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 （注）病床数欄の（  ）内は許可病床数のうち一部使用許可の場合の使用許可病床数

 （診療科名凡例）  （備考凡例）
 （経過措置）  （平成20年４月以降の診療科名） 救告…救急告示病院
内  …内  科 内  …内  科 救ｾﾝ…救命救急センタ－
[心内]…心療内科 外　…外  科 災害…災害拠点病院
精  …精神科 精  …精神科 特機…特定機能病院
神　…神経科 ア  …ｱﾚﾙｷﾞｰ 科 人　…人間ﾄﾞｯｸ 実施病院
[神内]…神経内科 リウ…ﾘｳﾏﾁ科 透析…人工透析実施病院
呼  …呼吸器科 小　…小児科
消  …消化器科 皮  …皮膚科
胃  …胃腸科 胃  …胃腸科
循  …循環器科 循  …循環器科
ア  …ｱﾚﾙｷﾞｰ 科 泌  …泌尿器科
リウ…ﾘｳﾏﾁ科 [産婦]…産婦人科
小　…小児科 産  …産科
外　…外  科 婦  …婦人科
整…整形外科 眼  …眼科
形…形成外科 耳  …耳鼻いんこう科
美…美容外科 リハ…ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 科
脳…脳神経外科 放  …放射線科
[呼外]…呼吸器外科 [放治］…放射線治療科
心  …心臓血管外科 [放診］…放射線診断科
[小外]…小児外科 臨　…臨床検査科　
[皮泌]…皮膚泌尿器科 救　…救急科
皮  …皮膚科 歯  …歯  科
泌  …泌尿器科 麻  …麻酔科 
性  …性病科 その他　…[　]（半角大かっこ）内に省略せずに記入すること
こう…こう門科
[産婦]…産婦人科
産  …産科
婦  …婦人科
眼  …眼科
耳  …耳鼻いんこう科
気  …気管食道科
リハ…ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 科
放  …放射線科
歯  …歯  科
[矯歯]…矯正歯科 
[小歯]…小児歯科 
[歯口]…歯科口腔外科
麻  …麻酔科 
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佐久 R4.10.1現在

佐久保健福祉事務所管内

一般 療養 精神 結核 感染症 計

独立行政法人国立病院
機構小諸高原病院

独立行政法人国
立病院機構

S20.12.1 384-8540 小諸市甲4598 0267-22-0870 80 260 340 村杉　謙次 内精小[心内]

長野県厚生農業協同組
合連合会浅間南麓こも
ろ医療センター

長野県厚生農業
協同組合連合会

H28.2.25 384-8588
小諸市相生町
三丁目3番21
号

0267-22-1070 246 246 橋本　晋一

内[呼内][循内][消内][糖内][内分泌内
科][腎内][脳神経内科]外[消外][乳線外
科][小外][肛外]整脳形麻精リウ小[小児科
（新生児）]皮泌[産婦]眼耳リハ放〔病理診
断科〕〔歯口〕

長野県厚生農業協同組
合連合会佐久総合病院

長野県厚生農業
協同組合連合会

S19.1.12 384-0301
佐久市臼田
197

0267-82-3131 197 42 70 309 渡辺　仁

内[呼吸器内科][循環器内科][消化器内科][血
液内科][代謝・内分泌内科][腎臓内科][リウマ
チ・膠原病内科][感染症内科][脳神経内科][心
内]外[呼外]心[消化器外科][乳腺外科][小児外
科][肛門外科]整脳[ペインクリニック外科]形[歯
口]歯[矯歯]精小皮泌眼耳アリハ[放診]麻救[病
理診断科]臨[女性泌尿器科]

長野県厚生農業協同組
合連合会佐久総合病院
佐久医療センター

長野県厚生農業
協同組合連合会

H24.5.11 385-0051
佐久市中込
3400-28

0267-62-8181 446 4 450 石毛　広雪

内精ア小外[呼外]心[消化器外科][乳腺外
科][小児外科][肛門外科]整形脳皮泌産婦眼耳
リハ麻[リウマチ・膠原病内科]臨救[心内][脳神
経内科][歯口][放治][放診][呼吸器内科][消化
器内科][内視鏡内科][循環器内科][血液内
科][糖尿病・内分泌内科][腎臓内科][病理診断
科][腫瘍内科][感染症内科][緩和ケア内科][移
植内科][移植外科]

病院屋上１

川西赤十字病院 日本赤十字社 S23.7.24 384-2292
佐久市望月
318

0267-53-3011 51 33 84 酒井　龍一 内外整眼リハリウ消循泌小

医療法人三世会金澤病
院

医療法人三世会 S30.11.1 385-0022
佐久市岩村田
804

0267-67-2048 41 41 82 金澤  政之 内消皮整外リハ放循泌

くろさわ病院
社会医療法人恵
仁会

H27.1.19 385-0051
佐久市中込
1-17-8

0267-64-1711 37 46 83 黒澤　一也 内外形皮整婦リハリウ泌

医療法人雨宮病院
医療法人雨宮病
院

H6.2.7 384-0303
佐久市下小田
切城下73

0267-82-5311 54 54 雨宮  雷太 胃外整[皮泌]リハ放形内アリウ

佐久市立国保浅間総合
病院

佐久市 H17.4.1 385-8558
佐久市岩村田
1862-1

0267-67-2295 238 40 278 箕輪　隆
内[循環器内科][糖尿病内科]外整脳形精
小皮泌[産婦]眼耳リハ放[病理診断科]歯
[歯口]麻[血管外科]

