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通番 名称 主診療科 医師 医師 診療科目 郵便番号 住所 TEL FAX URL

1 やさく医院 外科 矢作　祐一
内科　外科　胃腸内科
肛門外科

990-2339 山形市成沢西5-6-22 023-688-1771 023-688-1775 http://yasaku-iin.jp/

2 鈴木外科胃腸科医院 外科 鈴木　清夫
外科　胃腸内科　内科
整形外科　肛門外科

990-0042 山形市七日町4-4-7 023-623-1966 023-624-7668

3 前田クリニック 内科 前田　龍明 内科　外科　リハビリテーション科 990-2494 山形市末広町15-8 ０23-622-1114 023-622-3222

4 医療法人　鈴木クリニック 外科 鈴木　康紀 外科　内科　胃腸科　肛門科 990-0813 山形市桧町4-6-16 023-681-8011 023-681-8011

5 医療法人社団　笠原整形外科 整形外科 笠原　慎逸 笠原　信男 整形外科 990-2482 山形市久保田1-8-21 023-645-1567 023-645-1560 http://www.kztklv.com

6 介護老人保健施設　フローラさいせい 内科 折田　博之 内科 990-0021 山形市小白川町2-3-1 023-641-0848 023-641-0230

7 ねもとクリニック 内科 根本　元
内科　外科　循環器内科
心臓血管外科

990-0021 山形市小白川町4-8-13 023-628-5656 023-624-2363

8 べにばな内科クリニック 内科 齋藤　博 内科 990-2339 山形市成沢西4-11-32 023-688-3511 023-688-3577 http://www.benibana-clinic.com

9 吉村医院 外科 吉村　信幸
肛門外科　胃腸内科　内科
外科

990-0032 山形市小姓町1-34 023-626-3701 023-625-4928

10 つげ医院 外科 柘植　とおる 内科　胃腸科　外科　肛門科 990-0032 山形市香澄町1-11-15 ０23-631-1131 023-632-1135 http://www.myclinic.ne.jp/brahms_4/

11 武田内科胃腸科医院 内科 武田　義雄 武田　由美子 内科 990-0062 山形市鈴川町3-15-61 023-628-0508 023-628-0507 http://www31.ocn.ne.jp./~ytgan/index.html

12 佐藤清医院 脳神経外科 佐藤　清
脳神経外科　内科　神経内科
循環器科

990-0061 山形市五十鈴1-6-56 023-626-7275 023-631-8241

13 深瀬内科医院 内科 深瀬　憲雄 内科　循環器内科　胃腸科内科 990-0075 山形市落合町195-3 023-631-7010 023-631-7011

14 さとうウィメンズクリニック 産婦人科 佐藤　聡 産婦人科 994-0081 天童市南小畑4-1-1 023-652-1117 023-652-1118 http://www.satowomens.com/

15 杉山内科クリニック 内科 杉山　和彦
内科　糖尿病内科　内分泌代謝内
科

990-0885 山形市嶋北1-14-3 023-682-1277 023-682-1278 http://clinic-sugiyama.jp

16 菅原内科胃腸科医院 内科 菅原　一彦 内科　消化器内科 994-0061 天童市東長岡2-1-1 023-655-4180 023-679-4775

17 医療法人　大原医院 内科 大原　昇 大原　香子 皮膚科　内科　消化器科 991-0003 寒河江市大字西根字下堰509 0237-86-8600 0237-86-8614

18 緑町関口クリニック 脳神経外科 関口　賢太郎 脳神経外科　神経内科　内科 990-0041 山形市緑町1-7-16 023-633-0030 023-633-0031

19 ゆうき整形外科 整形外科 結城　正明 整形外科　リハビリテーション科 990-2413 山形市南原町1-25-20 023-634-5111 023-634-9666

20 中正堂　髙橋医院 内科 髙橋　禮介 髙橋　ひとみ 内科　循環器科　眼科 991-0505 寒河江市大字白岩220 0237-87-1001 0237-87-2001

