平成31年度 新潟市高齢者用肺炎球菌予防接種委託医療機関名簿（所在地50音順）
※接種日・接種時間・ワクチンの在庫などは、医療機関によって異なりますので、あらかじめ医療機関にお問い合わせください。
医療機関名
北

電話番号

区

所在地

市外局番（025）

医療機関名

電話番号

所在地

医療機関名

平成31年３月現在
電話番号

所在地

医療機関名

電話番号

所在地

木戸病院

273-2151 竹尾4

よいこの小児科さとう

242-2525 神道寺1

筒井内科クリニック

234-2511 白山浦2

豊栄病院

386-2311 石動１

阿部胃腸科内科医院

273-3535 長者町6

みどり病院

244-0080 神道寺2

新潟ステーションクリニック

240-6605 花園1

おおつか内科クリニック

佐野医院

猫山宮尾病院

287-5800 高志2
282-2323 湖南14

日本歯科大学医科病院

相澤内科医院

286-5363 東明2
270-1000 中木戸

斎藤内科クリニック

小黒内科胃腸科医院

388-1313 内島見
387-0096 太田

堀川内科・神経内科医院

267-1500 浜浦町1
266-3770 浜浦町1

にしな子どもクリニック

387-1031 太田

えきまえクリニック内科はやし医院

277-7890 中島2

こなん内科クリニック

283-1181 湖南29

てらしま外科内科クリニック

246-1800 万代3

小飯塚医院

388-2321 嘉山

戸井田内科医院

276-2950 中野山4

あべ内科クリニック

283-4766 小張木2

万代内科クリニック

244-0600 万代4

斎藤医院

386-1210 嘉山

小田医院

277-9191 中野山6

岡田内科医院

244-1367 幸町7

東大通内科クリニック

249-8555 東大通1

新潟リハビリテーション病院

388-2111 木崎

梅沢こども診療所

273-6957 中山6

プラーカ中村クリニック

240-0426 笹口1

植木外科医院

241-5553 東大通2

嶋倉クリニック

386-1290 葛塚

HALクリニック

272-1515 中山6

海津内科医院

241-7363 笹口2

川合クリニック

242-1311 東大通2

松田内科呼吸器科クリニック

257-4100 島見町

ほその循環器科・内科クリニック 250-8884 中山6

おのクリニック

290-3131 笹口3

にいがた在宅診療所

247-1221 東大通2

南浜病院

田中クリニック

山東第二医院

240-8480 紫竹1
248-3710 紫竹山1

村山内科

石山診療所

279-5030 はなみずき1
276-5111 東中野山6

内科長谷川医院

すこやか医院

255-2121 島見町
387-6633 須戸

東堀内科放射線科クリニック

243-0088 東大通2
228-2828 東堀通12

サトウクリニック新崎

259-3109 新崎1

滝沢医院

274-1880 松崎2

こばやし内科クリニック

246-5600 紫竹山6

ひろさわ内科医院

225-8880 東湊町通1

やまもと小児科

255-7272 濁川

脳神経・内科もてぎ医院

250-9951 松園1

新潟市民病院（通院者のみ）

281-5151 鐘木

日之出医院

244-3990 日の出1

成田医院

387-2911 白新町2

新潟臨港病院

274-5331 桃山町1

新潟中央病院

285-8811 新光町1

耳鼻咽喉科桶谷医院

222-7826 古町通10

堀医院

387-5780 白新町4

有楽内科

256-7766 有楽2

新潟県健康管理協会診療所

283-3939 新光町11

さかつめ内科

234-7217 文京町27

山口クリニック

386-1131 早通北1

末広橋病院

274-6311 臨港町2

杉村クリニック

385-7580 新和1

おがた医院

266-4702 堀割町3

たきざわクリニック松浜

安宅医院

小熊医院

255-7551 松浜1
259-2622 松浜1

前田内科医院

223-4560 曙町

関屋田町クリニック

266-4653 関屋大川前1 ぷらっと本町クリニック
本町いとう内科クリニック
266-7722 関屋田町1

222-1241 本町通6
222-4181 本町通6

松浜病院

259-3241 松浜町

大野内科医院

244-7847 鐙西2

鈴木内科小児科医院

266-1917 関屋本村町1 中新潟クリニック

222-7545 本町通7

好生堂医院

259-2654 松浜本町4

くわな内科クリニック

232-1700 有明大橋町3 阿部・島本小児科内科医院

266-0295 関屋本村町2 尾崎クリニック

243-1101 水島町3

