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    101,1001,7 医療法人篠田好生会篠〒990-0045 023-623-1711医療法人篠田好生会　篠田　昭男 昭38. 8. 1一般       223病院
     (01,3001,1) 田総合病院 山形市桜町２－６８ 常　勤:   19理事長　篠田　昭男 新規 療養       160現存
     山医1 (医      18) 平29. 8. 1内   精   神内
     (歯       1) 呼   消   循  
     非常勤:  108 小   外   整外
     (医     104) 脳外 心外 皮  
     (歯       4) ひ   産婦 眼  
     耳い リハ 放  
     麻   歯外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1003,3 山形市立病院済生館 〒990-8533 023-625-5555山形市長　佐藤　孝弘平川　秀紀 昭38. 8. 1一般 地域支援
     (01,3003,7) 山形市七日町１－３－２６ 常　勤:   88 新規     一般   524病院
     山医101 (医      87) 平29. 8. 1消   呼内 循  現存
     (歯       1) 内   精   神内
     非常勤:    4 小   皮   放  
     (医       4) 外   整外 脳外
     リハ ひ   産婦
     眼   耳い 麻  
     病理 救命 歯  
     歯外 他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1004,1 公立学校共済組合東北〒990-8510 023-623-5111公立学校共済組合　理田中　靖久 昭40. 5.12一般       217病院
     (01,3004,5) 中央病院 山形市和合町３－２－５ 常　勤:   27事長　金森　越哉 新規 内   外   整外現存
     山医116 (医      26) 平28. 5.12ひ   産婦 眼  
     (歯       1) 耳い 放   歯  
     非常勤:   53 リハ 麻   循  
     (医      52) 呼   他   
     (歯       1) 消化器・肝臓内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,1017,3 医療法人篠田好生会千〒990-0811 023-684-5331医療法人篠田好生会　木村　正之 昭38. 8. 1精神       300病院
     山医17 歳篠田病院 山形市長町２－１０－５６ 常　勤:    7理事長　篠田　昭男 新規 精   心内 内  現存
     (医       7) 平29. 8. 1
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,1026,4 医療法人横山厚生会横〒990-0031 023-622-3415医療法人横山厚生会　横山　智之 昭38. 9.21一般        30病院
     山医39 山病院 山形市十日町３－６－４８ 常　勤:    4理事長　横山　幸生 新規 産婦 現存
     (医       4) 平29. 9.21
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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    601,1106,4 社会医療法人二本松会〒990-0045 023-631-2315社会医療法人二本松会広瀬　公聖 昭42. 9. 1精神       339病院
     山医179 山形さくら町病院 山形市桜町２－７５ 常　勤:   13　理事長　峯田　武興 新規 精   心内 現存
     (医      13) 平24. 9. 1
     非常勤:   19
     (医      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701,1123,9 医療法人社団松柏会至〒990-0045 023-622-7181医療法人社団松柏会　髙橋　敬治 昭45. 5. 1一般       230病院
     山医200 誠堂総合病院 山形市桜町７－４４ 常　勤:   14理事長　髙橋　敬治 新規 内   神内 呼  現存
     (医      14) 平30. 5. 1消   循   脳内
     非常勤:   66 外   整外 皮  
     (医      66) 婦   眼   耳い
     リハ 放   リウ
     糖尿病内科　肛
     門外科　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801,1124,7 医療法人社団小白川至〒990-0034 023-641-6075医療法人社団小白川至大江　正敏 昭45. 5. 1一般        98病院
     山医201 誠堂病院 山形市東原町一丁目１２番２６号常　勤:   11誠堂病院　理事長　松 新規 療養        50現存
     (医       7)澤　克典 平30. 5. 1内   呼   消  
     (薬       4) 循   外   心外
     非常勤:   41 こう リハ 麻  
     (医      41) 脳外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901,1176,7 山形県職員診療所 〒990-8570 023-630-3005地方職員共済組合　山小川　俊一 昭50. 9. 5内   診療所
     山医254 山形市松波２－８－１ 常　勤:    1形県支部長 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001,1198,1 公益財団法人やまがた〒990-9581 023-688-6511公益財団法人やまがた後藤　敏和 昭54. 5. 1内   婦   診療所
     山医276 健康推進機構山形検診山形市蔵王成沢字向久保田２２２常　勤:    2健康推進機構　理事長 新規 現存
     センター ０ (医       2)　德永　正靱 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101,1200,5 阿部外科胃腸科医院 〒990-0037 023-631-2263阿部　宏一 阿部　宏一 昭54. 5. 1胃   外   整外診療所
     山医278 山形市八日町２－１－１５ 常　勤:    1 新規 こう 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201,1201,3 城南胃腸科内科医院 〒990-2495 023-641-4617吉福　宏実 吉福　宏実 昭54. 5. 1一般    診療所
     山医279 山形市若葉町５－１３ 常　勤:    1 新規 内   胃   小  現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301,1215,3 高橋クリニック 〒990-2483 023-644-8601高橋　眞二 高橋　眞二 昭55.11. 1内   胃   外  診療所
     山医293 山形市上町３－６－４１ 常　勤:    1 新規 整外 現存
     (医       1) 平28.11. 1
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   1401,1216,1 土田小児科医院 〒990-0811 023-684-8077土田　秀二 土田　秀二 昭55.12. 1小   内   診療所
     山医294 山形市長町２－３－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501,1221,1 佐々木医院 〒990-0824 023-643-4703佐々木　久 佐々木　久 昭56. 9.26内   胃   皮  診療所
     山医299 山形市肴町３－３４ 常　勤:    2 新規 アレ 現存
     (医       2) 平29. 9.26糖尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601,1240,1 鈴木外科胃腸科医院 〒990-0042 023-623-1966鈴木　清夫 鈴木　清夫 昭58. 4. 1外   胃   内  診療所
     山医312 山形市七日町４－４－７ 常　勤:    2 新規 整外 こう 現存
     (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701,1245,0 長岡医院 〒990-0042 023-622-1191長岡　弥一郎 長岡　弥一郎 昭58.12.15一般         1診療所
     山医316 山形市七日町４－５－２０ 常　勤:    1 新規 内   消   循  現存
     (医       1) 平28.12.15糖尿病内科
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801,1252,6 中島眼科医院 〒990-0833 023-643-5515中島　久雄 中島　久雄 昭61.11.15眼   診療所
     山医323 山形市春日町８－３０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901,1264,1 門間医院 〒990-0881 023-681-8741門間　正幸 門間　正幸 昭63.12. 1内   循   診療所
     山医335 山形市瀬波３－５－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001,1267,4 佐藤小児科医院 〒990-0021 023-625-1520佐藤　陽子 佐藤　陽子 昭64. 1. 4小   診療所
     山医338 山形市小白川町３－９－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101,1273,2 高橋胃腸科内科医院飯〒990-0845 023-643-5575医療法人社団高橋胃腸高橋　邦之 平元. 4. 1胃   内   診療所
     山医344 塚診療所 山形市飯塚町字中道北４４８－３常　勤:    1科内科医院　理事長　 新規 現存
     (医       1)高橋　邦之 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201,1274,0 加賀山医院 〒990-2441 023-631-1171医療法人社団桃李会　篠田　敏男 平元. 4. 1心内 内   精  診療所
     山医345 山形市南一番町５－２６ 常　勤:    1理事長　加賀山　和 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   2301,1276,5 大島医院 〒990-2321 023-641-6419医療法人社団悠愛会　安達　真人 平元. 4. 1内   神内 整外診療所
     山医347 山形市桜田西４－１－１４ 常　勤:    3理事長　大島　扶美 新規 放   リハ 現存
     (医       3) 平28. 4. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401,1277,3 堀米医院 〒990-0044 023-632-3939医療法人社団慈杏会　堀米　亨 平元. 4. 1ひ   皮   診療所
     山医348 山形市木の実町７－４ 常　勤:    1理事長　堀米　亨 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501,1278,1 佐藤眼科医院 〒990-2493 023-622-3711医療法人社団泰道会　佐藤　泰司 平元. 4. 1一般         6診療所
     山医349 山形市美畑町１１－１１ 常　勤:    2理事長　佐藤　泰司 新規 眼   現存
     (医       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601,1280,7 土屋眼科医院 〒990-0042 023-631-3005土屋　義明 土屋　義明 平元. 7. 1一般         5診療所