21 大泉胃腸科内科クリニック 内科 大泉　晴史 胃腸科　内科 990-0832 山形市城西町5-21-15 023-643-9021 023-644-8475

22 医療法人橘会　橘医院 内科 橘　英忠
内科　循環器内科　消化器内科
呼吸器内科　小児科

990-0831 山形市西田4-9-16 023-645-4265 023-645-4266 http://www.med-tachibana.or.jp

23 あかねヶ丘整形外科医院 整形外科 佐藤　浩 整形外科 990-2481 山形市あかねヶ丘2-10-3 023-645-7380 023-645-7381

24 医療法人　板坂胃腸科内科クリニック 内科 板坂　哲 内科　胃腸科 990-0861 山形市江俣4-6-23 023-682-2121 023-682-2122

25 医療法人　土田内科医院 内科 土田　秀一 内科　循環器科 991-0053 寒河江市元町2-4-3 0237-86-8282 0237-86-8281

26 陵南さとう整形外科 整形外科 佐藤　政悦 整形外科　リハビリテーション科 991-0000 寒河江市内ノ袋1-9-6 0237-85-5511 0237-85-5512

27 さとこ女性クリニック 産婦人科 井上　聡子 婦人科　内科 990-0061 山形市五十鈴1-2-17 023-615-3105 023-615-3123 http://www.satoko-clinic.info

28 やまかわ整形外科 整形外科 山川　正紀
整形外科　リハビリテーション科
麻酔科

990-0881 山形市瀬波1-6-10 023-682-3323 023-682-3324
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29 いがらし内科循環器科クリニック 内科 五十嵐　秀 内科　循環器内科 990-0051 山形市銅町2-24-5 023-615-6050 023-615-6055

30 髙橋クリニック 外科 髙橋　眞二 外科　内科　胃腸科　リウマチ科 990-2483 山形市上町3-6-41 023-644-8601 023-644-8606

31 佐藤整形外科クリニック 整形外科 佐藤　信彦 整形外科 990-2402 山形市小立3-13-25 023-626-5000 023-623-3412

32 こまつ整形外科クリニック 整形外科 小松　芳之
整形外科　リウマチ科
リハビリテーション科

990-2463 山形市富の中4-4-21 023-647-3882 023-647-3884

33 医療法人社団悠愛会　大島医院 内科 大島　扶美
安達　真人　　五十嵐　仁子
塩見　朗

内科　神経内科　整形外科
放射線科　リハビリテーション科

990-2321 山形市桜田4-1-14 023-641-6419 023-641-5203

34 新田クリニック 整形外科 新田　長生
整形外科　リハビリテーション科　歯
科

999-3124 上山市金生1-15-10 023-672-8001 023-672-8020 http://kenseikai-nitta.jp/

35 おかべクリニック 内科 岡部　健二 内科　外科　肛門科　消化器科 990-2363 山形市長谷堂4464 023-688-8733 023-688-8736

36 西條クリニック 整形外科 西條　進
内科　外科　リハビリテーション科
肛門科

990-0025 山形市あこや町3-12-15 023-642-3332 023-642-3343

37 柴田内科循環器科クリニック 内科 柴田　健彦 内科　循環器科　呼吸器内科 999-3717 東根市一本木2-4-25 0237-42-3917 0237-42-3919

38 川越医院 産婦人科 川越　淳
川越　慎之助
神村　裕子

産婦人科　内科　小児科 990-0046 山形市大手町9-25 023-641-6467 023-642-6350

39 安達クリニック 内科 安達　和仁 内科　胃腸科　外科 999-3722 東根市大字泉郷625-1 0237-44-3777 0237-44-3888

40 大畠整形外科医院 整形外科 大畠　信 整形外科 990-0062 山形市鈴川町3-15-64 023-635-3900 023-635-3901

41 島﨑クリニック 内科 島﨑　朋司 内科　循環器科　皮膚科　外科 990-0832 山形市城西町5-3-5 023-645-6162 023-645-6165 http://www.h5.dion.ne.jp/~ndana/

42 白壁内科クリニック 内科 白壁　昌憲 内科　循環器内科 990-0864 山形市陣場1-9-21 023-682-8811 023-681-6766

43 熊坂整形外科医院 整形外科 熊坂　庸恵 整形外科 991-0034 寒河江市栄町7-11 0237-86-3101 0237-86-3108

44 吾妻クリニック 外科 吾妻　正章 吾妻　信夫 外科　内科　小児科 999-4111 大石田町大字大石田甲93-4 0237-35-2021 0237-35-2028