長野県厚生農業協同組
合連合会佐久総合病院
小海分院

長野県厚生農業
協同組合連合会

H15.2.21 384-1103
南佐久郡小海
町大字豊里78

0267-92-2077 50 49 99 由井　和也 内外小整リハ 病院屋上１

佐久穂町立千曲病院 佐久穂町 H17.3.20 384-0613
南佐久郡佐久
穂町大字高野
町 328

0267-86-2360 52 45 97 植竹　智義 内呼外小整[皮泌]放胃循[神内]麻眼リウ

軽井沢町国民健康保険
軽井沢病院

軽井沢町 H12.6.27 389-0111
北佐久郡軽井
沢町大字長倉
2375番地１

0267-45-5111 79 24 103 稲葉　俊郎
内小外整形[小外][皮泌]こう眼[産婦]耳麻
リハ脳

病院名    開  設  者 許可年月日 郵便番号 住所 電話番号
病　　　　　床　　　　　数

管理者 診療科目
ヘリポート

の設置
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佐久 R4.10.1現在

佐久保健福祉事務所管内

一般 療養 精神 結核 感染症 計
病院名    開  設  者 許可年月日 郵便番号 住所 電話番号

病　　　　　床　　　　　数
管理者 診療科目

ヘリポート
の設置

医療法人社団御代田中
央記念病院
（10/18 医療法人社団
軽井沢西部総合病院
に名称変更）

医療法人社団御
代田中央記念病
院
（10/6 医療法人
社団軽井沢西部
総合病院に名称
変更）

S60.2.8 389-0206
北佐久郡御代
田町御代田
4107-40

0267-32-4711 116 42 158 中川　隆雄
内外小整皮眼心リハ循消耳リウ歯[脳神経
内科]呼［産婦］[歯口][小歯]放〔乳腺外科〕
〔心内〕〔糖尿病内科〕救

13 1,687 362 330 0 4 2,383
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上田 R4.10.1現在

上田保健福祉事務所管内

一般 療養 精神 結核 感染症 計

信州上田医療センター
独立行政法人国
立病院機構

S22.4.1 386-8610
上田市緑ケ丘
1-27-21

0268-22-1890 416 4 420 藤森　実

内外[呼吸器内科][呼吸器外科][消化器内
科][循環器内科][腎臓内科]小整脳眼耳[放
診][放治]麻泌精[脳神経内科]形心皮産婦リハ
[歯口]リウ[血液内科][病理診断科][緩和ケア
内科][糖尿病・内分泌代謝内科]

国民健康保険依田窪病
院

依田窪医療福祉
事務組合

S56.4.1 386-0603
小県郡長和町
古町2857

0268-68-2036 140 140 三澤　弘道 内外眼小皮泌整脳循呼消リウリハ耳心

東御市民病院 東御市 H16.4.1 389-0502
東御市鞍掛
198

0268-62-0050 60 60 岩橋　輝明
内外整小眼泌リハア[泌尿器科(人工透
析）][産婦]

上田市立産婦人科病院 上田市 H24.4.1 386-0022
上田市緑ケ丘
1-27-32

0268-22-1573 27 27 徳平　厚 産・婦

長野県厚生農業協同組合
連合会鹿教湯三才山ﾘﾊﾋﾞ
ﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ鹿教湯病院

長野県厚生農業
協同組合連合会

S31.1.27 386-0323
上田市鹿教湯
温泉1308

0268-44-2111 181 235 416 大澤　道彦
内整歯脳耳[循器内科][消化器内科][神
内]眼皮泌外リハ[リウマチ・膠原病科］[呼
吸器内科]精[放診]

長野県厚生農業協同組合
連合会鹿教湯三才山ﾘﾊﾋﾞ
ﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ三才山病院

長野県厚生農業
協同組合連合会

H1.10.19 386-0323
上田市鹿教湯
温泉1777

0268-44-2321 91 146 237 黒岩　靖
内[循環器内科]リハ[呼吸器内科]皮[神
内]小精

医療法人健救会柳澤病
院

医療法人健救会 S29.1.1 386-0023
上田市中央西
1-2-10

0268-22-0109 33 65 98 柳澤  秀文
内外整形リハ[神内][循環器内科][消化器
内科][糖尿病内科]

医療法人慈善会安藤病
院

医療法人慈善会 S29.10.21 386-8543
上田市中央西
1-1-20

0268-22-2580 71 44 104 219 安藤  豪隆
内精外整皮[心内]リハ[胃腸内科][呼吸器
内科][消化器内科]

医療法人健静会上田病
院

医療法人健静会 S30.10.18 386-0012
上田市中央1-
3-3

0268-22-3580 35 37 72 森　　崇高
内外麻小整皮放泌[大腸肛門外科][消化
器外科][心臓血管外科]婦リハ

メンタルサポートそよか
ぜ病院

医療法人清泰会 S30.12.1 386-0401
上田市塩川
3057-1

0268-35-0305 113 113 吉田　朋孝 内精

医療法人友愛会千曲荘
病院

医療法人友愛会 S33.8.1 386-8584
上田市中央東
4-61

0268-22-6611 239 239 遠藤  謙二 精神[心内]内

医療法人共和会塩田病
院

医療法人共和会 S39.10.1 386-1325
上田市中野
29-2

0268-38-2221 49 49 堀内    敦
内・外・小・整・歯・[歯口][呼吸器内科][消
化器外科][肛門外科]

