
長野市

愛和病院 鶴賀1044-2 026-226-3863 上田市立産婦人科病院 緑が丘1-27-32 0268-22-1573

朝日ながの病院 三輪1-2-43 026-215-8081 上田腎臓クリニック 住吉322 0268-27-2737

板倉レディースクリニック 稲里町中央1-12-12 026-291-0707 上田原レディース＆マタニティークリニック 上田原455-1 0268-26-3511

南長野医療センター 篠ノ井総合病院 篠ノ井会666-1 026-292-2261 上田病院 中央1-3-3 0268-22-3580

小島病院 若里5-8-6 026-217-3861 信州上田医療センター 緑が丘1-27-21 0268-22-1890

清水産婦人科医院 川中島町原908-1 026-219-3838 つかはらクリニック 塩川1358-1 0268-75-5544

南長野医療センター 新町病院 信州新町上条137 026-262-3111 角田産婦人科内科医院 上田1210-3 0268-27-7760 

高木クリニック 緑町1596 026-234-3239 丸子中央病院 中丸子1771-1 0268-42-1113

滝澤医院 若穂綿内8818 026-282-2160 三浦産婦人科 中央3-16-10 0268-22-0350

中澤ウィメンズライフクリニック 若里6-3-6 026-228-8155

中澤産婦人科 権堂町2291 026-234-0788 いまいレディースクリニック 岩村田2015-1 0267-66-7050

長野中央病院 西鶴賀町1570 026-234-3211 川西赤十字病院 望月318 0267-53-3011

長野松代総合病院 松代町松代183 026-278-2031 くろさわ病院　保健医学センター 中込1-17-8 0267-64-1741

林産婦人科医院 吉田2-3-27 026-241-5855 斎藤産婦人科医院 中込1985-1 0267-62-0823

船崎整形外科産婦人科医院 中御所4-16-8 026-228-5525 佐久市立国保浅間総合病院 岩村田1862-1 0267-67-2295

丸山産婦人科医院 南千歳町982 026-226-4484 佐久平エンゼルクリニック 長土呂1210-1 0267-67-5816

吉澤産婦人科医院 七瀬中町96 026-226-8475

吉田病院 吉田2-1-26 026-241-5952 浅間南麓こもろ医療センター 相生町3-3-21 0267-22-1070

長野県健康づくり事業団 長野健康センター 稲里町田牧206-1 026-286-6409 花岡レディースクリニック 市町5-4-16 0267-23-4103

須坂市

島田医院 馬場町1161 026-245-5368 東御市民病院　健康管理科 鞍掛198 0268-62-1763

長野県立信州医療センター　健康管理センター 大字須坂1332 026-246-5544

中野市 御代田中央記念病院 御代田町大字御代田4107-40 0267-32-4711

北信総合病院 西1-5-63 0269-22-4838 軽井沢町国民健康保険軽井沢病院 軽井沢町大字長倉2375-1 0267-45-5111

すずきレディスクリニック 大字岩船352-1 0269-24-7887

保倉産婦人科医院 小田中210-2 0269-22-5000

飯山市 飯田病院 大通1-15 0265-22-5150

飯山赤十字病院 大字飯山226-1 0269-62-4195 飯田市立病院 八幡町438 0265-21-1255

みゆき会クリニック　健診センター 大字下木島9 0120-801-030 輝山会記念病院　総合健診センター 毛賀1707 0265-26-6711

千曲市 健和会病院　健康管理課 鼎中平1936 0265-23-3153

中島産婦人科小児科 上山田温泉1-1-2 026-275-0111 西澤病院 本町4-5 0265-24-3800

上高井郡 羽場医院 駄科536-3 0265-28-5151

特定医療法人新生病院　健康管理ｾﾝﾀｰ 小布施町大字小布施851 026-247-2033 平岩ウィメンズクリニック 川路4938 0265-27-2067

上水内郡

飯綱町立飯綱病院 飯綱町大字牟礼2220 026-253-2248 酒井医院 富県7446-1 0265-72-4835