45
医療法人社団　芳優会
芳賀胃腸科内科クリニック

内科 芳賀　陽一 消化器科　胃腸科　内科 990-0025 山形市あこや町2-15-1 023-624-8686 023-624-3339 http://haga-ichouka.com/index.html

46
医療法人社団　孝幸会
橋本こどもクリニック

小児科 橋本　基也 小児科 990-0881 山形市瀬波1-1-36 023-681-4800 023-681-4802 http://www15.plala.or.jp/hashimoto-kodomo/

47 レディースクリニック高山 産婦人科 髙山　和人 産婦人科　婦人科 990-0885 山形市嶋北1-14-13 023-674-0815 023-674-0814

48 中島眼科医院 眼科 中島　久雄 眼科 990-0833 山形市春日町8-30 023-643-5515 023-643-5515

49 城南胃腸科内科医院 内科 吉福　宏実 胃腸科　内科 990-2495 山形市若葉町5-13 023-641-4617 023-641-5766

50 門間医院 内科 門間　正幸 内科 990-0881 山形市瀬波3-5-20 023-681-8741 023-681-2683

51
医療法人社団 みやま会
奥山内科胃腸科クリニック

内科 奥山　芳見 内科　胃腸科　消化器科 990-2462 山形市深町3-1-20 023-646-3223 023-646-1118

52 医療法人延世会　金村医院 内科 金村　應文
内科　循環器内科　呼吸器内科
アレルギー科　小児科

999-3785 東根市本丸西4-1-24 0237-48-6110 0237-48-6111 http://www.kanemuraiin.jp/

53 田村内科・消化器科クリニック 内科 田村　真明 内科　消化器内科 991-0013 寒河江市高田1-10-10 0237-85-8700 0237-85-8701 http://www.myclinic.ne.jp/tamuraclinic/pc/

54 セントラルクリニック 産婦人科 村山　一彦 内科　婦人科　小児科 990-2451 山形市吉原3-10-17 023-647-3837 023-647-3857 http://www.central-clinic.jp

55 平野医院 泌尿器科 平野　順治 泌尿器科 991-0045 寒河江市小沼町69-1 0237-84-5500 0237-84-5522

56 服部内科胃腸科医院 内科 服部　好伸 内科　胃腸科 990-0401 中山町大字長崎4170-1 023-662-2272 023-662-2446

57 竹本眼科医院 眼科 竹本　勇 眼科 990-2483 山形市上町4-7-29 023-645-1260 023-645-1261
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58 佐々木医院 内科 佐々木　久 佐々木　五月 内科　皮膚科 990-0824 山形市肴町3-34 023-643-4703 023-643-4703

59 医療法人　城西医院 内科 沼澤　和典
内科　循環器内科　呼吸器内科
消化器内科

990-0833 山形市春日町13-27 023-644-0276 023-644-0272 http://www.shironishi-iin.jp

60 医療法人社団　設楽整形外科 整形外科 設楽　正彰 整形外科　リハビリテーション科 990-0813 山形市桧町2-6-27 023-681-1123 023-681-1065 http://shitara-seikeigeka.com/

61 かわしま内科循環器科クリニック 内科 川島　祐彦 内科　循環器内科　呼吸器内科 990-0832 山形市城西町5-29-22 023-646-7220 023-646-7221

62
医療法人社団 泰道会
佐藤眼科医院

眼科 佐藤　泰司 眼科 990-2493 山形市美畑町11-11 023-622-3711 023-622-3712 http://www11.plala.or.jp/TAIDOKAI/

63 医療法人　たかはし元気クリニック 整形外科 髙橋　徹
整形外科　リウマチ科
リハビリテーション科

990-0409 中山町大字小塩1284-5 023-663-3575 023-663-3576

64 平野クリニック 泌尿器科 平野　和彦 泌尿器科 994-0013 天童市老野森1-15-8 023-653-1488 023-653-1489

65 医療法人　髙橋外科内科医院 外科 髙橋　浩 外科　内科　泌尿器科　皮膚科 990-2231 山形市大字大森1075-2 023-686-2055 023-686-2055