     山医351 山形市七日町３－５－７ 常　勤:    1 新規 眼   現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701,1281,5 とくなが整形外科医院〒990-0044 023-624-3300德永　正靱 德永　正靱 平元. 7. 1整外 リウ 診療所
     山医352 山形市木の実町１０－１７ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801,1285,6 医療法人音山医院 〒990-0036 023-631-4190医療法人音山医院　理音山　和宣 平元.10. 1皮   ひ   性  診療所
     山医357 山形市三日町１－２－７ 常　勤:    2事長　音山　和宣 新規 現存
     (医       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901,1286,4 医療法人斎藤皮膚科医〒990-0031 023-631-3388医療法人斎藤皮膚科医斎藤　恭一 平元.10. 1皮   診療所
     山医358 院 山形市十日町４－１－４１ 常　勤:    1院　理事長　斎藤　恭 新規 現存
     (医       1)一 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001,1287,2 医療法人長嶋医院 〒990-0032 023-641-4166医療法人長嶋医院　理長嶋　隆一 平元.10. 1胃   内   診療所
     山医359 山形市小姓町３－１０ 常　勤:    1事長　長嶋　隆一 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3101,1294,8 大野目クリニック 〒990-0073 023-625-8611横山　和則 横山　和則 平 2. 4. 2内   循   心外診療所
     山医366 山形市大野目三丁目６番２２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3201,1295,5 斯波医院 〒990-0057 023-622-0022医療法人社団斯波医院熱田　明子 平 2. 4. 1内   呼   アレ診療所
     山医367 山形市宮町五丁目４番２８号 常　勤:    2　理事長　斯波　忠彦 新規 現存
     (医       2) 平29. 4. 1
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   3301,1296,3 小松医院 〒990-0811 023-684-1360医療法人社団一歩会　小松　信明 平 2. 4. 1心内 内   小  診療所
     山医368 山形市長町１－４－１ 常　勤:    1理事長　小松　信明 新規 精   現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3401,1301,1 橘医院 〒990-0831 023-645-4265医療法人橘会　理事長橘　英忠 平 2. 4. 1内   呼   胃  診療所
     山医373 山形市西田四丁目９番１６号 常　勤:    2　橘　英忠 新規 循   小   現存
     (医       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3501,1303,7 田中皮膚科医院 〒990-0833 023-645-1235医療法人社団田中皮膚鈴木　利明 平 2. 4. 1皮   診療所
     山医375 山形市春日町２－２６ 常　勤:    1科医院　理事長　鈴木 新規 現存
     (医       1)　利明 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601,1305,2 医療法人髙橋外科内科〒990-2231 023-686-2055医療法人髙橋外科内科髙橋　浩 平 2. 9. 1ひ   皮   内  診療所
     山医377 医院 山形市大字大森１０７５－２ 常　勤:    1医院　理事長　髙橋　 新規 外   現存
     (医       1)浩 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701,1307,8 医療法人社団大道寺内〒990-2483 023-644-7555医療法人社団大道寺内大道寺　七兵衛 平 2. 9. 1内   循   診療所
     山医379 科医院 山形市上町３－１１－４ 常　勤:    1科医院　理事長　大道 新規 現存
     (医       1)寺　七兵衛 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801,1327,6 井出眼科病院 〒990-0039 023-641-3111医療法人社団慈心会　井出　智子 平 4. 2. 1一般        26病院
     山医399 山形市香澄町３－６－１３ 常　勤:    4理事長　井出　醇 新規 眼   現存
     (医       3) 平28. 2. 1
     (薬       1)
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3901,1328,4 矢尾板医院 〒990-0031 023-622-2406医療法人見龍堂　理事矢尾板　信孝 平 4. 4. 1内   循   診療所
     山医400 山形市十日町１－２－２９ 常　勤:    1長　矢尾板　信孝 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4001,1329,2 森整形外科医院 〒990-0045 023-631-2777医療法人社団整和会　森　和男 平 4. 4. 1整外 リハ 放  診療所
     山医401 山形市桜町２－４６ 常　勤:    1理事長　森　和男 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4101,1334,2 ともおか整形外科 〒990-2447 023-634-3355友岡　和彦 友岡　和彦 平 4.12. 1整外 内   リハ診療所
     山医406 山形市元木２－８－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   4201,1335,9 東海林皮ふ科医院 〒990-0813 023-681-1281東海林　眞司 東海林　眞司 平 4.12. 1皮   診療所
     山医407 山形市桧町２－５－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301,1336,7 内藤医院 〒990-2492 023-624-1500医療法人内藤医院　理内藤　恒吉 平 5. 2. 1一般         2診療所
     山医408 山形市鉄砲町１－４－２０ 常　勤:    2事長　内藤　恒吉 新規 外   胃   整外現存
     (医       2) 平29. 2. 1皮ひ こう 眼  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401,1337,5 明石医院 〒990-0047 023-622-7621医療法人明石医院　理伊藤　義彦 平 5. 2. 1皮   診療所
     山医409 山形市旅篭町１－９－２２ 常　勤:    1事長　伊藤　義彦 新規 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501,1339,1 ゆうき整形外科 〒990-2413 023-634-5111結城　正明 結城　正明 平 5. 5. 6整外 リハ 診療所
     山医411 山形市南原町１－２５－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601,1342,5 勝島小児科医院 〒990-2461 023-643-0123医療法人勝島小児科医勝島　史夫 平 5. 9. 1小   診療所
     山医414 山形市南館４－４－１２ 常　勤:    2院　理事長　勝島　史 新規 現存
     (医       2)夫 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4701,1344,1 大野目耳鼻科 〒990-0073 0236-35-4187原田　次郎 原田　次郎 平 5.12. 1耳い 気食 診療所
     山医416 山形市大野目２－２－３７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4801,1345,8 殿岡内科医院 〒990-2422 0236-25-7200殿岡　一郎 殿岡　一郎 平 5.12. 1内   消   循  診療所
     山医417 山形市中桜田３－２－１７ 常　勤:    1 新規 呼外 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4901,1346,6 ときめき形成外科 〒990-0073 0236-35-1800佐久間　英夫 佐久間　英夫 平 6. 1. 4形外 整外 皮  診療所
     山医418 山形市大野目２－２－３３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001,1349,0 医療法人社団至誠会大〒990-0832 023-643-9021医療法人社団至誠会　大泉　晴史 平 6. 4. 1内   胃   診療所
     山医421 泉胃腸科内科クリニッ山形市城西町五丁目２１番１５号常　勤:    1理事長　大泉　晴史 新規 現存
     ク (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5101,1351,6 小松眼科医院 〒990-2447 023-641-3811医療法人至徳会　理事小松　俊逸 平 6. 4. 1眼   診療所
     山医423 山形市元木二丁目１３番５号 常　勤:    1長　小松　俊逸 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
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   5201,1352,4 医療法人社団菅野内科〒990-2434 023-624-1233医療法人社団菅野内科菅野　邦明 平 6.10. 1内   循   診療所
     山医424 医院 山形市旭が丘２－３４ 常　勤:    1医院　理事長　菅野　 新規 現存
     (医       1)邦明 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5301,1357,3 ひのき町　小松眼科 〒990-0813 0236-81-8668小松　正祥 小松　正祥 平 7. 4. 3眼   診療所
     山医429 山形市桧町２－６－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5401,1358,1 あかねヶ丘整形外科医〒990-2481 0236-45-7380佐藤　浩 佐藤　浩 平 7. 5. 1整外 リハ 診療所
     山医430 院 山形市あかねケ丘２－１０－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5501,1359,9 医療法人鈴木クリニッ〒990-0813 023-681-8011医療法人鈴木クリニッ鈴木　康之 平 7. 5. 1内   消   胃  診療所
     山医431 ク 山形市桧町４－６－１６ 常　勤:    1ク　理事長　鈴木　康 新規 こう 現存
     (医       1)之 平28. 5. 1内視鏡内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5601,1361,5 内ヶ崎医院 〒990-0038 023-624-0547医療法人社団内ヶ崎医内ヶ崎　じゅん 平 7. 8. 1精   内   神  診療所
     山医433 山形市幸町１２－５０ 常　勤:    1院　理事長　内ヶ崎　 新規 現存
     (医       1)じゅん 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5701,1362,3 もんま内科皮ふ科医院〒990-2402 023-625-8811医療法人門馬医院　理門馬　孝 平 7. 8. 1内   胃   皮  診療所
