船員法の規定により、船舶所有者は、行政官庁の指定する医師が船内労働に適することを証明した健康証明書を持たない者を船舶に乗組ま
せてはならないこととなっています。
このため、上記の健康証明をする医師として、指定された医師を、「船員の健康を証明する医療機関名簿」としてまとめましたので、お知らせしま
す。
【問い合せ先】
海事部 船員労働環境・海技資格課
TEL ０２５－２８５－９１５９

令和４年８月３日現在
医療機関名

新潟県

所在地

連絡先

ＴＥＬ
ＦＡＸ
【注意】各医療機関で診療時間等が異なりますので、必ず事前に電話確認のうえ、病院の指示に従って受診ください。

新潟県労働衛生医学協会 附属集団検診センター

新潟市中央区川岸町１－３９－５

０２５-２６７-１２００

０２５-２６７-１２０７

新潟万代病院

新潟市中央区八千代２－２－８

０２５-２４４-４７００

０２５-２４４-６６０３

新潟市西区寺地２８０－７

０２５-２３３-６１６１

０２５-２３３-６７４４

新潟臨港病院

新潟市東区桃山町１－１１４－３

０２５-２７４-５３３１

０２５-２７５-４８４１

岡田内科医院

新潟市東区北葉町１０－５

０２５-２７３-２７０８

０２５-２７１-３４６７

新潟県厚生農業協同組合連合会 せなみ温泉クリニック

村上市瀬波温泉２－４－１５

０２５４-５０-１９００

０２５４-５０-１９０１

新潟県厚生農業協同組合連合会 村上総合病院

村上市緑町５－８－１

０２５４-５３-２１４１

０２５４-５２-４３６２

安斎医院

村上市岩船上町１－１６

０２５４-５６-７４１５

０２５４-５６-７４６５

村上市勝木１３４０-１

０２５４-６０-５５５５

０２５４-６０-５５５６

新潟県厚生農業協同組合連合会 柏崎総合医療センター

柏崎市北半田２－１１－３

０２５７-２３-２１６５

０２５７-２１-５５２０

ふもとクリニック

上越市中央１－２３－２６

０２５-５４３-２１０３

０２５-５４３-２８７０

医療法人社団

上越市港町１－２７－１６

０２５５-４３-２６７５

０２５-５４３-５４７０

川端内科消化器科医院

上越市春日新田１丁目２０－１３

０２５-５４３-０００８

新潟県厚生農業協同組合連合会 糸魚川総合病院

糸魚川市大字竹ケ花４５７番地１

０２５-５５２-０２８０

０２５-５５２-３８１９

佐渡市立相川病院

佐渡市相川広間町7

０２５９-７４-３１２１

０２５９-７４-２６２５

南佐渡地域医療センター

佐渡市羽茂本郷２２

０２５９-８８-３１２１

０２５９-８８-２１５３

済生会新潟病院

休診中

医療法人徳洲会

山北徳洲会病院

笹川医院

令和４年８月３日現在
医療機関名
新潟県労働衛生医学協会附属

連絡先
ＴＥＬ

ＦＡＸ

佐渡市真野７０３－１

０２５９-５５-３１７５

０２５９-５５-４２１７

佐渡市立両津病院

佐渡市浜田１７７－１

０２５９-２３-５１１１

０２５９-２３-３０７０

医療法人社団

佐渡市両津湊３４３－４

０２５９-２７-２４８９

０２５９-２４-１０５２

長野県

佐渡検査センター

所在地

三國医院

【注意】各医療機関で診療時間等が異なりますので、必ず事前に電話確認のうえ、病院の指示に従って受診ください。

医療法人誠仁会 降旗医院

休診中

医療法人輝山会 輝山会記念病院

富山県

松本市神田１－１－８

０２６３-２５-３９８９

０２６３-２８-２９５２

長野県飯田市毛賀１７０７番地

０２６５-２６-６７１１

０２６５-２６-８８６７

【注意】各医療機関で診療時間等が異なりますので、必ず事前に電話確認のうえ、病院の指示に従って受診ください。

独立行政法人 地域医療機能推進機構 高岡ふしき病院

高岡市伏木古府元町８－５

０７６６-４４-１１８１

０７６６-４４-１２２１

金沢医科大学氷見市民病院 健康管理センター

氷見市鞍川１１３０

０７６６-７４-１９００

０７６６-７４-１９０1

射水市民病院

射水市朴木２０

０７６６-８２-８１００

０７６６-８２-８１０4

姫野病院

射水市放生津町１５－４

０７６６-８４-００５５

０７６６-８４-５５３５

滑川市加島町２０３

０７６-４７５-１１６０

０７６-４７５-９４３1

（独）労働者健康安全機構富山労災病院

魚津市六郎丸９９２

０７６５-２２-１２８０

０７６５-２２-５８５９

沢口胃腸科クリニック

魚津市火の宮町１－７

０７６５-２２-１７４８

０７６５-２２-１７４８

平井整形外科医院