整形外科上田花園病院 医療法人仁和会 S41.1.24 386-0023
上田市中央西
1-15-25

0268-22-2325 36 36 横関  　仁 整内循リウリハ

医療法人健和会小林脳
神経外科・神経内科病
院

医療法人健和会 S45.4.25 386-0018
上田市常田3-
15-41

0268-22-6885 88 88 鳥羽  泰之 脳[神内]リハ

信濃病院 医療法人碧水会 H1.12.13 389-0512
東御市滋野乙
3297

0268-64-3366 101 101 井上  文明 内精神

住所 電話番号
病　　　　　床　　　　　数

管理者 診療科目病院名    開  設  者 許可年月日 郵便番号
ヘリポート

の設置
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上田 R4.10.1現在

上田保健福祉事務所管内

一般 療養 精神 結核 感染症 計
住所 電話番号

病　　　　　床　　　　　数
管理者 診療科目病院名    開  設  者 許可年月日 郵便番号

ヘリポート
の設置

丸子中央病院 医療法人丸山会 H25.7.22 386-0405
上田市中丸子
1771-1

0268-42-1111 149 50 199 勝山　　努

内[呼吸器内科][循環器内科][消化器内
科][糖尿病内科][腎臓内科][腎臓内科(人
工透析）][神内][心内]外・心・整・脳・形・
精・小・皮・泌・眼・耳・放・救・歯[歯口]麻・
リハ

16 1,376 577 557 0 4 2,514
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諏訪 R4.10.1現在

諏訪保健福祉事務所管内

一般 療養 精神 結核 感染症 計

岡谷市民病院 岡谷市 H27.8.31 394-8512
岡谷市本町4-
11-33

0266-23-8000 266 25 4 295 天野　直二

内[心内]精[脳神経内科][呼吸器内科][消化器
内科][循環器内科][糖尿病・内分泌代謝内
科][腎臓内科]リウ小外[呼吸器外科][心臓血
管外科][小児外科]整[消化器外科][乳腺外科]
皮泌[産婦]眼耳リハ[病理診断科]麻[緩和ケア
内科][歯口]

組合立 諏訪中央病院
諏訪中央病院組
合（茅野諏訪原）

S59.10.15 391-8503
茅野市玉川
4300

0266-72-1000 324 36 360 吉澤　徹

内精外小整皮泌[産婦]耳放麻脳眼リハ[歯
口][消化器内科][病理診断科][呼吸器内科][循
環器内科][血液内科][腫瘍内科][内分泌内
科][代謝内科][腎臓内科][脳神経内科][感染症
内科]リウ[漢方内科][消化器外科][乳腺外
科][肛門外科]救

諏訪赤十字病院 日本赤十字社 H9.5.30 392-8510
諏訪市湖岸通
り5-11-50

0266-52-6111 425 30 455 梶川　昌二

内精[循環器内科]外小整脳皮泌[産婦]眼耳麻
放形リハ[脳神経内科][呼吸器内科][呼外][リ
ウマチ・膠原病内科][消化器内科]心［腎臓内
科］［血液内科］[歯口]救[腫瘍内科][糖尿病・内
分泌内科][病理診断科][消化器外科][乳腺・内
分泌外科][緩和ケア内科]

敷地内

長野県厚生農業協同組
合連合会富士見高原医
療福祉センター富士見
高原病院

長野県厚生農業
協同組合連合会

S55.12.27 399-0214
諏訪郡富士見
町落合 11100

0266-62-3030 161 161 矢代　泰章
内呼外整眼耳[産婦]小[神内]泌リハ形皮
精循放消こう麻[歯口]

諏訪湖畔病院 医療法人研成会 S33.4.10 394-8515
岡谷市長地小
萩1-11-30

0266-27-5500 140 105 245
稲村　いづ
み

内[脳神経内科][心内]精脳整[消化器内
科][循環器内科]歯[歯口]リハ[老年内科]
泌

医療法人超年会 上諏
訪病院

医療法人超年会 S41.4.25 392-0026
諏訪市大手1-
17-7

0266-52-1650 77 77 古田　哲理 精[心内]

諏訪共立病院
社会医療法人南
信勤労者医療協
会

S54.2.1 393-0077
諏訪郡下諏訪
町矢木町214

0266-28-2012 56 54 110 岩間　智 内循呼放小整外消[神内]リハリウ[心内]

諏訪マタニティ-クリニッ
ク

医療法人登誠会 H9.2.27 393-0077
諏訪郡下諏訪
町112-13

0266-28-6100 33 33 根津  八紘 産婦小

祐愛病院 医療法人祐愛会 H11.6.23 394-0033
岡谷市南宮2-
2-34

0266-23-0222 49 49 辛　太廣 外内形整胃脳[消化器外科]

信濃医療福祉センタ―
社会福祉法人信
濃医療福祉ｾﾝﾀｰ

H17.3.15 393-0093
諏訪郡下諏訪
町社字花田
6525-1

0266-27-8414 127 127 笛木　昇 整リハ小歯精

諏訪城東病院 医療法人真摯会 H16.9.13 392-0026
諏訪市大手2-
3-5

0266-52-3100 48 48 牛山　朋彦 内循消精[心内］神外

11
1,532 212 212 0 4 1,960

ヘリポート
の設置

病院名    開  設  者
病　　　　　床　　　　　数

管理者 診療科目許可年月日 郵便番号 住所 電話番号

7 / 18 ﾍﾟｰｼﾞ



上伊那 R4.10.1現在

伊那保健福祉事務所管内

一般 療養 精神 結核 感染症 計

長野県立こころの医療
センター駒ケ根

地方独立行政法
人長野県立病院
機構

S31.9.16 399-4101
駒ケ根市下平
2901

0265-83-3181 129 129 埴原　秋児 精

伊那中央病院
伊那中央行政組
合

H12.2.1 396-8555
伊那市小四郎
久保1313-1

0265-72-3121 390 4 394 本郷　一博

内外小整皮泌[産婦]眼耳リハ麻形［脳神
外］[脳神内][呼吸器内科][消化器内
科][循環器内科][呼外]心救[歯口][乳腺内
分泌外科][腫瘍内科][腎臓内科] [病理診
断科][消化器外科][美容外科][放診][放
治][頭頚部外科]