     山医434 山形市小立２－７－２０ 常　勤:    2事長　門馬　孝 新規 現存
     (医       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5801,1363,1 なわの内科医院 〒990-0042 023-632-0120縄野　光正 縄野　光正 平 7.10. 2内   胃   皮  診療所
     山医435 山形市七日町３－５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5901,1365,6 社会福祉法人恩賜財団〒990-8545 023-682-1111社会福祉法人恩賜財団石井　政次 平 7.10. 1一般       468病院
     山医437 済生会山形済生病院 山形市沖町７９－１ 常　勤:   64済生会支部山形県済生 新規 内   神内 呼内現存
     (医      64)会　支部長　濱崎　允 平28.10. 1消   循   精  
     非常勤:  142 リウ 小   外  
     (医     142) 整外 形外 脳外
     心外 呼外 産婦
     眼   耳い リハ
     放   皮   ひ  
     麻   
     糖尿病内科、腎
     臓内科、乳腺外
     科、血液内科
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   6001,1368,0 芳川小児科医院 〒990-2447 023-625-7700医療法人陽光会　理事芳川　正流 平 8. 3. 1小   診療所
     山医440 山形市元木２－６－１３ 常　勤:    1長　芳川　正流 新規 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6101,1375,5 桧町鈴木耳鼻咽喉科 〒990-0813 0236-81-3387鈴木　八郎 鈴木　八郎 平 8.10. 1耳い 気食 診療所
     山医447 山形市桧町２－６－１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6201,1376,3 医療法人社団伸愛会中〒990-0067 023-625-7171医療法人社団伸愛会　中井　伸一 平 8. 9. 1小   アレ 診療所
     山医448 井こども医院 山形市花楯１－１６－１１ 常　勤:    1理事長　中井　伸一 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6301,1378,9 阿部クリニック 〒990-2321 0236-24-1125阿部　憲史 阿部　憲史 平 8.12. 2精   内   神  診療所
     山医450 山形市桜田西４－３－４ 常　勤:    1 新規 リハ 心内 現存
     (医       1) 平29.12. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6401,1380,5 高橋胃腸科内科医院古〒990-2374 023-643-2150医療法人社団高橋胃腸高橋　邦之 平 9. 1. 1内   胃   診療所
     山医452 館診療所 山形市大字古館字替所１５６０－常　勤:    1科内科医院　理事長　 その他 現存
     ２ (医       1)高橋　邦之 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6501,1382,1 若杉内科医院 〒990-2432 023-626-2323若杉　和義 若杉　和義 平 9. 3. 3内   胃   診療所
     山医454 山形市荒楯町１－７－１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 3. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6601,1390,4 吉池小児科皮膚科医院〒990-0031 023-622-2606吉池　章夫 吉池　章夫 平 9.11. 6小   皮   診療所
     山医462 山形市十日町２－４－１６ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平24.11. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6701,1391,2 長谷川医院 〒990-0066 023-631-7874医療法人社団長谷川医長谷川　和康 平 9.12. 1内   消   循  診療所
     山医463 山形市印役町二丁目１－２ 常　勤:    1院　理事長　長谷川　 組織変更 現存
     (医       1)和康 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6801,1394,6 二瓶内科クリニック 〒990-0057 023-626-3020二瓶　 信 二瓶　 信 平10. 4. 1内   消   小  診療所
     山医466 山形市宮町１－５－２３ 常　勤:    1 新規 神内 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6901,1395,3 山形厚生病院 〒990-2362 023-645-8118医療法人東北医療福祉加賀山　哲夫 平10. 4. 1精神       156病院
     山医467 山形市大字菅沢字鬼越２５５ 常　勤:    6会　理事長　藤井　昌 組織変更 精   内   現存
     (医       6)彦 平28. 4. 1
     非常勤:   20
     (医      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   7001,1396,1 ねもとクリニック 〒990-0021 023-628-5656根本　元 根本　元 平10. 5. 1内   外   循  診療所
     山医468 山形市小白川町４－８－１３ 常　勤:    1 新規 心外 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7101,1397,9 あさひ町榊原耳鼻咽喉〒990-0024 023-628-1711榊原　昭 榊原　昭 平10. 5. 1耳い アレ 診療所
     山医469 科医院 山形市あさひ町７－２５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7201,1399,5 ごとう医院 〒990-2423 023-626-5515後藤　成治 後藤　成治 平10.11. 2内   消   アレ診療所
     山医471 山形市東青田３－１１－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7301,1401,9 中村医院 〒990-2481 023-646-5161中村　東一郎 中村　東一郎 平10.11. 2内   消   診療所
     山医473 山形市あかねケ丘１－１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7401,1403,5 安孫子内科医院 〒990-2221 023-686-2388医療法人安孫子内科医安孫子　久明 平11. 1. 1内   小   診療所
     山医475 山形市大字風間１１４５ 常　勤:    1院　理事長　安孫子　 組織変更 現存
     (医       1)久明 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7501,1404,3 大内外科医院 〒990-0057 023-641-6867大内　清則 大内　清則 平11. 1. 1内   外   皮  診療所
     山医476 山形市宮町２－６－１３ 常　勤:    1 交代 ひ   現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7601,1406,8 芳賀小児クリニック 〒990-0832 023-645-6660医療法人芳賀小児クリ芳賀　惠一 平11. 1. 1小   診療所
     山医478 山形市城西町２－３－１５ 常　勤:    1ニック　理事長　芳賀 新規 現存
     (医       1)　惠一 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7701,1407,6 医療法人社団羽根田産〒990-2414 023-622-3507医療法人社団羽根田産羽根田　敦 平11. 1. 1一般        11診療所
     山医479 婦人科クリニック 山形市寿町１９－１ 常　勤:    1婦人科クリニック　理 組織変更 産   婦   内  現存
     (医       1)事長　羽根田　敦 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7801,1408,4 いそだ医院 〒990-2161 023-682-1522磯田　昇 磯田　昇 平11. 2. 1内   循   外  診療所
     山医480 山形市大字漆山２５７３－１ 常　勤:    2 新規 こう リハ 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7901,1409,2 島﨑クリニック 〒990-0832 023-645-6162医療法人社団島﨑クリ島﨑　朋司 平11. 2. 1内   循   外  診療所
     山医481 山形市城西町５－３－５ 常　勤:    1ニック　理事長　島﨑 新規 皮   現存
     (医       1)　朋司 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   8001,1410,0 鶴宮小児科医院 〒990-0034 023-632-6677医療法人社団鶴宮小児鶴宮　康 平11. 3. 1小   診療所
     山医482 山形市東原町３－１０－７ 常　勤:    1科医院　理事長　鶴宮 組織変更 現存
     (医       1)　康 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8101,1411,8 吉村医院 〒990-0032 023-626-3701吉村　信幸 吉村　信幸 平11. 3. 1一般         2診療所
     山医483 山形市小姓町１－３４ 常　勤:    1 交代 こう 内   胃  現存
     (医       1) 平29. 3. 1外   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8201,1414,2 池澤内科クリニック 〒990-2412 023-626-6266池澤　嘉弘 池澤　嘉弘 平11. 6. 1内   診療所
     山医486 山形市松山１－１－１０５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8301,1416,7 田中利治皮フ科 〒990-2484 023-647-8778医療法人社団三宝会　田中　利治 平11.10. 1皮   診療所
     山医488 山形市篭田１－１４－３０ 常　勤:    1理事長　田中　利治 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8401,1419,1 篠原神経・心療内科ク〒990-2447 023-634-1230医療法人社団篠原神経篠原　正夫 平11.12. 1心内 精   神内診療所
     山医491 リニック 山形市元木３－２－５ 常　勤:    1・心療内科クリニック 組織変更 現存
     (医       1)　理事長　篠原　正夫 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8501,1421,7 医療法人社団松柏会至〒990-2342 023-646-5588医療法人社団松柏会　日下部　功夫 平12. 4. 3内   小   外  診療所
     山医493 誠堂とかみクリニック山形市富神前４８番地５ 常　勤:    1理事長　髙橋　敬治 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 3