せきやクリニック

234-3337 有明大橋町7 松波クリニック

231-2336 関屋松波町2 玉木内科医院

229-2011 湊町通3

東 区

市外局番（025）

中央区

市外局番（025）

たかはた医院

270-1111 秋葉通2

黒川医院

223-4727 礎町通上1

おかむら内科下町クリニック

226-7712 田町1

遠藤胃腸科内科医院

245-1388 南笹口1

上原消化器内科クリニック

276-2180 粟山3

舟江診療所

229-3588 入船町3

岩永医院

222-8709 月町

ラサ内科皮膚科クリニック

247-3811 南笹口1

五味キッズクリニック

276-8088 石山4

東新潟病院

286-8811 姥ヶ山

秋田内科放射線科クリニック

281-1050 出来島1

きくち内科医院

281-5611 女池4

もとやま内科クリニック

250-3311 海老ヶ瀬

ふるしまクリニック

257-7070 姥ヶ山

県庁前神経内科クリニック

282-2266 出来島1

かわうちクリニック

283-7800 女池6

高橋小児科医院

近江わたなべクリニック

井上内科医院

きしもと医院

250-7656 近江3
290-0055 大島

労働衛生医学協会 プラーカ健康増進センター 370-1960 天神１

東ニイガタ友愛クリニック

270-2480 逢谷内1
270-1492 逢谷内4

本田内科医院

241-1330 天神尾1

大森内科医院

281-1200 女池上山5
243-3300 八千代1

すずき医院

279-5511 逢谷内6

小山神経内科・内科クリニック

226-0010 学校町通2

とやの中央病院

284-5161 鳥屋野

新潟万代病院

244-4700 八千代2

木戸クリニック

274-7960 上木戸5

高橋整形外科

267-2051 学校町通3

新潟南病院

284-2511 鳥屋野

はやつ医院

257-7300 山二ツ

岡田内科医院

273-2708 北葉町10

竹山病院

228-7171 上大川前通6 中島内科医院

285-6700 鳥屋野4

文田医院

286-8377 山二ツ2

ときわ診療所

274-2714 空港西1

本町ふるまち耳鼻科

210-8520 上大川前通6 さかのこどもクリニック

257-1233 長潟

小山医院

222-5206 横七番町通2

桑名病院

273-2251 河渡甲140

渡辺記念クリニック

228-5235 上大川前通8 消化器科・内科やなぎさわクリニック 287-1555 長潟2

けやき通りクリニック

243-0811 米山1

あかねウィメンズクリニック

286-6868 江南3

原こども医院

285-1115 上所上2

中島医院

222-8393 西堀通3

にわやまハートクリニック

278-8234 米山1

滝沢診療所

丸山医院

丹羽医院

228-1808 西堀通6
222-2871 西堀前通3

しむら皮膚科クリニック

労働衛生医学協会 集団検診センター

285-6037 上所中3
370-1960 川岸町1

佐藤神経内科クリニック

風の笛クリニック

273-5594 小金町1
271-7755 下木戸2

わかばやし内科クリニック

248-2000 米山5
240-5201 米山5

かざま皮フ科クリニック

279-0711 新松崎1

労働衛生医学協会 新潟健康増進センター 370-1960 川岸町1

小林医院

227-3737 西堀前通6

耳鼻咽喉科木村医院

223-4821 寄合町

林内科クリニック

270-7711 太平2

新井内科・消化器科クリニック

松井女性クリニック

222-7878 西堀前通6

空港前クリニック

271-6000
272-3339
274-2001
270-1222

234-0084
在宅ケアクリニック川岸町
232-8880
新潟県立がんセンター新潟病院（通院者のみ） 266-5111
保健衛生センター 成人病検診センター 267-6328

川岸町2

野中内科医院

川岸町2

福田医院

川岸町2

小林医院

川岸町2

松田内科医院

246-3513
244-6367
244-7501
266-7251

笹崎こどもクリニック
いがらし内科医院
おおかわクリニック

太平3
太平3
宝町1
竹尾2

大橋みなこキッズクリニック

378-2611 川岸町2

沼垂西1

平成31年度の実施期間は、

沼垂西2

平成31年4月1日〜翌年3月31日です。

沼垂東2

対象者のうち希望者は、実施期間内にお受けください。

白山浦1

（裏面にもあります）

平成31年度 新潟市高齢者用肺炎球菌予防接種委託医療機関名簿（所在地50音順）
※接種日・接種時間・ワクチンの在庫などは、医療機関によって異なりますので、あらかじめ医療機関にお問い合わせください。
医療機関名

