
医院名 医師名 標榜科 所在地 ＴＥＬ
相澤内科医院 相澤　正樹先生御机下 内・呼内・消内 〒９５０－０８８６ ０２５－２７０－１０００

循内・小 新潟市東区中木戸４１－１
あかねウィメンズクリニック 樋口　朗先生御机下 婦・内 〒９５０－０８５５ ０２５－２８６－６８６８

新潟市東区江南３－８－２０
あきば眼科クリニック 臼井　知聡先生御机下 眼 〒９５０－００５４ ０２５－２５６－７０１０

新潟市東区秋葉１－６－４６
阿部小児科医院 阿部　志郎先生御机下 小 〒９５０－００１２ ０２５－２７４－８６８０

新潟市東区有楽３－８－６
いがらし内科医院 五十嵐　英夫先生御机下 内・呼内・消内 〒９５０－００５３ ０２５－２７４－２００１

新潟市東区宝町１－１２
石山診療所 佐々木　知明先生御机下 内・皮 〒９５０－０８３６ ０２５－２７６－５１１１

新潟市東区東中野山６－１７－５
ｅ－メディカル整形外科 関　敬弘先生御机下 整外・リウ・リハ 〒９５０－０８６１ ０２５－２７１－１２８４

新潟市東区中山６－３－３５
上原消化器内科クリニック 上原　一浩先生御机下 消内・内・産婦・小 〒９５０－０８４３ ０２５－２７６－２１８０

上原　政夫先生御机下 新潟市東区粟山３－７－８
梅沢こども診療所 梅沢　哲郎先生御机下 小 〒９５０－０８６１ ０２５－２７３－６９５７

新潟市東区中山６－２０－１１
浦野耳鼻咽喉科医院 浦野　正美先生御机下 耳・アレ・気外 〒９５０－０８１４ ０２５－２７０－３３８７

新潟市東区逢谷内３－１－２６
えきまえクリニック内科 林　浩司先生御机下 内・呼内・消内 〒９５０－０８２４ ０２５－２７７－７８９０
はやし医院 循内・アレ・神内 新潟市東区中島２－１－４６
おおかわクリニック 大川　彰先生御机下 消内・外・内 〒９５０－０８６２ ０２５－２７０－１２２２