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8601,1424,1 武田整形外科クリニッ〒990-0063 023-631-7322医療法人社団静山堂武武田　昌孝 平12. 4. 1内   整外 リウ診療所
     山医496 ク 山形市山家町二丁目６番６号 常　勤:    1田整形外科クリニック 組織変更 現存
     (医       1)　理事長　武田　昌孝 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8701,1425,8 緑町関口クリニック 〒990-0041 023-633-0030医療法人関口クリニッ関口　賢太郎 平12. 4. 1脳外 神内 内  診療所
     山医497 山形市緑町一丁目７番１６号 常　勤:    1ク　理事長　関口　賢 組織変更 現存
     (医       1)太郎 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8801,1427,4 堺内科胃腸科医院 〒990-0021 023-641-8379堺　順一 堺　順一 平12. 9. 1内   胃   診療所
     山医499 山形市小白川町２ー１ー６５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8901,1428,2 西バイパスひとみ整形〒990-0854 644-1200 人見　裕 人見　裕 平12.10. 2整外 リハ リウ診療所
     山医500 外科 山形市砂塚１２ー８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   9001,1431,6 小白川整形外科クリニ〒990-0021 023-626-2881佐本　敏秋 佐本　敏秋 平13. 4. 2整外 リハ 診療所
     山医503 ック 山形市小白川町２ー３ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9101,1432,4 山田菊地医院 〒990-0831 023-643-5500山田　修久 山田　修久 平13. 4. 3一般         4診療所
     山医504 山形市西田２ー１ー２７ 常　勤:    1 組織変更 療養        15現存
     (医       1) 平25. 4. 3内   神内 外  
     非常勤:    1 整外 脳外 リハ
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9201,1433,2 山形県立中央病院 〒990-2214 023-685-2626山形県知事 細矢　貴亮 平13. 5. 1一般       593病院
     (01,3247,0) 山形市青柳１８００ 常　勤:  187 移転 一般（感染） 現存
     山医505 (医     182) 平25. 5. 1             2
     (歯       5) 内   精   神内
     非常勤:   13 消   循   小  
     (医      13) 外   整外 形外
     脳外 呼外 心外
     小外 皮   ひ  
     産婦 眼   放  
     麻   心内 病理
     歯外 呼内 他  
     救急科　疼痛緩
     和内科　乳腺外
     科　腫瘍内科　
     他
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9301,1434,0 こころのクリニック山〒990-0861 023-681-6226医療法人社団楽聖会　古沢　信之 平13. 5. 1内   精   心内診療所
     山医506 形 山形市江俣４ー１８ー２６ 常　勤:    1理事長　古沢　信之 移転 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9401,1435,7 医療法人城西医院 〒990-0833 023-644-0276医療法人城西医院　理沼澤　和典 平13. 5. 1内   消   循  診療所
     山医507 山形市春日町１３ー２７ 常　勤:    1事長　沼澤　和典 移転 呼   現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9501,1436,5 伊沢内科胃腸科医院 〒990-2232 023-686-2816医療法人紅花の里　理伊澤　友明 平13. 5. 1内   胃   消  診療所
     山医508 山形市下東山４３１９ー１ 常　勤:    1事長　伊澤　友明 組織変更 小   皮   こう現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9601,1437,3 おかべクリニック 〒990-2363 023-688-8733岡部　健二 岡部　健二 平13. 6. 1内   胃   外  診療所
     山医509 山形市長谷堂字出倉４４６４ 常　勤:    1 新規 皮   こう リハ現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   9701,1440,7 大沼産婦人科医院 〒990-0031 023-622-0243医療法人社団大沼産婦大沼　靖彦 平13.10. 1産婦 診療所
     山医512 山形市十日町１－３－２６ 常　勤:    2人科医院　理事長　大 組織変更 現存
     (医       2)沼　靖彦 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9801,1441,5 小松胃腸科内科クリニ〒990-2451 023-647-3131小松　博 小松　博 平13.11. 1内   胃   消  診療所
     山医513 ック 山形市吉原２丁目４－１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9901,1445,6 奥山眼科 〒990-0042 642-5211 奥山　直美 奥山　直美 平14. 3. 1眼   診療所
     山医517 山形市七日町２－１－３蜂屋ビル常　勤:    1 移転 現存
     １Ｆ (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10001,1447,2 佐藤清医院 〒990-0061 626-7275 医療法人佐藤清医院　佐藤　清 平14. 4. 1内   神内 循  診療所
     山医519 山形市五十鈴１－６－５６ 常　勤:    1理事長　佐藤　清 組織変更 脳外 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10101,1448,0 和田内科クリニック 〒990-2323 023-634-3300医療法人和田内科クリ和田　克彦 平14. 4. 1内   呼   消  診療所
     山医520 山形市桜田東２－１０－３７ 常　勤:    1ニック　理事長　和田 組織変更 循   現存
     (医       1)　克彦 平26. 4. 1漢方内科　糖尿
     病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10201,1450,6 耳鼻咽喉科・アレルギ〒990-0042 631-2533 深瀬　滋 深瀬　滋 平14. 5. 1耳い アレ 診療所
     山医522 ー科　深瀬医院 山形市七日町２－７－３０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10301,1455,5 やまかわ整形外科 〒990-0881 682-3323 山川　正紀 山川　正紀 平14.10. 1整外 リハ 麻  診療所
     山医527 山形市瀬波１－６－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10401,1456,3 石郷岡クリニック 〒990-0828 647-0050 石郷岡　学 石郷岡　学 平14.11. 1皮   ひ   診療所
     山医528 山形市双葉町１－４ー６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10501,1458,9 武田内科胃腸科医院 〒990-0062 628-0508 武田　義雄 武田　義雄 平14.12. 1内   消   リハ診療所
     山医530 山形市鈴川町３－１５－６１ 常　勤:    2 移転 漢方内科 現存
     (医       2) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10601,1461,3 みさわクリニック 〒990-0827 647-3301 三澤　裕之 三澤　裕之 平15. 3. 1内   消   診療所
     山医533 山形市城南町３－５－２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  10701,1463,9 くわぞえ整形外科クリ〒990-0067 627-6222 桑添　裕光 桑添　裕光 平15. 4. 1整外 リハ 診療所
     山医535 ニック 山形市花楯２－７－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10801,1466,2 平本整形外科 〒990-2227 023-685-6322平本　典利 平本　典利 平15. 5. 1整外 リハ 診療所
     山医538 山形市千石６５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10901,1467,0 濱井眼科 〒990-2413 625-5077 濱井　保名 濱井　保名 平15. 6. 2眼   診療所
     山医539 山形市南原町２－７－４４ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平27. 6. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11001,1471,2 三條クリニック 〒990-2414 023-635-5566医療法人社団三條クリ三條　敏邦 平15. 9. 1胃   内   外  診療所
     山医543 山形市寿町１４－３ 常　勤:    1ニック　理事長　三條 組織変更 こう 現存
     (医       1)　敏邦 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11101,1472,0 吉川皮ふ科クリニック〒990-2463 023-647-5880吉川　賢一 吉川　賢一 平15.10. 1皮   診療所
     山医544 山形市富の中４－１－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11201,1473,8 山口ハートクリニック〒990-0067 023-615-2215山口　清司 山口　清司 平15.10. 1内   循   呼  診療所
     山医545 山形市花楯２－５０－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11301,1478,7 消化器科・内科　井上〒990-0821 023-681-6080井上　隆 井上　隆 平15.12. 1消   内   診療所
     山医550 クリニック 山形市北町３－７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11401,1479,5 山形県精神保健福祉セ〒990-0021 023-624-1217山形県知事 有海　清彦 平15.12.18精   神   診療所
     山医551 ンター 山形市小白川町２－３－３０ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平27.12.18
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11501,1480,3 早坂内科循環器科医院〒990-2481 023-645-2223医療法人早坂内科循環早坂　真喜雄 平16. 4. 1循   内   診療所
     山医552 山形市あかねケ丘２－１０－２ 常　勤:    1器科医院　理事長　早 組織変更 現存
     (医       1)坂　真喜雄 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11601,1481,1 深瀬内科医院 〒990-0075 023-631-7010医療法人深瀬内科医院深瀬　憲雄 平16. 4. 1内   循   胃  診療所