66 医療法人社団　大道寺内科医院 内科 大道寺　七兵衛 内科　循環器内科 990-2483 山形市上町3-11-4 023-644-7555 023-644-7355

67 池澤内科クリニック 内科 池澤　嘉弘 内科 990-2412 山形市松山1-1-105 023-626-6266 023-626-6267

68 医療法人社団　高橋胃腸科内科医院 内科 高橋　邦之 胃腸科　内科 990-0845 山形市飯塚町字中道北448-3 023-643-5575 023-645-2198

69 大沼産婦人科医院 産婦人科 大沼　靖彦 産婦人科 990-0031 山形市十日町1-3-26 023-622-0243 023-622-0213 http://homepage2.nifty.com/ohnuma-lc/

70 いそだ医院 外科 磯田　昇
外科　内科　循環器科　肛門科
リハビリテーション科

990-2161 山形市漆山2573-1 023-682-1522 023-682-1523

71 大竹内科呼吸器科医院 内科 大竹　和久 内科　呼吸器内科 994-0013 天童市老野森1-5-1 023-651-3911 023-653-3913

72 宮川整形外科クリニック 整形外科 宮川　修一 整形外科　リハビリテーション科 990-0057 山形市宮町2-1-34 023-623-6110 023-623-6156

73 羽根田産婦人科クリニック 産婦人科 羽根田　敦 産婦人科 990-2414 山形市寿町19-1 023-622-3507 023-622-3604

74 矢口泌尿器科内科クリニック 泌尿器科 矢口　博理 泌尿器科　内科 999-3512 河北町谷地中央1-3-7 0237-73-3111 0237-73-2620

75 折居内科医院 内科 折居　和夫
内科　神経内科　リハビリテーション
科

991-0000 寒河江市落衣前2-1 0237-86-0330 0237-86-0733 http://www.snma.or.jp/~orii/

76 二瓶内科クリニック 内科 二瓶　邦信 内科　神経内科 990-0057 山形市宮町1-5-23 023-626-3020 023-626-3021

77 まつだクリニック 内科 松田　綵子 内科　循環器科 990-0813 山形市桧町2-11-15 023-682-3136 023-682-3137

78 やまのべ藤田クリニック 脳神経外科 藤田　登志也
内科　脳神経外科　整形外科
リハビリテーション科　アレルギー科

990-0323 山辺町大字大塚823-1 023-665-7003 023-665-7004

79 早坂内科循環器科医院 内科 早坂　真喜雄 内科　循環器内科 990-2481 山形市あかねヶ丘2-10-2 023-645-2223 023-645-2223

80 金井たかはし眼科 眼科 高橋　義徳 眼科 990-0881 山形市瀬波1-6-15 023-681-0090 023-681-0631 http://www.kanai-takahashi-ganka.jp

81 土田小児科医院 小児科 土田　秀二 小児科 990-0811 山形市長町2-3-6 023-684-8077 023-666-8664

82 鈴木眼科 眼科 鈴木　一作 眼科 991-0021 寒河江市中央1-13-35 0237-86-6900 0237-86-0851 http://www.snma.or.jp/~suzukiganka/

83 医療法人　豊岡整形外科 整形外科 豊岡　聡 整形外科 991-0021 寒河江市中央1-13-31 0237-86-4331 0237-86-4332

84 ひでたま胃腸科眼科クリニック 内科 三橋　秀輝 三橋　玉絵 消化器内科　眼科 990-0301 山辺町山辺6139-6 023-665-8876 023-665-8875

85 尾花沢市中央診療所 外科 加納　久雄 外科 999-4224 尾花沢市新町3-2-20 0237-23-2010 0237-23-2015

86 中村医院 内科 中村　東一郎 内科　消化器内科 990-2481 山形市あかねヶ丘1-1-1 023-646-5161 023-647-7170

http://www.shironishi-iin.jp/
http://shitara-seikeigeka.com/
http://www11.plala.or.jp/TAIDOKAI/
http://homepage2.nifty.com/ohnuma-lc/
http://www.snma.or.jp/~orii/
http://www.kanai-takahashi-ganka.jp/
http://www.snma.or.jp/~suzukiganka/
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87 工藤内科医院 内科 工藤　幸晴 内科　呼吸器科　循環器科 999-3522 河北町大字溝延字西浦12-1 0237-72-7221 0237-72-7226