肛外 新潟市東区竹尾２－１９－５
グリーンタウン竹尾１０２

太田眼科 太田　正行先生御机下 眼 〒９５０－０８１２ ０２５－２７２－８８８０
新潟市東区豊２－６－４６

大野眼科 大野　淳先生御机下 眼 〒９５０－０８５２ ０２５－２８７－１１３３
新潟市東区石山３－５－１３

岡田内科医院 岡田　雅美先生御机下 内 〒９５０－００５５ ０２５－２７３－２７０８
新潟市東区北葉町１０－５

小田医院 小田　勇司先生御机下 内・循内 〒９５０－０８４１ ０２５－２７７－９１９１
小田　雅人先生御机下 新潟市東区中野山６－１－１７

風の笛クリニック 穂苅　環先生御机下 内・麻 〒９５０－８７０９ ０２５－２７１－７７５５
新潟市東区下木戸２－２８－１６

勝見皮膚科クリニック 勝見　伸也先生御机下 皮 〒９５０－０００５ ０２５－２７４－１２３２
新潟市東区太平４－３－１９

かねこ耳鼻科 金子　真奈美先生御机下 耳 〒９５０－００１２ ０２５－２７９－３３８７
新潟市東区有楽１－８－２

川名クリニック 川名　正博先生御机下 耳鼻科 〒９５０－０８９１ ０２５－２７９－００３０
頭頸部外科 新潟市東区上木戸１－２－１５

木戸眼科クリニック 白柏　基宏先生御机下 眼 〒９５０－０８８６ ０２５－２７１－６００５
新潟市東区中木戸２８５－８

木戸クリニック 須永　隆夫先生御机下 漢内・内 〒９５０－０８９１ ０２５－２７４－７９６０
村山　直也先生御机下 新潟市東区上木戸5-2-1

きど皮ふ科 木戸　学先生御机下 皮・アレ 〒９５０－０８７２ ０２５－２７３－４１１２
新潟市東区牡丹山１－５－１２－１０

きんとう整形外科クリニック 金藤　直樹先生御机下 整外・リウ・リハ 〒９５０－００３６ ０２５－２７２－８８００
新潟市東区空港西１－１９－５

空港前クリニック 川崎　克先生御机下 外・耳 〒９５０－０００５ ０２５－２７１－６０００
新潟市東区太平３－７－１

五味キッズクリニック 五味　崇行先生御机下 小・アレ 〒９５０－０８５２ ０２５－２７６－８８０８
新潟市東区石山４－４－１４

佐野医院 井上　重宏先生御机下 内 〒９５０－０８５３ ０２５－２８６－５３６３
新潟市東区東明２－９－２

庄司こども医院 庄司　義興先生御机下 小・アレ 〒９５０－０８３６ ０２５－２７６－２２４３
新潟市東区東中野山４－１５－７

小児科廣川医院 廣川　徹先生御机下 小 〒９５０－０８３７ ０２５－３８３－８８３９
新潟市東区若葉町１－２０－８

すくすく小児クリニック 高橋　克明先生御机下 小・アレ 〒９５０－０８９３ ０２５－２７１－９９２２
新潟市東区はなみずき２－４－２１

すずき医院 鈴木　正孝先生御机下 内・循内・小 〒９５０－０８１４ ０２５－２７９－５５１１
新潟市東区逢谷内６－８－３４

高橋小児科医院 高橋　秀彰先生御机下 小・内・アレ 〒９５０－０８１４ ０２５－２７０－２４８０
新潟市東区逢谷内１－２－８

たかはた医院 高畑　與四夫先生御机下 内・麻・放 〒９５０－００５２ ０２５－２７０－１１１１
新潟市東区秋葉通２－３７２２－１０４

滝沢診療所 滝沢　慎一郎先生御机下 内 〒９５０－００２６ ０２５－２７３－５５９４
新潟市東区小金町１－１７－４０

田中クリニック 田中　申介先生御机下 内・胃・外・こう 〒９５０－０８９３ ０２５－２７９－５０３０
リハ 新潟市東区はなみずき１－１４－１８

戸井田内科医院 戸井田　竜成先生御机下 内・循内 〒９５０－０８４１ ０２５－２７６－２９５０
新潟市東区中野山４－１５－７

ときわ診療所 畠山　眞先生御机下 内・消化器科 〒９５０－００３６ ０２５－２７４－２７１４
放 新潟市東区空港西１－１５－１７

とやま整形外科クリニック 外山　秀樹先生御机下 整外・リハ 〒９５０－０８８６ ０２５－２７４－８０８０
新潟市東区中木戸１９１－３

ないとう泌尿器科クリニック 内藤　雅晃先生御机下 泌 〒９５０－００５４ ０２５－２７９－００１０
新潟市東区秋葉１－６－４７

地域連携　東区登録医リスト（令和4年6月1日現在）



中ざわ心療クリニック 中澤　秀栄先生御机下 心内・精 〒９５０－０８９３ ０２５－２７２－１２００
新潟市東区はなみずき１－１４－１５

中野山眼科 坂上　極先生御机下 眼 〒９５０－０８３５ ０２５－２７６－８０１１
新潟市東区猿ヶ馬場１－１－１７

脳神経・内科もてぎ医院 茂木　崇司先生御机下 内・神内・脳外 〒９５０－００２３ ０２５－２５０－９９５１
放・リハ 新潟市東区松園１－９－５６

羽尾整形外科 羽尾　清昭先生御机下 整外・リウ・リハ 〒９５０－０００５ ０２５－２７５－６１１６
新潟市東区太平３－３０－１０

長谷川整形外科医院 守田　哲郎先生御机下 整 〒９５０－００５３ ０２５－２７１－３３３３
新潟市東区宝町１－１６

林内科クリニック 林　直樹先生御机下 内・消・呼・循 〒９５０－０００５ ０２５－２７０－７７１１
新潟市東区太平２－２２－１

ＨＡＬクリニック 渡辺　弘先生御机下 心臓血管外科 〒９５０－０８６１ ０２５－２７２－１５１５
内 新潟市東区中山６－１３－４３

東新潟まやま眼科 眞山　徹二先生御机下 眼 〒９５０－０８６１ ０２５－２８２－５５８６
新潟市東区中山７－１１－１１

東ニイガタ友愛クリニック 瀬尾　弘志先生御机下 脳外・外・神内 〒９５０－０８１４ ０２５－２７０－１４９２
リハ 新潟市東区逢谷内４－２－１９

ぼくとわたしの小児科 朴　直樹先生御机下 小・アレ・循内 〒９５０－００５４ ０２５－２７９－００２２
新潟市東区秋葉１－６－４０

ほその循環器科・内科クリニック 細野　浩之先生御机下 循内・内 〒９５０－０８６１ ０２５－２５０－８８８４
新潟市東区中山６－３－３５

本多レディースクリニック 本多　晃先生御机下 産・婦 〒９５０－０８４１ ０２５－２５６－５５６１
新潟市東区中野山８９１－１

まきの乳腺クリニック 牧野　春彦先生御机下 乳外 〒９５０－０８６１ ０２５－２５０－００２６
新潟市東区中山６－１３－４８

まつい整形外科 松井　俊明先生御机下 整外・リハ・リウ 〒９５０－０８３５ ０２５－２７８－５１１５
新潟市東区猿ヶ馬場２－１３－２６

源川産婦人科クリニック 源川　雄介先生御机下 産婦・産・婦 〒９５０－００１４ ０２５－２７２－５２５２
新潟市東区松崎1-18-12

みんなの皮ふ科 竹内　綾乃先生御机下 皮 〒９５０－０８５３ ０２５－２８６－１２３３
新潟市東区東明２－６－１６

村井整形外科医院 村井　丈寛先生御机下 外・整・リハ・リウ 〒９５０－０８９１ ０２５－２７５－１１１５
村井　弦先生御机下 新潟市東区上木戸１－３－６

明生堂アイクリニック 松田　隆作先生御机下 眼 〒９５０－０００５ ０２５－２７０－３００７
新潟市太平３－２０８３－２９

もとやま内科クリニック 本山　展隆先生御机下 内・消内 〒９５０－０８０６ ０２５－２５０－３３１1
新潟市東区海老ヶ瀬３０１２

ものみやまクリニック 皆川　史郎先生御机下 内・循内 〒９５０－００２１ ０２５－２７９－２８２８
新潟市東区物見山４－７－１６

山の下クリニック 阿部　行宏先生御机下 消内・内 〒９５０－００６６ ０２５－２７３－３５３５
新潟市東区長者町５－５

有楽内科 荻原　忠久先生御机下 内 〒９５０－００１２ ０２５－２５６－７７６６
新潟市東区有楽２－１３－１

わかつき整形外科 若槻　秀夫先生御机下 リウ・整外・リハ 〒９５０－０８４３ ０２５－２７７－５９５９
新潟市東区粟山３－１－７

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