敷地内

昭和伊南総合病院 伊南行政組合 S57.5.6 399-4117
駒ケ根市赤穂
3230

0265-82-2121 300 300 村岡　紳介
内循外小整脳皮泌[産婦]眼耳リハ放麻歯
形[脳神経内科]消[病理診断科]

敷地内

町立辰野病院 辰野町 H23.5.9 399-0496
上伊那郡辰野
町大字辰野
1445-5

0266-41-0238 100 100 漆原  昭彦 内外小[産婦]眼耳整皮泌

医療法人保健同人会田
中病院

医療法人保健同
人会

H17.3.29 396-0011
伊那市下新田
3193

0265-78-3555 72 72
小町谷　琢
也

内外[消化器内科][循環器内科]整放小
［小児アレルギー科］［小児循環器内科］

医療法人公仁会前澤病
院
(11/1 無床診療所化）

医療法人公仁会 S35.8.28 399-4114
駒ケ根市上穂
南11-5

0265-83-2151 46 46 前澤   毅

内外眼[放診][消化器内科][消化器外
科][脳神経内科][乳腺外科][内分泌外
科][大腸･肛門外科][循環器内科][腫瘍外
科]

医療法人暁会仁愛病院 医療法人暁会 S43.7.5 396-0026
伊那市西町
4906

0265-78-3333 73 94 167 小松　大介
内外整循リハこう婦[消化器外科][消化器
内科][呼吸器内科]美皮泌

伊那神経科病院 医療法人聖山会 H2.6.20 396-0025
伊那市荒井
3831

0265-78-4047 116 116 高橋  丈夫 精神

南信病院 医療法人 蜻蛉会 H10.6.24 399-4511
上伊那郡南箕
輪村8811

0265-78-4161 85 85 近藤  廉治 精神内

上伊那生協病院
上伊那医療生活
協同組合

H17.1.31 399-4601
上伊那郡箕輪
町大字中箕輪
11324

0265-79-8813 56 108 164 清水　信明 内循消小リハ

10 965 274 330 0 4 1,573

病院名    開  設  者 許可年月日 郵便番号 住所 電話番号
病　　　　　床　　　　　数

管理者 診療科目
ヘリポート

の設置

8 / 18 ﾍﾟｰｼﾞ



飯伊 R4.10.1現在

飯田保健福祉事務所管内

一般 療養 精神 結核 感染症 計

長野県立阿南病院
地方独立行政法
人長野県立病院
機構

S23.6.1 399-1501
下伊那郡阿南
町北條2009-1

0260-22-2121 85 85 田中　雅人 内外小整麻放皮泌眼精リハ婦 病院屋上

飯田市立病院 飯田市 H2.7.4 395-8502
飯田市八幡町
438

0265-21-1255 403 4 407 堀米　直人

内[脳神経内科]外小整形脳泌麻眼[呼外]心[産
婦]耳放皮歯リウリハ[歯口]［呼吸器内科］［消
化器内科］［循環器内科］［腎臓内科］［内分泌
内科］［糖尿病代謝内科］［消化器外科］［乳腺
外科］［病理診断科］［臨床検査科］［救急科］
［緩和ケア内科］

敷地内

下伊那赤十字病院 日本赤十字社 S49.5.25 399-3303
下伊那郡松川
町元大島
3159-1

0265-36-2255 66 6 72 馬場　淳
内外小リハ[産婦]放整泌眼耳麻皮
[消化器外科][肛門外科]

長野県厚生農業協同組
合連合会下伊那厚生病
院

長野県厚生農業
協同組合連合会

H10.6.30 399-3102
下伊那郡高森
町吉田481-13

0265-35-7511 67 8 75 朔　　　哲洋
内小外婦眼リハ皮[心内]精耳［放射線診
断科］［美容皮膚科］［脳神経内科］泌[循
環器内科]整

飯田病院
社会医療法人栗
山会

S31.4.1 395-0056
飯田市大通1-
15

0265-22-5150 212 235 447 原　栄志

内精外整[神内]リハ放麻眼泌婦［呼吸器
内科］［消化器内科］［循環器内科］耳アレ
［腎臓内科］［臨床検査科］［病理診断科］
[小児外科]

健和会病院 社会医療法人
健和会

S48.11.1 395-0801
飯田市鼎中平
1936

0265-23-3115 107 82 189 和田　浩

内［脳神経内科］［消化器内科］［循環器内
科］［呼吸器内科］［腎臓内科］［透析内科］
リハ精［心内］小外形泌こう［呼外］［消化器
外科］［乳腺外科］脳麻眼婦放［病理診断
科］［糖尿病内科］［臨床検査科］

瀬口脳神経外科病院 医療法人 円会 S63.12.15 395-0004
飯田市上郷黒
田218-2

0265-24-6655 66 66 瀬口　達也 脳[神内]リハ

菅沼病院
医療法人社団山
力会

H1.12.13 395-0801
飯田市鼎中平
1970

0265-22-0532 22 22 菅沼　孝紀 内小胃循リハ

輝山会記念病院 医療法人輝山会 H3.4.23 395-0813
飯田市毛賀
1707

0265-26-8111 52 147 199
露久保　辰
夫

内外放眼泌リハ整皮婦ア［腎臓内科（人工透析］
［腎臓外科（臓器移植）］［人工透析外科］［循環器
内科］［内視鏡内科］［内視鏡外科］［呼吸器内科］
［呼吸器外科］［頸部・胸部外科］［乳腺外科］［胃腸
内科］［食道・胃腸・大腸・肛門外科］［肝臓・胆のう・
膵臓外科］［腫瘍内科］［腫瘍外科］［糖尿病・内分
泌内科］［ペインクリニック内科］［ペインクリニック外
科］［救急科］〔消化器内科〕〔腫瘍外科〕