88
医療法人社団悠愛会
クリニックメルヘン

内科 八木　忍
内科　神経内科　整形外科
リハビリテーション科

990-0031 山辺町大字大寺字竹ノ花1152番地 023-667-0088 023-667-0087

89
医療法人社団　功成会
小関内科胃腸科医院

内科 小関　一彦 内科　胃腸科 991-0031 寒河江市本町2－5－20 0237-86-5550 0237-86-8684

90
医療法人　五和会
神村内科医院

内科 神村　匡 内科 994-0000 天童市鍬ノ町22－2 023-654-0300 023-654-8290

91 さがえ整形外科クリニック 整形外科 寒河江　正明 整形外科　リハビリテーション科 990-0025 山形市あこや町2-2-23 023-631-8336 023-631-8331

92 井川整形外科クリニック 整形外科 井川　譲 整形外科　リハビリテーション科 999-3720 東根市さくらんぼ駅前2-17-23 0237-42-4777 0237-42-4666

93 医療法人　板坂医院 内科 板坂　美代子 内科　呼吸器内科 999-3511 河北町谷地甲217 0237-71-1200 0237-71-1203

94 やまのべ整形外科 整形外科 鳥居　伸行 整形外科　リハビリテーション科 990-0301 山辺町大字山辺1258-13 023-665-8900 023-665-8901

95 かんの眼科 眼科 菅野　誠 菅野　智華子 眼科 990-2451 山形市吉原2-10-5 023-674-8513 023-674-8514 http://kanno-ganka.o.oo7.jp

96 佐藤眼科医院　銅町クリニック 眼科 佐藤　さくら 神尾　聡美 眼科 990-0051 山形市銅町1-6-35 023-664-1310 023-625-8488

97 かるべクリニック 内科 軽部　宏紀 内科　糖尿病内科　血液内科 995-0033 村山市楯岡新町4-9-6 0237-53-0770 0237-53-0888

98 桃井整形外科 整形外科 桃井　義敬 整形外科 990-0041 山形市緑町4-14-8 023-615-7115 023-615-7125 http://momonoiortho.byoinnavi.jp/

99 くわぞえ整形外科クリニック 整形外科 桑添　裕光 整形外科　リハビリテーション科 990-6222 山形市花楯2-6-7 023-627-6222 023-627-6221 http://kuwazoe-cl.byoinnavi.jp/

100 こんの小児科クリニック 小児科 今野　昭宏 小児科　アレルギー科 990-0051 山形市銅町2-6-6 023-687-0380 023-687-0381 http://www.konnoshounika.jp/

101 医療法人社団　つかさ内科医院 内科 佐藤　司 消化器　内科 999-3511 河北町谷地字月山堂408-1 0237-84-7300 0237-84-7301 http://tukasaiin.justhpbs.jp/

102 谷地整形外科クリニック 整形外科 冨樫　耕司 整形外科 999-3512 河北町谷地中央4-6-6 0237-71-1321 0237-71-1322

103
医療法人洋々会
秋葉医院

内科 秋葉　太郎 内科　消化器科 990-0401 中山町長崎303-8 023-663-1000 023-662-6611

104
医療法人社団
みゆき会南館クリニック

内科 原田　順二 内科　整形外科 990-2461 山形市南館4-1-45 023-647-7555 023-647-7557 http://www.miyuki.or.jp/clinic/

105
医療法人社団
三浦医院

内科 三浦　玄太郎 三浦　祥子 内科　循環器内科 999-3783 東根市本丸南1-8-2 0237-43-2311 023743-5099

106
医療法人松若会
ＴＦﾒﾃﾞｨｶﾙ 嶋北 内科・脳神経外科ｸﾘﾆｯｸ

内科 福原　宗久 佐藤　篤
胃腸内科　内科　脳神経外科
神経内科

990-0885 山形市嶋北3-1-11 023-665-0101 023-665-0102

107
医療法人社団
塩野医院

内科 塩野　時雄 塩野　眞弓 内科　胃腸科　整形外科 994-0002 天童市乱川3-2-10 023-651-2211 023-651-2212

108 村田内科医院 内科 村田　光太郎
消化器内科　循環器内科
呼吸器内科　内科

990-0031
山形市十日町4-7-23
ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞ十日町3F

