中央区長潟８３４－１

鈴木内科小児科医院 鈴木　紀夫 内・小 〒９５１－８１６２ ０２５－２６６－１９１７

17 新潟市中央区関屋本村町１－１４７

沼垂診療所 関川　智子 〒９５０－００７５ ０２５－２４４－０１１６

18 新潟市中央区沼垂東６－４－１２

たかはし整形外科医院 高橋　英人　 整外・リハ 〒９５０－０９９２ ０２５－２８５－１１２１

19 新潟市中央区上所上２－１３－１４

遠藤胃腸科内科医院 滝澤　英昭 消内・内 〒９５０－０９１２ ０２５－２４５－１３８８

20 新潟市中央区南笹口１－４－１１

たけうち小児クリニック 竹内　菊博 小・アレ 〒９５０－０９１３ ０２５－２４２－１７１１

21 新潟市中央区鐙２－１４－３２

筒井内科クリニック 宮腰　将史 内・糖内 〒９５１－８１３１ ０２５－２３４－２５１１

22 新潟市中央区白山浦２－６４６－９７

中島内科医院 中島　寛 内・消内・循内 〒９５０－０９５１ ０２５－２８５－６７００



23 放 新潟市中央区鳥屋野４－２－２

野中内科医院 野中　麗永 内・循内 〒９５０－００７６ ０２５－２４６－３５１３

25 新潟市中央区沼垂西１－８－５

橋本皮フ科医院 橋本　梁 皮 〒９５０－００８７ ０２５－２４５－０５０５

26 新潟市中央区東大通２－３－２４

長谷川医院 長谷川　直人 内 〒９５１－８０６１ ０２５－２２２－２４０３

27 新潟市中央区西堀通４－８１８－１

中島医院 長谷川　晴彦 内・脳外 〒９５１－８０６１ ０２５－２２２－８３９３

28 新潟市中央区西堀通３－２５８

畠山産婦人科クリニック 畠山　弘子 産・婦 〒９５０－０９８２ ０２５－２４３－８４２１

29 新潟市中央区堀之内南１－１８－１６

原こども医院 原　錬太郎 小・アレ 〒９５０－０９９２ ０２５－２８５－１１１５

30 新潟市中央区上所上２－１３－１２

ひろさわ内科医院 廣澤　利幸 内・呼内 〒９５１－８０２８ ０２５－２２５－８８８０

新潟市中央区東湊町通一ノ町

31 　　　　　　　　　　　　　　　２５４５－２４

村山内科 村山　実 内 〒９５０－００８７ ０２５－２４３－００８８

村山　悟 新潟市中央区東大通２－４－１０

32 （日本生命ビル内）

渡辺泌尿器科 内・外・泌 〒９５１－８０６８ ０２５－２２７－７０００

33 外科・内科クリニック 新潟市中央区上大川前通５－６０－２７

松井女性クリニック 松井　上子 産・婦 〒９５１－８０６２ ０２５－２２２－７８７８

新潟市中央区西堀前通６－８９９

34 シス西堀１Ｆ

ひぐち耳鼻科クリニック 樋口　豊 耳・アレ 〒９５０－０９１５ ０２５－２４０－１１２２

35 新潟市中央区鐙西１－１２－１２

よいこの小児科さとう 佐藤　勇 小・循内・アレ 〒９５０－０９８３ ０２５－２４２－２５２５

36 新潟市中央区神道寺１－１５－４７

さかい耳鼻咽喉科医院 坂井　聡子 耳・アレ 〒９５０－００７６ ０２５－２４４－５６９９

37 新潟市中央区沼垂西１－６－１１

済生会新潟内科診療所 佐藤　良一 〒９５１－８０１６ ０２５－２２６－７７１２

38 新潟市中央区田町１－３２３９－１

東堀内科放射線科クリニック 箕輪　興仁 内・放 〒９５１－８０６５ ０２５－２２８－２８２８

39 新潟市中央区東堀通１２－２８１０

前田内科医院 前田　和夫 内 〒９５１－８０２１ ０２５－２２３－４５６０

40 新潟市中央区曙町３１６０－４

小林医院 小林　晋一 内・放・呼内・循内 〒９５１－８０６２ ０２５－２２７－３７３７

41 消内・糖内 新潟市中央区西堀前通６－８９７

せきやクリニック 島田　正久 内・呼内 〒９５１－８１４６ ０２５－２３４－３３３７

42 新潟市中央区有明大橋町７－３－１

たきい耳鼻科クリニック 瀧井　尚子 耳 〒９５１－８１４１ ０２５－２０１－１３３３

43 新潟市中央区関新１－８－２４



斉藤内科クリニック 斉藤　忠雄 内 〒９５０－０９２６ ０２５－２８７－５８００

44 新潟市中央区高志２－２０－３

白柏眼科医院 白柏　麻子 眼 〒９５０－００７６ ０２５－２４１－１８００

45 新潟市中央区沼垂西１－６－１７

舟江診療所 高橋　常彦 内・外 〒９５１－８０１１ ０２５－２２９－３５８８