     山医553 山形市落合町１９５－３ 常　勤:    1　理事長　深瀬　憲雄 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  11701,1483,7 前田クリニック 〒990-2494 023-622-1114前田　龍明 前田　龍明 平16. 5. 6内   外   リハ診療所
     山医555 山形市末広町１５－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11801,1484,5 南原耳鼻咽喉科医院 〒990-2413 023-632-4133医療法人南原耳鼻咽喉原田　浩二 平16. 4. 1耳い 診療所
     山医556 山形市南原町３－１９－２６ 常　勤:    1科医院　理事長　原田 組織変更 現存
     (医       1)　浩二 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11901,1489,4 山形徳洲会病院 〒990-0834 023-647-3434医療法人徳洲会　理事笹川　五十次 平16. 9. 1一般       202病院
     (01,3272,8) 山形市清住町２丁目３番５１号 常　勤:   10長　鈴木　隆夫 新規 療養        90療養病床
     山医561 (医       9) 平28. 9. 1内   神内 消  現存
     (歯       1) 循   外   整外
     非常勤:  122 脳外 皮   ひ  
     (医     117) 婦   リハ 放  
     (歯       5) 歯外 麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12001,1493,6 さいとう泌尿器科皮膚〒990-2481 023-645-7080齋藤　雅昭 齋藤　雅昭 平16.12. 1ひ   皮   診療所
     山医564 科 山形市あかねケ丘２－１０－５８常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12101,1494,4 小川クリニック 〒990-0075 023-634-1024小川　淳 小川　淳 平17. 2. 1内   診療所
     山医565 山形市落合町５２８番地の５ 常　勤:    1 交代 糖尿病内科 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12201,1495,1 医療法人社団設楽整形〒990-0813 023-681-1123医療法人社団設楽整形設楽　正彰 平17. 2. 1整外 リハ 診療所
     山医566 外科 山形市桧町二丁目６－２７ 常　勤:    1外科　理事長　設楽　 組織変更 現存
     (医       1)正彰 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12301,1499,3 小関皮ふ科眼科クリニ〒990-0025 023-632-5678小関　憲 小関　憲 平17. 3.19皮   眼   診療所
     山医570 ック 山形市あこや町２丁目２－１５ 常　勤:    2 移転 現存
     (医       2) 平29. 3.19
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12401,1500,8 わたなべ耳鼻咽喉科ク〒990-0832 023-646-4133医療法人芳伸会　理事渡部　浩伸 平17. 4. 1耳い アレ 診療所
     山医571 リニック 山形市城西町４丁目５番１９号 常　勤:    1長　渡部　浩伸 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12501,1501,6 医療法人社団ほんまこ〒990-2453 023-646-5533医療法人社団ほんまこ本間　彰 平17. 4. 1小   診療所
     山医572 どもクリニック 山形市若宮１－１１－３３ 常　勤:    1どもクリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　本間　彰 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  12601,1502,4 つげ医院 〒990-0039 023-631-1131柘植　通 柘植　通 平17. 5. 1一般 診療所
     山医573 山形市香澄町１－１１－１５ 常　勤:    2 交代     一般    10現存
     (医       2) 平29. 5. 1こう 内   外  
     胃   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12701,1504,0 あかねケ丘あきば小児〒990-2481 023-647-4011秋場　伴晴 秋場　伴晴 平17. 6. 1小   アレ 診療所
     山医575 科医院 山形市あかねケ丘二丁目１０－５常　勤:    1 交代 現存
     ４ (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12801,1505,7 やまもと眼科クリニッ〒990-2447 023-615-6270山本　崇 山本　崇 平17. 7. 1眼   診療所
     山医576 ク 山形市元木３丁目３番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12901,1507,3 ざおう整形外科クリニ〒990-2305 023-688-8891武田　陽公 武田　陽公 平17.10. 3整外 リハ 診療所
     山医578 ック 山形市蔵王半郷字西ノ宮２４４－常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平29.10. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13001,1508,1 川越医院 〒990-0057 023-641-6467医療法人社団三圭会　川越　慎之助 平17.10. 1一般 診療所
     山医579 山形市宮町一丁目３－３６ 常　勤:    2理事長　川越　慎之助 その他     一般    19現存
     (医       2) 平29.10. 1産婦 内   消  
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13101,1511,5 吉原眼科 〒990-0831 023-646-8805医療法人社団紫晴会　吉原　堅一郎 平18. 1. 1眼   診療所
     山医582 山形市西田２－３－３ 常　勤:    1理事長　吉原　堅一郎 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13201,1512,3 ファミリークリニック〒990-2214 023-687-5222矢澤　広 矢澤　広 平18. 2. 1ひ   皮   診療所
     山医583 やざわ 山形市青柳字北柳１５４４番地５常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13301,1513,1 やさく医院 〒990-2339 023-688-1771医療法人やさく医院　矢作　祐一 平18. 4. 1内   胃   外  診療所
     山医584 山形市成沢西五丁目６番２２号 常　勤:    1理事長　矢作　祐一 組織変更 こう リハ 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13401,1514,9 山口内科クリニック 〒990-0042 023-622-7151山口　佳子 山口　佳子 平18. 4. 1内   循   診療所
     山医585 山形市七日町五丁目１２番１４号常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13501,1515,6 橋本こどもクリニック〒990-0881 023-681-4800医療法人社団孝幸会橋橋本　基也 平18. 5. 1小   診療所
     山医586 山形市瀬波１－１－３６ 常　勤:    1本こどもクリニック　 組織変更 現存
     (医       1)理事長　橋本　基也 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  13601,1517,2 南沼原内科クリニック〒990-2473 023-646-1661渡部　郁夫 渡部　郁夫 平18. 9. 1内   神内 診療所
     山医588 山形市松栄１ー１ー５３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13701,1521,4 青山皮膚科 〒990-0061 023-633-7715青山　浩明 青山　浩明 平18.12. 1皮   診療所
     山医592 山形市五十鈴１ー８ー１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13801,1522,2 芳賀胃腸科内科クリニ〒990-0025 023-624-8686医療法人社団芳優会　芳賀　陽一 平19. 2. 1内   消胃 胃  診療所
     山医593 ック 山形市あこや町２ー１５ー１ 常　勤:    1理事長　芳賀　陽一 組織変更 消   現存
     (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13901,1523,0 若宮病院 〒990-2451 023-643-8222社会医療法人公徳会　長谷川　朝穂 平19. 2. 1精神       153病院
     山医594 山形市吉原２－１５－３ 常　勤:    9理事長　佐藤　忠宏 組織変更 精   心内 現存
     (医       9) 平25. 2. 1
     非常勤:   17
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14001,1525,5 セントラルクリニック〒990-2451 023-647-3837医療法人社団慈星会　村山　一彦 平19. 2. 1内   小   産婦診療所
     (01,3286,8) 山形市吉原３－１０－１７ 常　勤:    2理事長　村山　一彦 組織変更 歯   小歯 歯外現存
     山医596 (医       1) 平25. 2. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14101,1526,3 いがらし内科循環器科〒990-0051 023-615-6050医療法人社団いがらし五十嵐　秀 平19. 2. 1内   循   診療所
     山医597 クリニック 山形市銅町２ー２４ー５ 常　勤:    1内科循環器科クリニッ 組織変更 現存
     (医       1)ク　理事長　五十嵐　 平25. 2. 1
     秀
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14201,1527,1 平林耳鼻科皮膚科医院〒990-2339 023-695-3010医療法人社団平林医院平林　敬之 平19. 2. 1皮   耳い 気食診療所
     山医598 山形市成沢西２ー９ー３ 常　勤:    2　理事長　平林　敬之 組織変更 現存
     (医       2) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14301,1529,7 沢村クリニック 〒990-0034 023-633-3670医療法人社団継世会　沢村　俊宏 平19. 4. 1ひ   皮   診療所
     山医600 山形市東原町４－１６－７ 常　勤:    1理事長　沢村　俊宏 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14401,1530,5 医療法人社団佐藤整形〒990-2402 023-626-5000医療法人社団佐藤整形佐藤　信彦 平19. 4. 1整外 リハ 診療所