8 1,058 265 235 0 4 1,562

病院名    開  設  者 許可年月日 郵便番号
病　　　　　床　　　　　数

住所 電話番号 管理者 診療科目
ヘリポート

の設置

9 / 18 ﾍﾟｰｼﾞ



木曽 R4.10.1現在

木曽保健福祉事務所管内

一般 療養 精神 結核 感染症 計

長野県立木曽病院
地方独立行政法
人長野県立病院
機構

H2.11.1 397-8555
木曽郡木曽町
福島6613-4

0264-22-2703 174 19 4 197 濱野　英明
内消[神内]循小外整[脳心内]皮泌[産婦]
眼耳リハ放精麻形[歯口]

敷地内

1 174 19 0 0 4 197

病院名    開  設  者 許可年月日 郵便番号
病　　　　　床　　　　　数

住所 電話番号 管理者 診療科目
ヘリポート

の設置

10 / 18 ﾍﾟｰｼﾞ



松本 R4.10.1現在

松本保健福祉事務所管内

一般 療養 精神 結核 感染症 計

長野県立こども病院
地方独立行政法
人長野県立病院
機構

H4.3.31 399-8205
安曇野市豊科
3100

0263-73-6700 200 200 中村　友彦
小[神経小児科][循環器小児科][小外]心
整脳放麻眼耳皮リハ形産精泌ア

敷地内

安曇野赤十字病院 日本赤十字社 H22.7.1 399-8205
安曇野市豊科
5685

0263-72-3170 316 316 中野　武

内[腎臓内科][呼吸器内科][消化器内
科][循環器内科][神内]小外整脳[消化器
外科][心臓血管外科][産婦]眼耳麻泌形皮
リハ[病理診断][救急科][糖尿病・内分泌
内科][歯口]

豊科病院
社会医療法人城
西医療財団

S31.4.20 399-8205
安曇野市豊科
5777-1

0263-72-8400 140 140
五味渕　満
徳

内精

医療法人仁雄会穂高病
院

医療法人仁雄会 S63.12.19 399-8303
安曇野市穂高
4634

0263-82-2474 79 48 127 古屋　直行 内外[産婦]整眼形麻リハ小

医療法人元山会中村病
院

医療法人元山会 H1.7.1 399-0703
塩尻市大字広
丘高出1614-2

0263-52-3321 56 56 浦山　弘明
内外リハ[消化器外科][循環器内科]［神
内］

塩尻病院 医療法人雄久会 H1.11.20 399-0731
塩尻市大門６
番町4-36

0263-52-0145 40 40 福澤  敬 内外整皮リハ[胃腸内科]

桔梗ケ原病院
医療法人社団敬
仁会

H7.5.15 399-6461
塩尻市大字宗
賀1295

0263-54-0012 45 100 145 園原　和樹
内外眼小整リハ[脳神内][消化器外科][循
環器内科]耳婦精[呼吸器外科]泌

塩尻協立病院
社会医療法人中
信勤労者医療協
会

H11.3.5 399-0716
塩尻市大字桟
敷437

0263-53-5353 42 57 99 中野　博文 内小リハ[人工透析内科][循環器内科]

松本歯科大学病院
学校法人松本歯
科大学

S47.6.24 399-0704
塩尻市大字広
丘郷原1780

0263-52-3100 31 31 矢島　安朝
歯[矯歯][小歯][歯口]内[消化器内科]婦
[神内]耳鼻整

ミサトピア小倉病院
社会医療法人城
西医療財団

H13.2.8 399-8103
安曇野市三郷
小倉6086-2

0263-76-5500 200 200 桑村　智 精

10 809 205 340 0 0 1,354

病院名    開  設  者 許可年月日 郵便番号
病　　　　　床　　　　　数

住所 電話番号 管理者 診療科目
ヘリポート

の設置

(101)(50 (51) (101)(50) (51)

11 / 18 ﾍﾟｰｼﾞ



大北 R4.10.1現在

大町保健福祉事務所管内

一般 療養 精神 結核 感染症 計

市立大町総合病院 大町市 S29.7.1 398-0002
大町市大町
3130

0261-22-0415 147 48 4 199 藤本　圭作

内[呼吸器ｱﾚﾙｷﾞｰ科][循環器内科][消化
器内科][腎臓内科][血液内科][糖尿病内
分泌内科][漢方ﾘｭｳﾏﾁ科]小外整脳皮泌
[産婦]眼耳形[歯口][神内]

長野県厚生農業協同組
合連合会　北アルプス
医療センターあづみ病
院

長野県厚生農業
協同組合連合会

S25.4.20 399-8695
北安曇郡池田
町大字池田
3207-1

0261-62-3166 204 120 324 畑　幸彦

内外整耳皮リハ[産婦]小形眼精麻[脳神経
内科][消化器内科][循環器内科]放泌[歯
口][呼吸器内科][呼外][腎臓内科]［血液
内科］

2 351 48 120 0 4 523

病院名    開  設  者 許可年月日 郵便番号
病　　　　　床　　　　　数

住所 電話番号 管理者 診療科目
ヘリポート

の設置

12 / 18 ﾍﾟｰｼﾞ



長野 R4.10.1現在

長野保健福祉事務所管内

病院名 開  設  者 許可年月日 郵便番号 住所 電話番号 一般 療養 精神 結核
感染
症 計 管理者 診療科目

ヘリポート
の設置

長野県立信州医療セン
ター

地方独立行政法
人長野県立病院
機構

S23.6.1 382-0091
須坂市大字須
坂1332

026-245-1650 292 24 4 320 寺田　克

内小外整皮泌[産婦]眼耳リハ放麻精[脳神経
内科][脳神経外科]形[呼吸器外科]［血管外科］
[血管内科][感染症内科][呼吸器内科][消化器
内科][循環器内科][病理診断科][救急科]