電話番号

江南区

所在地

市外局番（025）

医療機関名

電話番号

所在地

医療機関名

平成31年３月現在
電話番号

所在地

医療機関名

電話番号

所在地

髙塚医院

22-0077 新津本町1

中和内科医院

262-0162 内野町

西新潟中央病院

265-3171 真砂1

吉田医院

385-3731 茜ケ丘

加藤医院

22-0185 新津本町3

布川修クリニック

261-8081 内野町

大島内科医院

201-3333 松海が丘1

こんの脳神経クリニック

櫻クリニック

23-0225 新津本町3
22-4711 東金沢

若杉内科医院
築井医院

262-2062 内野町
266-5353 浦山1

田沢内科医院

ゆきよしクリニック

383-1355 泉町１
382-3450 稲葉１

たじま内科クリニック

239-2041 山崎
377-1213 山田

椿田病院

276-2382 大淵

新津成人病検診センター

塚田内科医院

377-2100 大野町

新潟脳外科病院

231-5111 山田

こうなんfamilyクリニック

250-6407 亀田大月2

森川医院

22-0410 程島

黒埼病院

370-7555 黒鳥

かめだ泌尿器科クリニック

385-8500 亀田向陽3

井上内科クリニック

24-1222 みそら野1

さかい内科クリニック

201-2011 小新

岩室リハビリテーション病院

82-4100 岩室温泉

片桐医院

381-3320 亀田水道町1 うさみ内科クリニック

24-8776 美幸町2

こばりファミリークリニック

234-5577 小新大通2

岩室藤田医院

82-2113 岩室温泉

押木内科神経内科医院

381-2052 亀田本町4

栗田脳外科・内科医院

232-8855 小新西3

白寿荘浜地区診療所

77-2009 越前浜

おおむら内科クリニック

381-2121 亀田四ツ興野2 白根大通病院

362-0260 大通黄金

新潟医療センター

232-0111 小針3

潟東けやき病院

86-3515 国見

ささがわ小児科クリニック

375-3009 清水
372-0755 上下諏訪木

こころはすクリニック
月岡内科医院

234-3800 小針4
234-1666 小針4

長沼内科医院

清野医院

383-5500 亀田四ツ興野2 杉山内科医院
383-1333 亀田四ツ興野5 水戸部クリニック

松﨑医院

（025）375-5188 河間（中之口）
（025）375-3013 河間（中之口）

五十嵐内科・胃腸科医院

280-2053 酒屋町

新潟白根総合病院

372-2191 上下諏訪木

水戸医院

266-3851 小針が丘2

五十嵐医院

（025）375-5670 小吉（中之口）

うえの内科・外科クリニック

280-0808 鐘木

吉沢医院

373-0846 庄瀬

木村内科医院

260-7770 坂井

潟東クリニック

86-1118 三方

斎藤内科消化器科医院

383-3110 城所1

石崎医院

372-3820 白根

はせがわクリニック

260-2222 坂井

苅部医院

88-2057 鱸

佐藤内科医院

381-6616 諏訪3

田辺医院

372-2076 白根

すなやまクリニック

268-9001 坂井砂山3

和田内科医院

88-2134 曽根

くらしま内科クリニック

280-7100 楚川甲

馬場内科医院

373-6565 杉菜

新大駅前皮フ科

269-1210 坂井砂山4

岩室成人病検診センター

92-1200 橋本

佐藤医院

中澤内科医院

武藤内科医院

268-1108 坂井東2
260-3515 坂井東3

遠藤医院

すずき醫院

371-2002 高井東1
373-0200 戸頭

前田内科クリニック

亀田第一病院

284-8166 曽野木1
382-3111 西町２

西蒲中央病院

88-2204 旗屋
88-5521 旗屋

高橋医院

381-2062 東本町4

関川医院

374-2002 新飯田

しげはら内科クリニック

264-1237 坂井東6

大西医院神経内科・内科

70-0024 巻甲

舞平クリニック

280-3600 平賀

広川医院

373-3221 西笠巻

おだキッズクリニック

268-2228 新通南3

笠原内科医院

72-8066 巻甲

横田内科医院

381-2729 袋津5

白根緑ヶ丘病院

372-3105 西白根

信楽園病院

