
区名 医院名 医師名 標榜科 所在地 ＴＥＬ
中央区 ふるしまクリニック 古嶋　博司 内・循内・糖内 〒９５０－０９２３ ０２５－２５７－７０７０

1 呼内・アレ 新潟市中央区姥ヶ山５－６－２０
日之出医院 相澤　雅美 内・循内・小 〒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７－１１４６
3 MY’S本町ビル３F
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
岡田内科医院 岡田　潔 内・消内・循内 〒９５０－０９０７ ０２５－２４４－１３６７

8 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

9 新潟市中央区水島町３－１９
舟江診療所 高橋　常彦 内・外 〒９５１－８０１１ ０２５－２２９－３５８８

10 新潟市中央区入船町３－３６２９－１
きしもと医院 岸本　道美 内・呼内・小・アレ 〒９５０－０９５３ ０２５－２９０－００５５

11 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

12 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

13 新潟市中央区沼垂東２－２－１５
さくら皮膚科医院 西條　忍 皮 〒９５０－００８８ ０２５－２４５－１０００

新潟市中央区万代３－１－１
14 新潟日報メデｲアシップ３F

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
15 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
16 新潟市中央区関屋本村町１－１４７

たかはし整形外科医院 高橋　英人　 整外・リハ 〒９５０－０９９２ ０２５－２８５－１１２１
17 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
18 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
19 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
20 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

地域連携　登録医リスト（令和２年１月6日現在）



21 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

22 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

23 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

24 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

25 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

26 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

27 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
28 　　　　　　　　　　　　　　　２５４５－２４

村山内科 村山　悟 内 〒９５０－００８８ ０２５－２４３－００８８
新潟市中央区万代１－１－３２

29 プリオール万代ビル４F
渡辺泌尿器科 渡辺　学 内・外・泌 〒９５１－８０６８ ０２５－２２７－７０００

30 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

31 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

32 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

33 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

34 新潟市中央区沼垂西１－６－１１
おかむら内科下町クリニック 岡村　和気 内・循内 〒９５１－８０１６ ０２５－２２６－７７１２

35 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

36 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

37 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

38 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

39 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

40 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

41 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

42 新潟市中央区沼垂西１－６－１７



〒９５０－００８７
東大通内科クリニック 荒井　康弘 内・糖内 新潟市中央区東大通１－８－１０ ０２５－２４９－８５５５

43 医療福祉ビル２Ｆ
渡辺記念クリニック 渡辺　博 内・産婦・麻 〒９５１－８０６８ ０２５－２２８－５２３５

44 新潟市中央区上大川前８－１２９１
にいがた在宅診療所 小島　秀男 内 〒９５０－００８７

新潟市中央区東大通２－５－１ ０２５－２４７－１２２１
45 カープ新潟ビル４F

松元眼科 松元　直子 眼 〒９５０－００８７ ０２５－２４４－１７９５
46 新潟市中央区東大通２－７－１５

大滝耳鼻科クリニック 大滝　一 耳咽 〒９５０－０９３２ ０２５－２８７－１８３１
47 新潟市中央区長潟３１５

万代内科クリニック 田村　紀子 糖内 〒９５０－００８８ ０２５－２４４－０６００
48 新潟市中央区万代４－１－１B４ビル３F

県庁前神経内科クリニック 小林　央 神内・内 〒９５０－０９６２ ０２５－２８２－２２６６
49 新潟市中央区出来島１－５－５２

プラーカ中村クリニック 中村　茂樹 内・消内・乳外 〒９５０－０９１１ ０２５－２４０－０４２６
50 肛外 新潟市中央区笹口１－１プラーカ１　２F

こん整形外科クリニック 近　良明 整外 〒９５０－０９１４ ０２５－２４１－０１２３
51 新潟市中央区紫竹山２－４－３０

新潟県保健衛生センター 吉田　和清 内 〒９５１－８１３３ ０２５－２６７－８１９１
52 付属診療所 横山　晶 新潟市中央区白山浦２－１８０－５

あじさい耳鼻科・アレルギー科髙橋　淑子 耳咽・アレ 〒９５０－００８２ ０２５－２４０－３５００
53 クリニック 新潟市中央区東万代町９－３８

花園在宅医療クリニック 服部　達也 内 〒９５０－００８６ ０２５－２８８－６９４５
54 新潟市中央区花園２－１－１６

松本眼科 松本　重明 眼 〒９５０－０９１１ ０２５－２４６－２２２２
55 新潟市中央区笹口２－１－１２

宮尾耳鼻咽喉科クリニック 宮尾　益道 耳咽 〒９５０－０９４５ ０２５－２８８－２２３３
56 新潟市中央区女池上山５－９－９

ラサ内科皮膚科クリニック 諸橋　弘子 内・皮 〒９５０－０９１２ ０２５－２４７－３８１１
57 新潟市中央区南笹口１－１－３０　１F

わかばやし内科クリニック 若林　昌哉 内・消内・呼内 〒９５０－０９１６ ０２５－２４０－５２０１
58 循内 新潟市中央区米山５－９－１３

こなん内科クリニック 前田　恒治 内・呼内 〒９５０－１１５１ ０２５－２８３－１１８１
59 新潟市中央区湖南２９－１

新田医院 新田　公子 内 〒９５１－８１３１ ０２５－２６６－００６６
60 新潟市中央区白山浦２－１８６－５９

小山神経内科・内科クリニック小山　晃 神内・内 〒９５１－８１２６ ０２５－２２６－００１０
61 新潟市中央区学校町通２－５３０８－１

ぷらっと本町クリニック 朴　載廣 内・消内 〒９５１－８０６７ ０２５－２２２－１２４１
62 新潟市中央区本町通６－１１０８－１

佐藤神経内科クリニック 佐藤　修三 神内・内 〒９５１－８０６１ ０２５－２２８－１８０８
63 新潟市中央区西堀通６－８７７

こばやし内科クリニック 小林　義明 内・呼内 〒９５０－０９１４ ０２５－２４６－５６００
64 新潟市中央区紫竹山６－２－２６



杉村クリニック 杉村　一仁 内・消内 〒９５０－０９７２ ０２５－３８５－７５８０
65 新潟市中央区新和１－３－２９

にいがた脳神経クリニック 本間　順平 脳外・神内・内 〒９５０－０９４１ ０２５－２８８－０５５５
66 リハ 新潟市中央区女池６－４－６４

おのクリニック 小野　晃嗣 脳外・神内 〒９５０－０９９１ ０２５－２９０－３１３１
67 新潟市中央区笹口３－２１

あべ内科クリニック 阿部　晃 内・循内・糖内 〒９５０－０９４２ ０２５－２８３－４７６６
68 阿部　景子 新潟市中央区小張木２－１３－３０

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


	中央区