信越病院 信濃町 S31.10.1 389-1305
上水内郡信濃
町大字柏原
380

026-255-3100 47 50 97 森　茂樹 内外リハ整眼脳小麻泌精

飯綱町立飯綱病院 飯綱町 H17.10.1 389-1211
上水内郡飯綱
町大字牟礼
2220

026-253-2248 110 51 161 伊藤　一人
内消循外小整形脳眼耳麻リウリハ歯[矯
歯]泌

医療法人財団大西会千
曲中央病院

医療法人財団大
西会

S47.3.21 387-8512
千曲市杭瀬下
58

026-273-1212 165 30 195 大西　禎彦 内呼消循外整リハ放脳リウ泌麻皮

医療法人公仁会轟病院 医療法人公仁会 S51.7.30 382-0076
須坂市大字須
坂1239

026-245-0126 39 60 99 長尾　玄
内外整皮[肛門外科]歯[歯口[矯歯][小歯]
リハ

特定医療法人新生病院
特定医療法人新
生病院

S60.2.22 381-0201
上高井郡小布
施町小布施
851番地の４

026-247-2033 96 59 155
石井　栄三
郎

内小外整リハ皮放［肛門外科］歯婦[歯口]
［消化器内科］［消化器外科］形泌［循環器
内科］脳[緩和ケア内科]

篠ノ井橋病院
医療法人篠ノ井
橋病院

H10.1.27 387-0001
千曲市雨宮
1636

026-272-0744 96 96 遊木  正俊 精神

稲荷山医療福祉セン
ター

社会福祉法人信
濃整肢療護園

S39.6.30 387-0022
千曲市大字野
高場1835-9

026-272-1435 80 80 伊藤　信彦 整小内リハ歯精[心内]

長野寿光会上山田病院
医療法人長野寿
光会

H23.1.28 389-0821
千曲市上山田
温泉三丁目34
番地3号

026-275-1581 120 120 240 吉本　敬一 内整歯リハ形婦皮［循環器内科］[神内]

9 949 370 96 24 4 1,443

13 / 18 ﾍﾟｰｼﾞ



北信 R4.10.1現在

北信保健福祉事務所管内

一般 療養 精神 結核 感染症 計

飯山赤十字病院
日本赤十字社長
野県支部

H5.11.9 389-2253
飯山市大字飯
山226-1

0269-62-4195 244 44 288 岩澤 幹直
内[心内]外整脳皮泌耳[産婦]小眼精形放
リハ呼麻[神外]循消救

長野県厚生農業協同組
合連合会
北信総合病院

長野県厚生農業
協同組合連合会

S20.5.1 383-8505
中野市西1-5-
63

0269-22-2151 337 38 40 4 419 荒井 裕国
内精[脳神内]小外整脳皮泌耳[産婦]眼リ
ハ放麻形美心[呼外][呼内][消内][循
内][病理診断科][腎内]内分泌[歯口]救

病院屋上

医療法人聖峰会
佐藤病院

医療法人聖峰会 S32.8.1 389-2102
中野市大字上
今井601

0269-38-3311 20 100 120 高橋　智子 内婦リハ[心内]

3 601 82 140 0 4 827

病院名    開  設  者 許可年月日 郵便番号 住所 電話番号
病　　　　　床　　　　　数

管理者 診療科目
ヘリポート

の設置

14 / 18 ﾍﾟｰｼﾞ



長野市 R4.10.1現在

長野市保健所管内

一般 療養 精神 結核 感染症 計

独立行政法人国立病院
機構　東長野病院

独立行政法人国
立病院機構

S14.2.9 381-0085
長野市上野2-
477

026-296-1111 213 213 土屋　拓司 内呼消循ア小外整耳リハ放

長野県立総合リハビリ
テーションセンター

長野県 S49.11.1 381-8577
長野市大字下
駒沢字横町
618-1

026-296-3953 80 80 清野　良文 内[脳神経内科]整泌リハ麻

長野市民病院
地方独立行政法
人　長野市民病
院

H3.3.30 381-0006
長野市大字富
竹1333-1

026-295-1199 400 400 池田　宇一

内[呼吸器内科][消化器内科][肝臓内
科][循環器内科][腎臓内科][神内][内分
泌・代謝内科][緩和ケア内科]外[肝臓・胆
のう・膵臓外科][呼外][消化器外科]脳[乳
腺外科]整[リウ]形小皮泌婦眼耳リハ[放
診][放治][病理診断科]救歯[歯口]麻[血液
内科]心[頭頸部外科]

敷地内

長野赤十字病院 日本赤十字社 S56.11.17 380-8582
長野市若里五
丁目22-1

026-226-4131 635 45 680 和田　秀一

内[血液内科][呼吸器内科][感染症内
科][腎臓内科][消化器内科][循環器内
科][神内][糖尿病・分泌内科]外[呼外][消
化器外科][乳腺・内分泌外科]心脳小[産
婦][耳鼻咽喉科・頭頸部外科]形眼整リハ
リウ皮泌精[小外][歯口][放診][放治]麻救
[病理診断科]臨ア[肝胆膵外科][婦人腫瘍
科]

敷地内

長野県厚生農業協同組
合連合会長野松代総合
病院

長野県厚生農業
協同組合連合会

S27.10.8 381-1231
長野市松代町
松代183

026-278-2031 361 4 365 滝澤　勉
内[心内]精[神内][呼吸器内科][消化器内
科][循環器内科]アリウ小外整形脳[呼外]
皮泌[産婦]眼耳リハ放麻[歯口]心