46 新潟市中央区入船町３－３６２９－１

北区 サトウクリニック新崎 佐藤　竹敏 内・心内・呼内 〒９５０－３１３４ ０２５－２５９－３１０９

1 消内・循内・小 新潟市北区新崎１－１７－１７

杉山こども医院 杉山　明夫 小・アレ 〒９５０－３３２１ ０２５－３８８－０９５５

2 新潟市北区葛塚３３０４－５

たきざわクリニック松浜 滝沢　恒世 内・呼内・循内 〒９５０－３１２６ ０２５－２５５－７５５１

3 消内・外 新潟市北区松浜１－１－１２

松田内科呼吸器科クリニック 松田　正史 内・呼内・アレ 〒９５０－３１０２ ０２５－２５７－４１００

4 新潟市北区島見町３９２５－４

山口クリニック 山口　正康 内・消内 〒９５０－３３７６ ０２５－３８６－１１３１

5 新潟市北区早通北１－３－１１

いぬかい耳鼻科クリニック 犬飼　賢也 耳・アレ 〒９５０－３３２７ ０２５－３８４－３３１１

6 新潟市北区石動１－１６－８

江南区 片桐医院 片桐　敦子 内 〒９５０－０１２３ ０２５－３８１－３３２０

1 新潟市江南区亀田水道町

１－１－５１－２

丸山診療所 波田野　徹 内・消内・小 〒９５０－０１１５ ０２５－２７８－５１００

2 新潟市江南区丸山４７２－１

くらしま内科クリニック 倉島　賢二 内・アレ・小 〒９５０－１１４２ ０２５－２８０－７１００

3 新潟市江南区楚川甲１８０

佐藤医院 佐藤　信夫 内・小・放 〒９５０－１１３５ ０２５－２８４－８１６６

4 新潟市江南区曽野木１－３２－１

押木内科神経内科医院 永井　明彦 内・呼内・小・神内 〒９５０－０１６４ ０２５－３８１－２０５２

5 永井　博子 放・リハ 新潟市江南区亀田本町４－３－４

吉田医院 吉田　眞佐人 消内・内・外・リハ 〒９５０－０２１２ ０２５－３８５－３７３１

6 肛外 新潟市江南区茜ヶ丘２－１

おおむら内科クリニック 大村　篤子 内・消内・循内 〒９５０－０１５１ ０２５－３８１－２１２１

7 小 新潟市江南区亀田四ッ興野２－６－２７

さとう小児科医院 佐藤　雅久 小・アレ 〒９５０－０２０８ ０２５－３８５－５２００

8 新潟市江南区横越中央２－１－１１

西区 今泉医院 今泉　信作 内・消内・循内 〒９５０－１１１１ ０２５－３７７－６１１１

1 呼内 新潟市西区大野町２７０６－１

こばりファミリークリニック 蒲澤　知子 内・呼内・アレ 〒９５０－２０２７ ０２５－２３４－５５７７

2 感内 新潟市西区小新大通２－１－２５

さとう内科クリニック 佐藤　正之 内・呼内・消内 〒９５０－１１１５ ０２５－３７０－７７７７

3 循内・小 新潟市鳥原６４１－１７

田沢皮膚科医院 田沢　敏男 皮 〒９５０－２０２１ ０２５－２６５－４２２０



4 新潟市西区小針藤山４－１２

中村外科胃腸科医院 中村　康男 外・内・整外・皮 〒９５０－２１１２ ０２５－２６２－５５７７

5 新潟市西区内野町７５０

こども医院はしもと 橋本　謹也 小 〒９５０－２００４ ０２５－２３１－５５８８

6 新潟市西区平島１－６－５

藤田内科消化器科医院 藤田　一隆 消内・内・小 〒９５０－１１０２ ０２５－３７９－１２８８

7 新潟市善久１０８－２

西蒲区 荒川レディースクリニック 荒川　正人 産婦・産・婦 〒９５３－００４１ ０２５６－７２－２７８５

荒川　啓子 新潟市西蒲区巻甲４６７０

1 荒川　義衛

南区 広川医院 黒田　千亜紀 内・消内・耳 〒９５０－１４１６ ０２５－３７３－３２２１

1 黒田　兼 新潟市南区西笠巻４１９

阿賀野市 わだ耳鼻咽喉科クリニック 和田　匡史 〒９５９－２０２６ ０２５０－６３－１２１３

1 阿賀野市下条町１３－１１

凡例 内　　　　 内科

呼内 呼吸器内科

循内 循環器内科

消内 消化器内科

腎内 腎臓内科

神内 神経内科

糖内 糖尿病内科

（代謝内科）

血内 血液内科

皮 皮膚科

アレ アレルギー科

リウ リウマチ科

感内 感染症内科

小 小児科

精 精神科

心内 心療内科

外 外科

循外 循環器外科

気外 気管食道外科

泌 泌尿器科

肛外 肛門外科

脳外 脳神経外科

整外 整形外科

眼 眼科

耳 耳鼻咽喉科

産婦 産婦人科

産 産科



婦 婦人科

リハ リハビリテーション科

放 放射線科

麻 麻酔科