023-633-5580 023-633-5581 http://nttbj.itp.ne.jp/0236335580/index.html

109 医療法人社団　柄沢医院 内科 柄沢　哲 柄沢　勉 内科　消化器科 999-0122 川西町大字中小松2215-1 0238-42-2222 0238-42-5357

110 林内科・レディースクリニック 婦人科　 林　淑子 林　朋博 婦人科　内科 990-2339 山形市成沢西2-1-21 023-688-8681 023-688-8680 http://www.myclinic.ne.jp/ty_haya/pc/index.html

111 由美子こどもクリニック 小児科 冨塚　由美子 小児科 990-0892 山形市中野4101 023-681-4150 023-687-0909

112 ブレインクリニック妻沼 脳神経外科 妻沼　到
脳神経外科　内科
リハビリテーション科

990-0886 山形市嶋南2-7-3 023-665-1551 023-665-1501 http://www.brainclinic.jp

113
医療法人和光会
ひかり皮膚科

皮膚科 武田　光 皮膚科 999-3720 東根市さくらんぼ駅前2-13-1 0237-43-1002 0237-43-1008 http://www10.plala.or.jp/hikarihifuka/

114 小室医院 内科 小室　淳
内科　呼吸器内科　アレルギー科
小児科

995-0003 村山市大字本飯田584 0237-58-2014 0237-58-2528

115 にとうべ内科 内科 二藤部　丈司 循環器内科 990-2313 山形市大字松原488-18 023-665-5600 023-665-5610 http://nitobe-clinic.com/

http://kanno-ganka.o.oo7.jp/
http://momonoiortho.byoinnavi.jp/
http://kuwazoe-cl.byoinnavi.jp/
http://www.konnoshounika.jp/
http://tukasaiin.justhpbs.jp/
http://www.miyuki.or.jp/clinic/
http://nttbj.itp.ne.jp/0236335580/index.html
http://www.myclinic.ne.jp/ty_haya/pc/index.html
http://www.brainclinic.jp/
http://www10.plala.or.jp/hikarihifuka/
http://nitobe-clinic.com/
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116
医療法人社団伍光会
北村山在宅診療所

内科 肌附　英幸
内科　皮膚科　泌尿器科
精神科　整形外科　心療内科

999-3702 東根市温泉町2-5-3 0237-41-0583 0237-41-0584 http://www.denenchoufuiin.net/kitamurayama/link.html

117 かほく紅花クリニック 脳神経外科 齋野　真 片桐　忠　　　　　　齋野　幸子 脳神経外科　神経内科　内科 999-3512 河北町谷地中央5-9-15 0237-85-0350 0237-85-0355 http://www.kahokubenibanaclinic.com

118
医療法人見龍堂
矢尾板医院

内科 矢尾板　信孝 内科　循環器内科 990-0031 山形市十日町1-2-29 023-622-2406 023-622-2430

119 香音クリニック 内科 今井　香織 今井　智浩 リウマチ科　内科　形成外科 996-0084 新庄市大手町2-29 0233-32-1617 0233-32-1618 http://website2.infomity.net/8200000073

120 斯波医院 内科 熱田　明子 呼吸器内科　アレルギー科 990-0047 山形市宮町5-4-28 023-622-0022 023-622-0022

121
医療法人社団
すみや眼科クリニック

眼科 住谷　豊 眼科 999-3512 河北町谷地中央4-5-1 0237-77-0035 0237-77-0037

122 塩見整形 整形外科 塩見　朗
整形外科　リウマチ科
リハビリテーション科

990-2339 山形市成沢西1-2-6 023-674-8585 023-674-8588

123 奥山内科循環器科クリニック 内科 奥山　雅基 内科　循環器科 995-0038 村山市駅西19-15 0237-52-0380 0237-52-0381

124 中村整形外科医院 整形外科 中村　秀明
整形外科　リウマチ科
リハビリテーション科

997-0862 鶴岡市ほなみ町5-30 0235-25-3811 0235-22-8911

125 宇賀神内科クリニック 内科 宇賀神　智 消化器内科　内視鏡内科　内科 999-3730 東根市中央南1-6-28 0237-53-6961 0237-53-6961 http://ugajin-clinic.main.jp/