魚津市末広町８－５

０７６５-２２-０８８８

０７６５-２２-０３２９

医療法人社団ホスピィー 浦田クリニック

魚津市本江１－２６

０７６５-２２-５０５３

０７６５-２２-５０５４

黒部市民病院

黒部市三日市１１０８－１

０７６５-５４-２２１１

０７６５-５４-２９６２

谷野岩瀬医院

富山市岩瀬大町３

０７６-４３７-９８１４

０７６-４３８-２８５３

医療法人社団アルペン会 アルペン室谷クリニック

富山市東岩瀬町２７５

０７６-４３７-９３３６

０７６-４３７-８０８８

一般財団法人北陸予防医学協会 健康管理センター

富山市西二俣２７７－３

０７６-４３６-１２３８

０７６-４３６-１２４０

一般財団法人北陸予防医学協会 とやま検診プラザ

富山市千代田町２－１

０７６-４７１-５７８９

０７６-４７１-５７７９

嶋田医院

下新川郡入善町高畠２６９

０７６５-７６-０１２１

０７６５-７６-０１２２

射水市海老江２３２

０７６６-８６-００１０

医療法人社団

医療法人社団

伊井外科医院

皆川医院

令和４年８月３日現在
医療機関名
石川県

所在地

連絡先
ＴＥＬ

ＦＡＸ

【注意】各医療機関で診療時間等が異なりますので、必ず事前に電話確認のうえ、病院の指示に従って受診ください。

社会医療法人財団

七尾市富岡町９４

０７６７-５２-３２１１

０７６７-５２-３２１８

医療法人社団 生生会円山病院

七尾市府中町６８－３

０７６７-５２-３４００

０７６７-５２-３４０１

公立 能登総合病院

七尾市藤橋町ア部６番地４

０７６７-５２-８７１６

０７６７-５２-８７７６

金沢市沖町ハの１５

０７６-２５１-１１１３

０７６-２５１-８７９４

財団法人 石川県予防医学協会

金沢市神野町東１１５番地

０７６-２４９-７２２２

０７６-２６９-４６６３

高松医院

金沢市蚊爪町イ１２５－５

０７６-２３８-２０１０

０７６-２３８-２０４９

加賀市大聖寺永町イ１７

０７６１-７３-３３１２

０７６１-７３-３４５８

国民健康保険 小松市民病院

小松市向本折町ホ６０

０７６１-２２-７１１１

０７６１-２１-７１５５

公立 羽咋病院

羽咋市羽咋町松崎２４

０７６７-２２-１２２０

０７６７-２２-５５９８

町立 富来病院

羽咋郡志賀町富来地頭町七１１０－１

０７６７-４２-１１２２

０７６７-４２-０１９７

羽咋郡志賀町富来領家町八の３０

０７６７-４２-１１５１

０７６７-４２-２４９３

羽咋郡志賀町富来地頭町８－１６８－２

０７６７-４２-２３００

０７６７-４２-０８０４

田中クリニック

珠洲市野々江町シ－７８－１

０７６８-８２-０５００

０７６８-８２-８６８６

珠洲市総合病院

珠洲市野々江町ユ部１－１

０７６８-８２-１１８１

０７６８-８２-８１１７

みちした内科クリニック

珠洲市飯田町１３部１１０番地１

０７６８-８２-０８７７

０７６８-８２-０２２７

升谷医院

鳳珠郡能登町字松波１０－９９－１

０７６８-７２-１１５１

０７６８-７２-１１６２

鳳珠郡能登町字宇出津タ９７

０７６８-６２-１３１１

０７６８-６２-３７６９

鳳珠郡能登町崎山３－２０３

０７６８-６２-８３００

０７６８-６２-８３００

医療法人社団 持木会 持木メディカルクリニック

鳳珠郡能登町字宇出津タ字６１－２

０７６８-６２-１２１０

０７６８-６２-４７４７

千間内科クリニック

鳳珠郡能登町字宇出津山分２字３２－２

０７６８-６２-１００１

０７６８-６２-１０１３

公立 穴水総合病院

鳳珠郡穴水町字川島タ８

０７６８-５２-０５１１

０７６８-５２-０３５６

市立輪島病院

輪島市山岸町は１－１

０７６８-２２-２２２２

０７６８-２３-０６３４

輪島市門前町道下７－６

０７６８-４３-１３２３

０７６８-４３-１３８３

瀬戸医院

輪島市門前町舘ニの１２

０７６８-４２-００２３

０７６８-４２-００４３

小木クリニック

鳳珠郡能登町字小木１５字２３番地３

０７６８-７４-１７１１

０７６８-７４-１７１２

独立行政法人

董仙会

地域医療機能推進機構

金沢病院

休診中

医療法人社団慈豊会

医療法人平成会
医療法人社団

ひめき会

美能里会

医療法人社団

久藤総合病院

向クリニック

公立 宇出津総合病院

医療法人

恵寿総合病院

青雲会

ひよりクリニック

休診中

はしもとクリニック

大和医院