260-8200 新通南3

金子内科医院

72-2300 巻甲

堀クリニック

382-3031 船戸山4

渡辺医院

372-2568 能登2

やまもと内科・消化器クリニック 201-7557 新通南3

高木医院

72-2208 巻甲

丸山診療所

278-5100 丸山

ＫＯＹＡＮＡＧＩ真柄ＣＬＩＮＩＣ

377-2011 鷲ノ木新田

藤田内科消化器科医院

379-1288 善久

たなか医院

72-8532 巻甲

さとう小児科医院

385-5200 横越中央2

三浦クリニック

269-1566 寺尾6

長沼医院

72-2210 巻甲

西内科消化器科医院

385-4171 横越中央8

ナーシングメディカルクリニック 234-7272 青山1

なかの神経内科クリニック

234-3663 寺尾朝日通

新潟西蒲メディカルセンター病院 72-3111 巻甲

佐藤医院

280-2413 割野

わたなべ内科青山クリニック

幸村医院
おおさわ小児科医院

269-2148 寺尾上4
260-7877 寺尾上6

西川内科医院

青山内科・眼科クリニック

232-5588 青山1
233-0099 青山4

松村醫院

72-6066 巻甲
72-1151 巻甲

秋葉区

市外局番（0250）

下越病院

南 区

西 区

（025）370-1960 程島

市外局番（025）

市外局番（025）

西蒲区

市外局番 (0256)

まふね内科クリニック

21-2555 朝日

クララクリニック

232-4134 青山7

土谷内科医院

268-1010 寺尾西2

もたにメディカルクリニック

72-4141 巻甲

ほしの医院

22-6522 北上新田

聖園病院

267-0171 青山7

高沢内科医院

260-0330 寺尾西3

本田医院

73-2100 馬掘

坪田医院

22-0555 車場4

佐潟荘

239-2135 赤塚

五十川医院

260-1151 寺尾東1

金子医院

82-3012 和納

小堺医院

38-2665 小須戸

信楽園あかつか診療所

239-0022 赤塚

風間皮膚科医院

269-6661 寺尾東2

広沢医院

82-3051 和納

鈴木内科医院

61-1155 小須戸

真田内科医院

239-0070 赤塚字稲場

坂井輪診療所

269-6630 寺尾東3

新津医療センター病院

24-5311 古田

長野医院内科神経内科

260-5921 五十嵐1

寺尾整形外科クリニック

260-7272 寺尾東3

小児科高野クリニック

長谷川こども医院
樋口内科・消化器科医院

264-1515 五十嵐1
262-0200 五十嵐2

済生会新潟第二病院

かえつクリニック

23-3011 古田3
22-5888 田家2

ときめきハートクリニック

233-6161 寺地
370-7810 ときめき西1

五十嵐医院

22-2721 出戸

ひらの内科医院

239-5222 五十嵐3東

かない泌尿器科クリニック

201-8002 鳥原

伊藤産婦人科医院

22-6171 中沢町

土田医院

262-2656 五十嵐中島3 さとう内科クリニック

370-7777 鳥原

佐藤医院荻川診療所

22-1203
24-8558
25-3130
22-1047

中野2

はにゅうクリニック

中野2

丸山整形外科・内科

新津東町3

すがはら消化器内科クリニック

新津本町１

中村外科胃腸科医院

201-6551
377-4145
264-2722
262-5577

267-1251
231-7667
231-5588
231-7070

吉村医院
ふせじま脳外科クリニック
小島耳鼻咽喉科医院

五十嵐東1

信楽園病院附属有明診療所

板井

小柳内科医院

内野西が丘

こども医院はしもと

内野町

とがし内科クリニック

西有明町1
東青山1
平島1
平島1

【お問い合わせ先】
・北区健康福祉課
・東区健康福祉課
・中央区健康福祉課
・江南区健康福祉課
・秋葉区健康福祉課
・南区健康福祉課
・西区健康福祉課
・西蒲区健康福祉課
・保健所保健管理課

☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎

025-387-1340
025-250-2350
025-223-7237
025-382-4340
0250-25-5686
025-372-6375
025-264-7433
0256-72-8380
025-212-8194

（裏面にもあります）

