長野県風しん抗体検査事業委託医療機関一覧表
令和3年4月現在
圏域

医療機関名

浅間南麓こもろ医療センター

佐久総合病院

住所

連絡先

小諸市相生町三丁目3番21
0267-22-1070
号

予約制
予約受付：平日９時～16時
検査日：月・火・水・金曜日
10時～11時30分
窓口：保健予防課

佐久市臼田197番地

0267-82-2677

予約制
検査日：毎月第2週目の火・木曜
日
14時30分～
窓口：地域健康管理科

0267-67-2295
内線5150

予約制
予約受付：平日14時～16時
検査日：月～金曜日 10時30分
～11時30分
窓口：健康管理係

佐久

浅間総合病院

佐久市岩村田1862-1

軽井沢病院

北佐久郡軽井沢町大字長
倉2375-1

0267-45-5111

予約不要（事前予約可）
検査日：月～金曜日
8時30分～11時45分
窓口：内科

上田病院

上田市中央１－３－３

0268-22-3580

診察時間内にお願いします
休診：木・土PM・日・祝日

上田市中丸子１７７１－１

0268-42-1111

電話予約時間 月～金曜 14：00
～17：00

東御市民病院

東御市鞍掛１９８番地

0268-62-0050

事前に電話し予約をお願いします

岡谷市民病院

岡谷市本町四丁目11番33
号

0266-23-8000

予約制
予約受付：平日9時～17時
検査日 ：毎週火曜日 14時
窓口 ：医事課

野村ウィメンズクリニック

岡谷市中央町３丁目１－３６ 0266-24-1103

諏訪中央病院

茅野市玉川4300

諏訪共立病院

諏訪郡下諏訪町矢木町214 0266-28-2012

富士見高原病院

諏訪郡富士見町落合11100
0266-62-3030
番地

上田 丸子中央病院

諏訪

諏訪赤十字病院

0266-72-1000

予約は予約センターへ

予約は予約センターへ

諏訪市湖岸通り５－110266-52-6111 予約は健診センターへ
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町立辰野病院