仁愛病院 西町4906 0265-78-3333

長野県健康づくり事業団伊那健康センター 荒井4347-1 0265-78-9700

相澤健康センター 本庄2-5-1 0263-34-6360 菜の花マタニティクリニック 日影380-1 0265-76-7087

上條記念病院 村井町西2-16-1 0263-57-3800 百瀬医院 荒井3502 0265-72-2016

上條産婦人科医院 城東1-6-3 0263-32-0441 古田産婦人科医院 中央4635-2 0265-78-8088

北原レディースクリニック 島立1081-1 0263-48-3186

小金平産婦人科皮膚科医院 野溝西1-9-39 0263-25-1128 岡谷市民病院　健診センター 本町4-11-33 026６-23-8050

小谷ウィメンズクリニック 大手2-3-20 0263-39-1122 野村ウィメンズクリニック 中央町3-1-36 0266-24-1103

南天診療所 筑摩3-15-31 0263-29-1515

ほりうちレディースクリニック 筑摩1-16-3 0263-87-6316 桔梗ヶ原病院　健診センター 宗賀1295 026３-54-0055

松本市立病院　健康管理室 波田4417-180 0263-92-7106 松本歯科大学病院 健診センター 広丘郷原1780 026３-51-2365

丸の内病院　健診センター 渚1-7-45 0263-28-0055 ひろおかさくらレディースウィメンズクリニック 広丘吉田3191 0263-85-0204

ゆり産婦人科医院 寿南1-23-4 0263-85-0555

横西産婦人科 島立2992-1 0263-31-5760 諏訪中央病院 玉川4300 026６-72-1000

吉野産婦人科医院 女鳥羽1-7-6 0263-32-2965 平岡産婦人科 ちの2543-9 026６-72-6133

わかばレディス＆マタニティクリニック 浅間温泉1-24-5 0263-45-0103 平出クリニック内科・産婦人科 ちの628-1 0266-72-1661

あおぞら産婦人科 豊科高家4915 0263-71-4915 青木産婦人科医院 大手1-18-5 026６-５２-０６４９

安曇野赤十字病院　健康管理課センター 豊科5685 0263-72-8517 あおぞらレディス＆マタニティクリニック 中洲5764-1 026６-54-4103

あづみ野レディースクリニック 豊科4198-3 0263-71-2666 諏訪赤十字病院　健診センター 湖岸通り5-11-50 026６-57-6042

白木医院 三郷明盛1610-1 0263-77-2134 富士見高原病院 富士見町落合11100 026６-62-3030

穂高病院　健康管理部 穂高4634 0263-81-1011

駒ヶ根高原レディスクリニック 赤穂759-195 ０２６５-82-1010

菊地クリニック 常盤3512-16 0261-21-2580 昭和伊南総合病院 赤穂3230 ０２６５-82-2121

市立大町総合病院　健診センター 大町3130 0261-85-2234

諏訪マタニティークリニック 下諏訪町矢木112-13 ０２６６-28-6100

北アルプス医療センターあづみ病院 池田町大字池田3207-1 0261-62-3166

町立辰野病院 辰野町大字辰野1445-5 ０２６６-41-0238

ほたるの里健診センター 辰野町辰野1477-6 0120-371-787

下伊那厚生病院 高森町吉田481-13 ０２６５-35-7511

高森レディスクリニック 高森町山吹435-5 ０２６５-48-8255

下伊那赤十字病院 松川町元大島3159-1 0265-36-2255

長野県立阿南病院 阿南町北条2009-１ 0260-22-2121

長野県立木曽病院 木曽町福島6613-4 ０２６４-２２-２７０３
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【無料クーポン券】とは　
女性特有のがん推進事業として、一定の年齢に達した女性に対し配布される子宮がん及び乳がん検診が無料になる券
検診を受けられる年齢や曜日が様々ですので、お住まいの市町村のHPなどで確認をしてからの受診をお勧めします
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