     山医601 外科クリニック 山形市小立３－１３－２５ 常　勤:    1外科クリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　佐藤　信彦 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14501,1532,1 大畠整形外科医院 〒990-0062 023-635-3900医療法人信祐会　理事大畠　信 平19. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     山医603 山形市鈴川町３－１５－６４ 常　勤:    1長　大畠　信 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［山形県］

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    17 頁

  14601,1533,9 医療法人伊藤泌尿器科〒990-0061 023-615-1150医療法人伊藤泌尿器科伊藤　啓一 平19. 4. 1皮   ひ   診療所
     山医604 クリニック 山形市五十鈴１－１－２８ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)伊藤　啓一 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14701,1534,7 小田消化器科内科クリ〒990-2316 023-689-1077医療法人社団聡真会　小田　聡二 平19. 4. 1内   消   診療所
     山医605 ニック 山形市大字片谷地１２１－１２ 常　勤:    1理事長　小田　聡二 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14801,1535,4 松本内科クリニック 〒990-0828 023-676-5566松本　光生 松本　光生 平19. 5. 1内   診療所
     山医606 山形市双葉町２－１－２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14901,1536,2 七日町メンタルクリニ〒990-0042 023-625-8887高橋　誠一郎 高橋　誠一郎 平19. 5. 1精   心内 診療所
     山医607 ック 山形市七日町１－４－３１山形七常　勤:    1 新規 現存
     日町ワシントンホテル一階 (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15001,1537,0 小松内科医院 〒990-2447 023-634-5500医療法人慈誠会　理事小松　義昌 平19. 4. 1内   呼   消  診療所
     山医608 山形市元木２－１３－８ 常　勤:    1長　小松　義昌 組織変更 循   現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15101,1540,4 板坂胃腸科内科クリニ〒990-0861 023-682-2121医療法人板坂胃腸科内板坂　哲 平19. 4. 1内   胃   循  診療所
     山医611 ック 山形市江俣４－６－２３ 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　板坂　哲 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15201,1541,2 横山小児科医院 〒990-2432 023-622-8822医療法人社団横山小児横山　新吉 平19. 5. 1小   アレ 診療所
     山医612 山形市荒楯町２－２０－２１ 常　勤:    1科医院　理事長　横山 組織変更 現存
     (医       1)　新吉 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15301,1543,8 奥山内科胃腸科クリニ〒990-2462 023-646-3223医療法人社団みやま会奥山　芳見 平19. 5. 1内   胃   診療所
     山医614 ック 山形市深町３－１－２０ 常　勤:    1　理事長　奥山　芳見 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15401,1544,6 オーヌマ眼科 〒990-0062 023-634-7113医療法人社団二光会　大沼　昌彦 平19. 6. 1眼   診療所
     山医615 山形市鈴川町三丁目８－１０ 常　勤:    1理事長　大沼　昌彦 移転 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15501,1545,3 金井たかはし眼科 〒990-0881 023-681-0090高橋　義徳 高橋　義徳 平19. 9.27眼   診療所
     山医616 山形市瀬波一丁目６－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 9.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15601,1546,1 ヒッポメンタルクリニ〒990-2445 023-679-4303五十嵐　善雄 五十嵐　善雄 平19.11. 1精   診療所
     山医617 ック 山形市南栄町二丁目１４－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.11. 1
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  15701,1547,9 杉山内科クリニック 〒990-0885 023-682-1277杉山　和彦 杉山　和彦 平19.11. 1内   診療所
     山医618 山形市嶋北一丁目１４番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15801,1548,7 黒田内科クリニック 〒990-0042 023-625-3081黒田　衛 黒田　衛 平20. 2. 1内   呼   循  診療所
     山医619 山形市七日町四丁目１３－３３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15901,1550,3 一般財団法人日本健康〒990-0813 023-681-7760一般財団法人日本健康鈴木　健二 平20. 4. 1内   婦   診療所
     山医621 管理協会山形健康管理山形市桧町四丁目８－３０ 常　勤:    3管理協会　理事長　入 その他 現存
     センター (医       3)澤　憲二 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16001,1551,1 南館クリニック 〒990-2461 023-647-7555社会医療法人みゆき会草野　千鶴子 平20. 5. 1内   整外 診療所
     山医622 山形市南館四丁目１番４５号 常　勤:    1　理事長　武井　寛 新規 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16101,1553,7 板垣クリニック 〒990-2339 023-689-9588医療法人社団板垣クリ板垣　晋一 平21. 3. 1脳外 内   神内診療所
     山医624 山形市成沢西四丁目４番５号 常　勤:    1ニック　理事長　板垣 組織変更 リハ 現存
     (医       1)　晋一 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16201,1554,5 村田内科医院 〒990-0031 023-633-5580村田　光太郎 村田　光太郎 平21. 4. 1内   消   診療所
     山医625 山形市十日町４丁目７－２３メデ常　勤:    1 新規 現存
     ィカルプラザ十日町３Ｆ (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16301,1555,2 十日町ようこクリニッ〒990-0031 023-623-9200深瀬　洋子 深瀬　洋子 平21. 9. 1内   診療所
     山医626 ク 山形市十日町三丁目２－８クレス常　勤:    1 新規 女性内科 現存
     十日町１階 (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16401,1556,0 レディースクリニック〒990-0885 023-674-0815髙山　和人 髙山　和人 平21. 9. 1産婦 診療所
     山医627 高山 山形市嶋北一丁目１４番１３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16501,1558,6 いなむら耳鼻咽喉科ク〒990-2484 023-643-3344医療法人社団いなむら稲村　博雄 平22. 2. 1耳い 診療所
     山医629 リニック 山形市篭田三丁目１番２号 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)稲村　博雄 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  16601,1559,4 医療法人社団松柏会わ〒990-0047 023-634-3460医療法人社団松柏会　伊藤　英三 平22. 3. 1内   診療所
     山医630 かばクリニック 山形市旅篭町１丁目７番２３号 常　勤:    1理事長　髙橋　敬治 移転 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16701,1560,2 べにばな内科クリニッ〒990-2339 023-688-3511齋藤　博 齋藤　博 平22. 4. 1内   消   心内診療所
     山医631 ク 山形市成沢西四丁目１１番３２号常　勤:    1 交代 呼   精   現存
     (医       1) 平28. 4. 1腫瘍内科、漢方
     非常勤:    1 内科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16801,1561,0 桃井整形外科 〒990-0041 023-615-7115桃井　義敬 桃井　義敬 平22. 6. 1整外 リハ 診療所
     山医632 山形市緑町四丁目１４番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16901,1562,8 林内科・レディースク〒990-2339 023-688-8681医療法人社団正英会　林　淑子 平22. 5. 1一般         2診療所
     山医633 リニック 山形市成沢西２丁目１番２１号 常　勤:    2理事長　林　淑子 組織変更 婦   内   循  現存
     (医       2) 平28. 5. 1消   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17001,1565,1 高柳整形外科クリニッ〒990-0031 023-631-7267医療法人社団恵誠会　髙柳　誠 平22.11. 1整外 リハ リウ診療所
     山医636 ク 山形市十日町三丁目７番２２号 常　勤:    1理事長　髙柳　誠 移転 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17101,1567,7 わだ心療内科クリニッ〒990-0021 023-624-0246医療法人三和会　理事和田　正 平22.12. 1精   内   神  診療所
     山医638 ク 山形市小白川町四丁目３番２４号常　勤:    1長　和田　正 移転 心内 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17201,1569,3 こにだ高橋クリニック〒990-0035 023-633-0602髙橋　紀子 髙橋　紀子 平23. 4. 1内   循   呼  診療所
     山医640 山形市小荷駄町１２番３２号 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17301,1570,1 武田眼科医院 〒990-0031 023-623-3455武田　和夫 武田　和夫 平23. 4. 1眼   診療所
     山医641 山形市十日町一丁目３番３７号 常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17401,1571,9 山形クリニック 〒990-2444 023-625-5515医療法人光仁会　理事鈴木　庸夫 平23. 6. 1内   ひ   皮  診療所