病院屋上

長野県厚生農業協同組
合連合会南長野医療セ
ンター篠ノ井総合病院

長野県厚生農業
協同組合連合会

S41.1.31 388-8004
長野市篠ノ井
会666-1

026-292-2261 433 433 宮下　俊彦

内[心内]精リウ小外整形脳[腎臓内科][糖
尿病・内分泌・代謝内科][呼吸器内科][消
化器内科][循環器内科][消化器外科][肛
門外科]臨[呼外]心皮泌[産婦]眼[耳鼻咽
喉科]リハ放麻救[歯口][病理診断科]

病院屋上

長野県厚生農業協同組
合連合会長野松代総合
病院附属若穂病院

長野県厚生農業
協同組合連合会

H19.2.28 381-0101
長野市若穂綿
内7615-1

026-282-7111 120 120 熊木　俊成 内[神内]小外整脳皮泌リハ[心内]精

医療法人慈恵会　吉田
病院

医療法人慈恵会 S30.5.17 381-0043
長野市吉田2-
1-26

026-241-5952 24 24 花岡　立也 [産婦]麻

医療法人公生会　竹重
病院

医療法人公生会 S35.8.15 380-0815
長野市田町
2099

026-234-1281 72 72 竹重　王仁 内呼胃循小外整[皮泌][リハ]放

医療法人鶴賀会　鶴賀
病院

医療法人鶴賀会 S43.10.11 380-0901
長野市鶴賀居
町1750

026-243-7600 373 373 轟　純一 内[神経精神科]神

医療法人博和会　上松
病院

医療法人博和会 S56.2.1 380-0802
長野市上松5-
3-10

026-241-1628 160 160 竹内　博人 内[心内]精神

病　　　　　床　　　　　数
管理者 診療科目

ヘリポート
の設置

電話番号病院名    開  設  者 許可年月日 郵便番号 住所
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長野市 R4.10.1現在

長野市保健所管内

一般 療養 精神 結核 感染症 計

病　　　　　床　　　　　数
管理者 診療科目

ヘリポート
の設置

電話番号病院名    開  設  者 許可年月日 郵便番号 住所

田中病院 医療法人信愛会 S58.4.1 381-0037
長野市西和田
1-29-8

026-243-1263 43 43 田中　昌彦 内胃小外[こう]

医療法人社団温心会
東和田病院

医療法人(社団)
温心会

S62.5.12 381-0038
長野市東和田
723

026-243-4895 29 120 149 鈴木　陽一 内精神

医療法人健成会　小林
脳神経外科病院

医療法人健成会 H2.3.31 380-0803
長野市三輪1-
5-21

026-241-6221 50 50 小林　聡 脳麻リハ

小島病院 医療法人平成会 H28.6.27 380-0928
長野市若里五
丁目8-6

026-217-3861 77 77 石田　任之
内消ア外麻婦[ペインクリニック内科][ペイ
ンクリニック外科]

医療法人愛和会　愛和
病院

医療法人愛和会 H7.7.4 380-0904
長野市大字鶴
賀1044-2

026-226-3863 64 64 山田　祐司 内[緩和ケア内科][神内]歯

東口病院
医療法人(社団)
ひよし会

H9.11.1 380-0921
長野市大字栗
田1618番地１

026-227-0700 47 47 宗像　康博 消外[こう]麻

小林病院 医療法人淳和会 H1.2.1 380-0823
長野市南千歳
1-14-2

026-226-7880 37 37 小林　淳生 胃外[こう]

北野病院
医療法人北野病
院

H11.3.30 380-0803
長野市三輪3-
6-10

026-241-0631 35 35 北野　敬造
内[循環器内科][人工透析内科]小外[消化
器内科・内視鏡内科]

山田記念 朝日病院
医療法人ハイネ
スライフ

H21.5.20 381-0016
長野市大字南
堀135-1

026-244-6411 48 48 山田　康裕
外[内視鏡外科][消化器外科]整脳リハ内
[内科(糖尿病･代謝)][こう門外科]放眼婦

長野医療生活協同組合
長野中央病院

長野医療生活協
同組合

S53.9.1 380-0814
長野市西鶴賀
町1570

026-234-3211 322 322 番場　誉

内[呼吸器内科][消化器内科][循環器内
科][糖尿病内分泌内科][腎臓内科][透析
内科]小婦外[乳腺外科][肛門外科]整心皮
眼リハ麻リウ放救[呼吸器外科]耳[脳神経
外科]〔消化器外科〕

ナカジマ外科病院 医療法人悠紀会 R2.9.1 381-2247
長野市青木島
1-23-3

026-284-8585 0 48 48 中島　紀夫 胃外[呼外][こう]気放

栗田病院
公益財団法人倉
石地域振興財団

R2.12.24 380-0921
長野市大字栗
田695

026-226-1311 84 643 727 倉石　和明
内[心内]精[呼吸器内科][循環器内科][消
化器内科]歯[小歯][老年精神科][児童思
春期精神科]

長野県厚生農業協同組
合連合会南長野医療セ
ンター新町病院

長野県厚生農業
協同組合連合会

S36.9.27 381-2404
長野市信州新
町上条137

026-262-3111 100 40 140 本郷　実
内[心内]精小外整皮泌婦眼耳リハ[脳神経
内科]

朝日ながの病院
医療法人ハイネ
スライフ

H25.3.27 380-0803
長野市三輪1-
2-43

026-215-8081 161 161 竹前　紀樹 内泌婦リハ[内視鏡内科]

25
2,927 596 1,341 0 4 4,868

(304) (302)(304) (302)(302)
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松本市 R4.10.1現在