126 小川クリニック 内科 小川　淳 糖尿病内科 990-0075 山形市落合町528-5 023-634-1024 023-634-1025

127 小松胃腸科内科クリニック 内科 小松　博 胃腸内科　内科　消化器内科 990-2451 山形市吉原2-4-19 023-647-3131 023-646-2203

128 医療法人功明会　山﨑医院 脳神経外科 山﨑　悦功 脳神経外科　外科　神経内科　内科 991-0023 寒河江市丸内1-5-30 0237-86-0005 0237-86-9788

129 加藤クリニック 外科 加藤　圭介 外科　内科　内視鏡内科 999-4225 尾花沢市若葉町2-1-7 0237-22-9877 0237-22-9102

130 医療法人　八鍬医院 内科 八鍬　直 内科　呼吸器内科 995-0018 村山市楯岡新高田9-24 0237-55-3425 0237-55-3136

131 すまいるレディースクリニック 産科　婦人科 細田　香苗 西川　友康 産科　婦人科 995-0018 寒河江市大字寒河江字月越5-2 0237-86-3215 0237-86-1654

132 近藤医院 内科　皮膚科 近藤　一秀 内科　皮膚科 994-0014 天童市糠塚2-8-30 023-656-8277 023-656-8270

133 けんじ脳神経クリニック 脳神経外科 伊藤　健司
脳神経外科　内科
リハビリテーション科

999-3763 東根市神町中央1-8-11 0237-53-6718 0237-53-6719

134 目黒クリニック　循環器内科・内科 内科 目黒　光彦 循環器内科　内科 994-0014 天童市糠塚1-4-1 023-653-1688 023-653-1688

135 真理子レディースクリニック 産婦人科 伊藤　眞理子 産婦人科 990-0031 山形市小姓町6-35 023-632-0666 023-632-0665 http://www.mariko-ladiesclinic.com

136 軽井沢クリニック 内科 妹尾　和克 内科　外科 999-3163 上山市軽井沢2-3-29 023-674-7300 023-674-7030

137 橘内科循環器内科クリニック 内科 橘　英明 内科　循環器内科 990-0822 山形市北山形2-5-43 023-674-0180 023-674-0181

138 つのだ内科クリニック 内科 角田　裕一 内科　循環器科　呼吸器内科 990-2324 山形市青田南24-45 023-665-0223 023-665-0122

139 片桐皮膚科医院 皮膚科 片桐　美之 皮膚科 990-0031 山形市十日町3-1-36 023-665-5873 023-665-5353 http://katagiri-hifuka.com

140 医療法人社団悌仁会　板垣医院 整形外科 板垣　敏明 整形外科　内科 992-0472 南陽市宮内587-2 0238-47-2407 0238-47-5388

141 さいとう脳神経・内科クリニック 内科 斎藤　尚宏 神経内科　内科 990-2323 山形市桜田東1-14-18 023-666-6904 023-666-6905 http://www.saito-nc.jp

142 あかねヶ丘高橋レディスクリニック 産婦人科 高橋　一広 婦人科　女性内科 990-2482 山形市久保田2-16-19 023-673-0123 023-673-0312 http://www.yamagata-atlc.jp/

143 いしだ耳鼻咽喉科クリニック 耳鼻咽喉科 石田　晃弘 耳鼻咽喉科 990-0834 山形市清住町2-2-12 023-674-7603 023-674-7607 https://ishida-ent-clinic.jp