上伊那郡辰野町大字辰
野1445-5

0266-41-0238

昭和伊南総合病院

駒ケ根市赤穂3230

0265-81-4726 予約は健診センターへ

伊那

飯田

備考

※調整中

医療法人奥原医院

木祖村薮原1224-2

地方独立行政法人 長野県
立病院機構 長野県立木曽 木曽郡木曽町福島6613-4
病院

0264-36-2264

要予約
検査日：月火水金 8:30～11:00

0264-22-2703

要予約 窓口：医事課
検査日：月～金
外来診療時間内

木曽
古根医院

大桑村長野2868-1

0264-55-1188

要予約
検査日：月火金
水土

医療法人篠崎医院

南木曽町読書3428

0264-57-2016

松南病院

松本市笹部3-13-29

0263-25-2303

松本協立病院

松本市巾上9-26

0263-35-5300

松本市立病院

松本市波田4417-180

0263-92-3027

社会医療法人抱生会丸の内
松本市渚1-7-45
病院

0263-28-3003

相野田医院

松本市本庄1-3-6

0263-32-0729

赤羽医院

松本市深志2-9-5

0263-32-0965

あかはね内科・神経内科医
院

松本市神林3561-1

0263-59-7810

浅田記念クリニック

松本市島立3879-4

0263-88-9588

医療法人梓誠会梓川診療所 松本市梓川梓2344-1

0263-78-2058

松本 五十嵐内科医院

松本市島立201-3

0263-47-1560

池上医院

松本市中央3-5-11

0263-32-0411

医療法人社団英駿会大久保
松本市島内3533
クリニック

0263-47-4341

大生会大野医院

松本市清水2-1-8

0263-32-2309

奥平医院

松本市大手5-6-17

0263-32-2335

小口内科クリニック

松本市寿南1-23-9

0263-85-0770

折井クリニック

松本市白板1-3-7

0263-32-0305

上條医院

松本市深志1-2-5

0263-32-1464

医療法人北澤医院

松本市渚3-7-10

0263-25-6688

北島医院

松本市高宮北10-11

0263-29-3344

8:30～12:00，
15:00～18:00
8:30～12:00

要予約
検査日：月火水金土
8:30～12:00
月火水金
16:30～18:00

予約は健診センターへ

宜保内科消化器・肝臓内科
クリニック

松本市村井町南1-34-20

0263-57-6060

医療法人村のふくろう小見山
松本市岡田松岡512-1
医院

0263-46-8080

塩ノ﨑医院

松本市並柳1-4-8

0263-28-0880

塩原医院

松本市宮田27-1

0263-25-3029

十全堂武田内科医院

松本市鎌田1-13-32

0263-25-4731

杉山外科医院

松本市島立183-3

0263-47-1753

須澤内科小児科医院

松本市城西1-8-15

0263-32-1305

多田内科医院

松本市深志1-5-9

0263-36-3611

医療法人求心堂田中医院

松本市野溝東1-5-27

0263-27-5959

つかはらペインクリニック

松本市双葉5-20
イオン南松本2階

0263-87-1314

なかむらクリニック

松本市征矢野2-14-15

0263-25-2526

南天診療所

松本市筑摩3-15-31

0263-29-1515

野村医院

松本市庄内3-4-43

0263-25-1619

はたクリニック

松本市開智2-3-48-6

0263-33-0667

医療法人慶和会花村医院

松本市新村247-1

0263-47-0032

原こどもクリニック

松本市筑摩3-7-3

0263-29-1780

原内科医院

松本市城東1-1-1

0263-32-0741

福澤医院

松本市和田1858-10

0263-47-9318

藤森内科医院

松本市大手4-12-17

0263-36-1140

二木医院

松本市大手3-8-7

0263-32-2288

医療法人誠仁会降旗医院

松本市神田1-1-8

0263-25-3989

芳樹会内科診療所

松本市浅間温泉3-4-7

0263-46-5506

松岡小児科医院

松本市芳野11-6

0263-25-5878

松田内科医院

松本市小屋北1-15-33

0263-86-0333

松本

松原台診療所武田内科医院 松本市松原40-7

0263-86-5041

松本市安曇稲核診療所

0263-94-2514

松本市安曇2627-2

松本

松本市安曇大野川診療所

松本市安曇3992-1

0263-93-2433

松本市安曇沢渡診療所

松本市安曇4162-1

0263-93-2170

松本市安曇島々診療所

松本市安曇1061-1

0263-94-2231

松本市国民健康保険奈川診
松本市奈川2366
療所

0263-79-2301

あるが内科クリニック

松本市今井1222

0263-59-2010

宮下内科循環器クリニック

松本市梓川倭2303-5

0263-78-6366

山岡内科医院

松本市庄内2-6-35

0263-26-6068

やまだ小児科クリニック

松本市新村542-1

0263-40-0678

山村小児科医院

松本市村井町南1-29-7

0263-58-2116

横田耳鼻咽喉科医院

松本市岡田下岡田220-1

0263-46-8881

わかばレディス＆マタニティ
クリニック

松本市浅間温泉1-24-5

0263-45-0103

和田整形外科医院

松本市島内5024-5

0263-48-0200

すずき内科クリニック

松本市女鳥羽3-6-20

0263-39-7740

桔梗ｹ原病院

塩尻市大字宗賀1295番地

0263-54-0012

中村内科医院

安曇野市豊科 4702-1

0263-72-2460

石田医院

安曇野市豊科 4677

0263-72-2766

土屋クリニック

安曇野市豊科高家 3531-1 0263-71-1811

医療法人安曇会楢本内科医 安曇野市豊科南穂高
0263-73-0616
院
2820-1
安曇野市豊科南穂高 271こうの内科循環器科
0263-71-5881
10
こばやし内科クリニック

安曇野市豊科高家 5441-1 0263-71-1117

和田医院

安曇野市堀金烏川 3338

0263-72-2047

古川医院

安曇野市穂高 4342-2

0263-82-4385

医療法人博愛会中田医院

安曇野市穂高 787-1

0263-82-2339

髙橋医院

安曇野市穂高 5622-1

0263-82-2561

百瀬医院

安曇野市穂高 2561-3

0263-82-2205

山本耳鼻咽喉科

安曇野市穂高 984-2

0263-82-7525

根津内科医院

安曇野市穂高 6870

0263-82-8382

松本

大町

小田切医院

安曇野市穂高有明 1639-3 0263-83-6025

医療法人金剛

安曇野市穂高柏原 4565-1 0263-82-7222

古川整形外科医院

安曇野市穂高 4572-4

0263-82-8880

信濃内科循環器科医院

安曇野市穂高 8337-1

0263-82-7722

医療法人泉会穂高ハートクリ
安曇野市穂高有明 9394-1 0263-50-6731
ニック
木暮医院

安曇野市三郷温 546

白木医院

安曇野市三郷明盛 1610-1 0263-77-2134

塔の原内川医院

安曇野市明科中川手 2243 0263-81-2121

市立大町総合病院

大町市大町3130

北アルプス医療センターあづ 北安曇郡池田町大字池田
み病院
3207-1

0263-77-2119

0261-22-0415

予約は健診センターへ

0261-62-3166

予約は健康管理課へ

※調整中

長野
安部医院

下高井郡野沢温泉村大字
豊郷9780-4

0269-67-0502

市川内科医院

中野市三好町1-2-10

0269-22-3366

医療法人城下クリニック

下高井郡山ノ内町大字平穏
0269-33-2041
3094-3

北信総合病院

中野市西1-5-63

0269-22-2151

みゆき会クリニック

飯山市大字下木島９

0269-62-0100

飯山赤十字病院

飯山市大字飯山226-1

0269-62-4195

北信