     山医642 山形市南四番町３番６号 常　勤:    2長　廣井　正彦 その他 現存
     (医       2) 平29. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  17501,1572,7 荒井小児科医院 〒990-2482 023-674-8357荒井　崇彦 荒井　崇彦 平23. 6. 1小   アレ 呼  診療所
     山医643 山形市久保田１丁目４－２７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17601,1574,3 医療法人真理子レディ〒990-0032 023-632-0666医療法人真理子レディ伊藤　眞理子 平23. 9. 1婦   産   診療所
     山医645 ースクリニック 山形市小姓町６番３５号 常　勤:    1ースクリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　伊藤　眞理子 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17701,1575,0 山形市休日夜間診療所〒990-0039 023-641-3650一般社団法人山形市医門馬　孝 平23. 9. 1小   内   外  診療所
     山医646 山形市香澄町二丁目９番３９号 常　勤:    1師会　会長　門馬　孝 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:   24
     (医      24)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17801,1576,8 かんの眼科 〒990-2451 023-674-8513菅野　誠 菅野　誠 平23. 9. 1眼   診療所
     山医647 山形市吉原２－１０－５ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17901,1577,6 宮川整形外科クリニッ〒990-0057 023-623-6110医療法人宮川整形外科宮川　修一 平23. 9. 1整外 リハ 診療所
     山医648 ク 山形市宮町二丁目１番３４号 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)宮川　修一 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18001,1578,4 かつうら小児科 〒990-0024 023-642-7222医療法人かつうら小児勝浦　理彦 平23.10. 1小   アレ 診療所
     山医649 山形市あさひ町１５番１５号 常　勤:    1科　理事長　勝浦　理 組織変更 現存
     (医       1)彦 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18101,1580,0 美畑町耳鼻咽喉科クリ〒990-2493 023-623-2763医療法人笠島耳鼻咽喉笠島　和子 平24. 2. 1耳い 診療所
     山医651 ニック 山形市美畑町１２番１２号 常　勤:    2科医院　理事長　笠島 移転 現存
     (医       2)　和子 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18201,1581,8 西條クリニック 〒990-0025 023-642-3332医療法人西條クリニッ西條　進 平24. 4. 1内   外   こう診療所
     山医652 山形市あこや町三丁目１２番１５常　勤:    1ク　理事長　西條　進 組織変更 リハ 現存
     号 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18301,1582,6 池田小児科クリニック〒990-2313 023-666-8220医療法人社団池田小児池田　博行 平24. 4. 3小   診療所
     山医653 山形市大字松原３１１番地１ 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　池田　博行 平30. 4. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18401,1583,4 あきらクリニック 〒990-2444 023-687-1855渡辺　章 渡辺　章 平24. 6. 1内   循   呼  診療所
     山医654 山形市南四番町１２－１０ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  18501,1586,7 由美子こどもクリニッ〒990-0892 023-681-4150高橋　由美子 高橋　由美子 平24.10. 1小   診療所
     山医657 ク 山形市大字中野４１０１番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18601,1587,5 さとこ女性クリニック〒990-0892 023-687-0213井上　聡子 井上　聡子 平24. 9.25婦   内   診療所
     山医658 山形市大字中野４１０３ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平24. 9.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18701,1588,3 かわしま内科循環器科〒990-0832 023-646-7220医療法人かわしまクリ川島　祐彦 平24.10. 1内   循   呼  診療所
     山医659 クリニック 山形市城西町５丁目２９－２２ 常　勤:    1ニック　理事長　川島 組織変更 現存
     (医       1)　祐彦 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18801,1591,7 佐藤眼科医院銅町クリ〒990-0051 023-664-1310医療法人社団泰道会　佐藤　さくら 平25. 3. 1眼   診療所
     山医661 ニック 山形市銅町一丁目６番３５号 常　勤:    1理事長　佐藤　泰司 新規 現存
     (医       1) 平25. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18901,1592,5 おおたけ医院 〒990-2443 023-633-2571医療法人社団大竹医院大竹　祐輔 平25. 4. 1耳い アレ 診療所
     山医662 山形市南三番町７番１８号 常　勤:    2　理事長　大竹　祐輔 移転 現存
     (医       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19001,1593,3 きくち内科医院 〒990-2431 023-664-1285菊地　義文 菊地　義文 平25. 4. 1内   消   診療所
     山医663 山形市松見町１６－２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19101,1595,8 ちばクリニック 〒990-2447 023-625-7500医療法人仁誠会　理事千葉　昌和 平25. 5. 1内   外   診療所
     山医665 山形市元木二丁目９番３９号 常　勤:    1長　千葉　昌和 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19201,1598,2 医療法人社団笠原整形〒990-2482 023-645-1567医療法人社団笠原整形笠原　信男 平25.10.15整外 リハ リウ診療所
     山医668 外科 山形市久保田一丁目８番１３号 常　勤:    2外科　理事長　笠原　 移転 現存
     (医       2)信男 平25.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19301,1599,0 本町矢吹クリニック 〒990-0043 023-615-1877医療法人社団清永会　金谷　透 平25.12. 1内   リハ 診療所
     山医669 山形市本町一丁目６－１７ 常　勤:    4理事長　矢吹　清隆 移転 腎臓内科 現存
     (医       4) 平25.12. 1
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19401,1600,6 横田耳鼻咽喉科医院 〒990-2323 023-629-8585医療法人横田医院　理横田　雅司 平17.11. 1耳い 診療所
     山医581 山形市桜田東２－１０－４０ 常　勤:    1事長　横田　雅司 組織変更 現存
     (医       1) 平29.11. 1
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  19501,1601,4 相馬脳神経クリニック〒990-0023 023-634-2111医療法人瑞昭会相馬脳相馬　正男 平26. 1. 1脳外 神内 リハ診療所
     山医670 山形市松波１丁目１１番３５号 常　勤:    1神経クリニック　理事 組織変更 内   現存
     (医       1)長　相馬　正男 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19601,1602,2 矢吹病院 〒990-0885 023-682-8566医療法人社団清永会　矢吹　清隆 平25.12. 1一般 病院
     山医671 山形市嶋北四丁目５－５ 常　勤:    7理事長　矢吹　清隆 移転     一般    40現存
     (医       7) 平25.12. 1内   外   整外
     非常勤:   29 放   消   心内
     (医      29) リハ 麻   
     腎臓内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19701,1603,0 白壁内科クリニック 〒990-0864 023-682-8811医療法人社団白壁内科白壁　昌憲 平26. 1. 1内   循   呼  診療所
     山医672 山形市陣場一丁目９番２１号 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 消   現存
     (医       1)白壁　昌憲 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19801,1606,3 医療法人社団一庸会　〒990-2483 023-664-0303医療法人社団一庸会い依知川　潔 平26. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     山医675 いちかわ整形外科 山形市上町３丁目１２番１２号 常　勤:    1ちかわ整形外科　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　依知川　潔 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19901,1607,1 皮ふ科桜井医院 〒990-2413 023-625-1241医療法人社団皮ふ科桜櫻井　學 平26. 4. 1皮   診療所
     山医676 山形市南原町三丁目１番３号 常　勤:    1井医院　理事長　櫻井 移転 現存
     (医       1)　學 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20001,1608,9 緑町山田医院 〒990-0041 023-665-1152山田　正枝 山田　正枝 平26. 6. 4精   心内 診療所
     山医677 山形市緑町三丁目２番５１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 6. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20101,1609,7 まつだクリニック 〒990-0813 023-682-3136医療法人社団まつだク松田　綵子 平26. 6. 1内   循   消  診療所
     山医678 山形市桧町二丁目１１番１５号 常　勤:    2リニック　理事長　松 移転 小   現存