144 かとう内科クリニック 内科 加藤　直美 内科　循環器内科　呼吸器内科 990-2172 山形市千手堂大門96-1 023-687-1706 023-687-1716

http://www.denenchoufuiin.net/kitamurayama/link.html
http://www.kahokubenibanaclinic.com/
http://website2.infomity.net/8200000073
http://ugajin-clinic.main.jp/
http://www.mariko-ladiesclinic.com/
http://katagiri-hifuka.com/
http://www.saito-nc.jp/
http://www.yamagata-atlc.jp/
https://ishida-ent-clinic.jp/
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145 神町整形リウマチクリニック 整形外科 竹之内　研二 整形外科　リウマチ科 999-3762 東根市神町北2-5-6 0237-53-1113 0237-53-1315

146 寒河江武田内科往診クリニック 内科 武田　宰 武田　雅身
内科　呼吸器内科　訪問診療
婦人科

991-0021 寒河江市中央1-14-36 0237-86-2641 0237-84-0510

147 ふるかわ整形外科クリニック 整形外科 古川　孝志 整形外科　リハビリテーション科 990-2444 山形市南四番町7-18 023-665-0188 023-665-0187

148 つちだ子どもクリニック 小児科 土田　哲生 小児科 994-0083 天童市芳賀タウン南3-7-13 023-687-1259 023-687-0159

149 てんどう脳神経外科・頭痛クリニック 脳神経外科 舟生　勇人 脳神経外科 994-0083 天童市芳賀タウン南3-7-7 023-665-1976 023-665-1964 https://tendo-brain.com

150 舟形クリニック 泌尿器科 武藤　明紀 泌尿器科　内科 999-4601 最上郡舟形町365-17 0233-32-3300 0233-32-3301

151 あんどうクリニック 内科 安藤　嘉章 内科　消化器内科 991-0065 寒河江市大字中郷1042-2 0237-84-6101 0237-84-6102

152 かわごえ内科クリニック 内科 川越　圭 内科　消化器内科　内視鏡内科 990-0023 山形市松波2-2-9 023-626-5120 023-608-3920 https://kawagoe-clinic.com/

153 鬼海小児科 小児科 石川　安都子 小児科 991-0025 寒河江市八幡町１番10号 0237-84-7705 0237-84-7706 https://www.kikaiped.jp/

154 訪問診療クリニックやまがた 緩和ケア科 奥山　慎一郎 奥山　有里子 内科　精神科　緩和ケア内科 990-0051 山形市銅町2-13-11 023-616-6360 023-616-6360 https://www.hmc-yamagata.com

155 かわぞえ嶋北泌尿器科内科クリニック 泌尿器科 川添　久 泌尿器科　内科 990-0885 山形市嶋北3-10-1 023-665-1660 023-665-1661

156 嶋南つちや整形外科 整形外科 土屋　登嗣 整形外科 990-0886 山形市嶋南3丁目8-1 023-664-2101 023-664-2102 http://shimaminamitsutiya.com

157 馬見ヶ崎こどもクリニック 小児科 大通　尚 小児科 990-0810 山形市馬見ヶ崎１丁目18-6 023-616-6611 023-616-6622 https://mami-kodomo.jp/

158 メンタルクリニック城西 心療内科 奥山　直行 心療内科　精神科　老齢精神科 990-0832 山形市城西町4-18-24 023-616-6868 023-616-6869 http://mental-shironishi.com

159 のだ耳鼻咽喉科クリニック 耳鼻咽喉科 野田　大介 耳鼻咽喉科 990-0813 山形市桧町3-7-30 023-676-9100 023-676-9101 http://www.nodaclinic.jp

160 いしい腎泌尿器科クリニック 泌尿器科 石井　達矢 泌尿器科　内科 990-2321 山形市桜田西4-17-49 023-616-3601 023-616-3602 https://ishii-jinhinyoukika.jp

161 星川内科クリニック 内科 星川　仁人
糖尿病　循環器　腎臓　リウマチ
膠原病　訪問診療　産業医

994-0083 天童市芳賀タウン南3-7-1 023-616-7277 023-616-7287 https://hoshikawa-clinic.jp/

https://tendo-brain.com/
https://kawagoe-clinic.com/
https://www.kikaiped.jp/
https://www.hmc-yamagata.com/
http://shimaminamitsutiya.com/
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http://mental-shironishi.com/
http://www.nodaclinic.jp/