松本保健福祉事務所管内

一般 療養 精神 結核 感染症 計

独立行政法人国立病院
機構まつもと医療セン
ター

独立行政法人国
立病院機構まつ
もと医療センター

S45.4.10 399-0032
松本市村井町
南2丁目20番
30号

0263-58-4567 437 21 458
小池　祥一
郎

内［呼吸器内科］［消化器内科］［循環器内
科］小外整形脳皮泌婦眼耳放麻リハ歯［血
液内科］救[脳神内][病理診断科][呼外]
［糖尿病・内分泌内科］[腎臓内科][心臓血
管外科]

信州大学医学部附属病
院

国立大学法人信
州大学

S20.6.1 390-0802
松本市旭3-1-
1

0263-35-4600 677 40 717
川眞田　樹
人

内[血液内科][腎臓内科][脳神経内科]
[糖尿病･内分泌内科]精[小児・新生児科][消化
器外科][移植外科][乳腺･内分泌外科]整形脳
皮泌[産婦]眼放[歯口][頭頚部・耳鼻咽喉科]麻
心[呼吸器内科][感染症内科][アレルギー内科]
[循環器内科][消化器内科][小外][呼外]リハ救
リウ[児童精神科][腫瘍内科][緩和ケア内科]

病院屋上

松本市立病院 松本市 H22.3.31 390-1401
松本市波田
4417-180

0263-92-3027 193 6 199 中村　雅彦

内外産婦小整耳皮泌放眼麻脳リハ形[消
化器内科][循環器内科][消化器外科][肛
門外科][人工透析内科][[乳腺外科][糖尿
病内科][内分泌内科][呼吸器内科][ペイン
クリニック整形外科]［救急科（救急総合診
療）］[歯口]

城西病院
社会医療法人城
西医療財団

S26.4.1 390-0875
松本市城西1-
5-16

0263-33-6400 99 30 70 199 高　昌星
内精小[神内]皮外リハア[心内]耳[循環器
内科][呼吸器内科][消化器内科]婦歯[歯
口]整

藤森病院
医療法人藤森医
療財団

S26.11.20 390-0811
松本市中央2-
9-8

0263-33-3672 69 69 西牧　敬二

内[消化器内科][循環器内科][肝臓内
科][腎臓内科][糖尿病内科][人工透析内
科][内視鏡内科]外整[消化器外科][乳腺
外科][血管外科]リハ麻放泌[形成外科]

医療法人和心会松南病
院

医療法人和心会 S35.12.23 390-0847
松本市笹部3-
13-29

0263-25-2303 39 200 239 宮坂　義男 内精神歯[心内][児童・思春期精神科]

医療法人芳州会村井病
院

医療法人芳州会 S41.2.10 399-0032
松本市村井町
西2-15-1

0263-58-2244 215 215 渡辺　啓一 内精

医療法人愛生会松岡病
院

医療法人愛生会 S46.10.26 399-0011
松本市寿北2-
6-2

0263-25-1093 128 128 松岡  孝一 内精

医療法人社団青雲会倉
田病院

医療法人社団青
雲会

S48.9.1 399-0011
松本市寿北8-
21-2

0263-58-2033 178 178 金子　稔 内精

社会医療法人財団慈泉
会相澤病院

社会医療法人財
団慈泉会

S50.10.1 390-0814
松本市本庄2-
5-1

0263-33-8600 456 4 460 田内　克典

内小外整形[産婦]脳麻泌リハ[歯口]眼耳精[小
外]リウ[脳神内]皮[呼吸器内科][消化器内
科][循環器内科][糖尿病内科][腎臓内科][内視
鏡内科][人工透析内科][疼痛緩和内科][呼吸
器外科][心臓血管外科][消化器外科][乳腺外
科][気管食道外科][放射線診断科][放射線治
療科][病理診断科][臨床検査科][救急科]［種
瘍精神科］

病院屋上

病　　　　　床　　　　　数
管理者 診療科目

ヘリポート
の設置

電話番号病院名    開  設  者 許可年月日 郵便番号 住所
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松本市 R4.10.1現在

松本保健福祉事務所管内

一般 療養 精神 結核 感染症 計

病　　　　　床　　　　　数
管理者 診療科目

ヘリポート
の設置

電話番号病院名    開  設  者 許可年月日 郵便番号 住所

松本協立病院
社会医療法人中
信勤労者医療協
会

S56.2.17 390-8505
松本市巾上9-
26

0263-35-5300 199 199 佐野　達夫
内小リハ[神内]外心歯[循環器内科][呼吸
器内科][消化器内科]放麻[肛門外科][心
臓血管外科]泌精

医療法人心泉会上條記
念病院

医療法人心泉会 S59.6.27 399-0032
松本市村井町
西2-16-1

0263-57-3800 34 59 93 上條  裕朗 婦放脳リハ内麻整精歯歯口[心内]

一之瀬脳神経外科病院 医療法人青樹会 H11.6.28 390-0852
松本市大字島
立2093

0263-48-3300 77 77 小林　辰也 脳リハ[神内]放［乳腺外科］麻[形成外科]

松本中川病院 医療法人道悠会 H19.3.15 399-0006
松本市野溝西
2-3-16

0263-28-5500 82 82 中川　道夫
内外脳眼リハ［糖尿病内科］整[脳神経内
科]

社会医療法人抱生会丸
の内病院

社会医療法人抱
生会

H19.7.25 390-0841
松本市渚１-７
-45

0263-28-3003 199 199 百瀬　敏充

内外整産婦リハ放麻リウ[小外][呼吸器内
科][消化器内科][循環器内科][緩和ケア
内科][消化器外科][肛門外科]小精形泌歯
歯外[膠原病内科]救脳[病理診断科]

社会医療法人財団慈泉
会　相澤東病院

社会医療法人財
団慈泉会

H25.3.18 390-0814
松本市本庄2-
11-16

0263-33-2500 54 54 宮田　和信
内リハ[消化器内科][神内]形[脳神経内
科]

16 2,576 128 835 21 6 3,566
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