     (医       2)田　綵子 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20201,1610,5 霞城眼科クリニック 〒990-0828 023-665-1177窪寺　俊晴 窪寺　俊晴 平26. 7. 1眼   診療所
     山医679 山形市双葉町二丁目４番２３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20301,1611,3 ブレインクリニック妻〒990-0886 023-665-1551妻沼　到 妻沼　到 平26. 7. 1脳外 内   リハ診療所
     山医680 沼 山形市嶋南２丁目７－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  20401,1614,7 こんの小児科クリニッ〒990-0051 023-687-0380医療法人こんの小児科今野　昭宏 平27. 1. 5小   アレ 診療所
     山医683 ク 山形市銅町二丁目６番６号 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)今野　昭宏 平27. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20501,1615,4 こまつ整形外科クリニ〒990-2463 023-647-3882医療法人社団こまつ整小松　芳之 平27. 2. 1整外 リハ リウ診療所
     山医684 ック 山形市富の中四丁目４番２１号 常　勤:    1形外科クリニック　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　小松　芳之 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20601,1616,2 一般財団法人全日本労〒990-0853 023-673-0707一般財団法人全日本労遠藤　政夫 平27. 5. 1内   診療所
     山医685 働福祉協会東北支部山山形市西崎４９－６ 常　勤:    3働福祉協会　会長　栁 新規 現存
     形健診センター (医       3)澤　信夫 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20701,1617,0 ＴＦメディカル嶋北内〒990-0885 023-665-0101医療法人松若会　理事福原　宗久 平27. 6. 1内   脳外 胃  診療所
     山医686 科脳神経外科クリニッ山形市嶋北３丁目１番１１号 常　勤:    2長　福原　宗久 組織変更 神内 現存
     ク (医       2) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20801,1618,8 いしい醫院 〒990-2463 023-666-6290石井　玲子 石井　玲子 平27.10. 1精   診療所
     山医687 山形市富の中４－１－２７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20901,1619,6 橘内科循環器内科クリ〒990-0822 023-674-0180橘　英明 橘　英明 平27.10. 1内   循   診療所
     山医688 ニック 山形市北山形２丁目５番４３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21001,1620,4 つのだ内科クリニック〒990-2324 023-665-0223角田　裕一 角田　裕一 平27.11. 1内   循   呼  診療所
     山医689 山形市青田南２４番４５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21101,1621,2 あかねヶ丘えんどう耳〒990-2483 023-645-7070遠藤　里見 遠藤　里見 平27.12. 1耳い 気食 アレ診療所
     山医690 鼻咽喉科 山形市上町４丁目１４番２０号 常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21201,1623,8 さいとう脳神経・内科〒990-2323 023-666-6904斎藤　尚宏 斎藤　尚宏 平28.11. 1内   神内 精  診療所
     山医692 クリニック 山形市桜田東１丁目１４－１８ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21301,1624,6 まつながキッズクリニ〒990-0831 023-687-0225医療法人社団まつなが松永　明 平29. 1. 1小   診療所
     山医693 ック 山形市西田二丁目２番１０号 常　勤:    1キッズクリニック　理 組織変更 腎臓内科 現存
     (医       1)事長　松永　明 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  21401,1625,3 ふじもり形成外科クリ〒990-0023 023-625-5880医療法人友好会　理事藤盛　成裕 平29. 3.15形外 皮   美外診療所
     山医694 ニック 山形市松波二丁目２番６号 常　勤:    1長　藤盛　成裕 移転 現存
     (医       1) 平29. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21501,1626,1 あかねヶ丘高橋レディ〒990-2482 023-673-0123高橋　一広 高橋　一広 平29. 4. 1婦   診療所
     山医695 スクリニック 山形市久保田２－１６－１９ 常　勤:    1 新規 女性内科 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21601,1627,9 いしだ耳鼻咽喉科クリ〒990-0834 023-674-7603石田　晃弘 石田　晃弘 平29. 4. 1耳い 診療所
     山医696 ニック 山形市清住町二丁目２番１２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21701,1628,7 しろにし診療所 〒990-0832 023-643-2017医療生活協同組合やま小川　裕 平29. 4. 1内   診療所
     山医697 山形市城西町４丁目２７－２５ 常　勤:    1がた　代表理事　佐藤 その他 現存
     (医       1)　満雄 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21801,1629,5 さがえ整形外科クリニ〒990-0025 023-631-8336医療法人社団さがえ整寒河江　正明 平29. 5. 1整外 リハ 診療所
     山医698 ック 山形市あこや町二丁目２番２３号常　勤:    1形外科クリニック　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　寒河江　正明 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21901,1630,3 かとう内科クリニック〒990-2172 023-687-1706加藤　直美 加藤　直美 平29. 9. 1内   呼   循  診療所
     山医699 山形市大字千手堂字大門９６番地常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22001,1631,1 片桐皮膚科医院 〒990-0031 023-665-5873医療法人社団片桐皮膚片桐　美之 平29.11. 1皮   診療所
     山医700 山形市十日町三丁目１番３６号 常　勤:    1科医院　理事長　片桐 組織変更 現存
     (医       1)　美之 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22101,1632,9 にとうべ内科 〒990-2313 023-665-5600医療法人社団にとうべ二藤部　丈司 平29.12. 1内   循   診療所
     山医701 山形市大字松原４８８－１８ 常　勤:    1内科　理事長　二藤部 組織変更 現存
     (医       1)　丈司 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22201,1633,7 塩見整形 〒990-2339 023-674-8585医療法人社団禄瑛会　塩見　朗 平30. 1. 4整外 リハ リウ診療所
     山医702 山形市成沢西一丁目２番６号 常　勤:    1理事長　塩見　朗 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22301,1634,5 山形眼科 〒990-0039 023-626-0020横山　大輔 横山　大輔 平30. 4. 1一般 診療所
     山医703 山形市香澄町二丁目４番１号 常　勤:    2 新規     一般     3現存
     (医       2) 平30. 4. 1眼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  22401,1635,2 一般社団法人山形市医〒990-2461 023-645-7222一般社団法人山形市医有川　卓 平30. 5. 1内   診療所
     山医704 師会　山形市医師会健山形市南館五丁目３番１０号 常　勤:    1師会　会長　門馬　孝 移転 現存
     診センター (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:   59
     (医      59)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22501,1636,0 ふるかわ整形外科クリ〒990-2444 023-665-0188古川　孝志 古川　孝志 平30. 5. 1整外 リハ 診療所
     山医705 ニック 山形市南四番町７番１８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22604,1003,7 三友堂病院 〒992-0045 0238-24-3700一般財団法人三友堂病仁科　盛之 昭32.10.16一般       190病院
     米医4 米沢市中央６－１－２１９ 常　勤:   24院　理事長　仁科　盛 新規 内   神内 呼  現存
     (医      19)之 平29.10.16消   循   外  
     (薬       5) 整外 脳外 呼外
     非常勤:   51 心外 皮   ひ  
     (医      51) 婦   眼   リハ
     放   麻   アレ
     心内 精   
     緩和ケア内科、
     緩和ケア外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22704,1021,9 医療法人舟山病院 〒992-0027 0238-23-4435医療法人舟山病院　理鬼満　圭一 昭39. 8.20一般 病院
     米医52 米沢市駅前２－４－８ 常　勤:    9事長　舟山　進 新規     一般   120現存
     (医       9) 平24. 8.20療養
     非常勤:   22     療養    60
     (医      22) 内   呼   消  
     循   小   外  
     整外 形外 脳外
     小外 ひ   こう
     婦   眼   リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  22804,1033,4 米沢市立病院 〒992-8502 0238-22-2450米沢市長　中川　勝 大串　雅俊 昭40. 6. 1一般       322病院
     (04,3090,8) 米沢市相生町６－３６ 常　勤:   41 新規 内   循   消  現存
     米医72 (医      39) 平28. 6. 1呼内 神内 小  
     (薬       2) 精   皮   アレ
     非常勤:   33 放   外   呼外
     (医      33) 心外 整外 形外
     脳外 ひ   透析
     産婦 眼   耳い
     麻   リハ 救命
     病理 歯   他  
     内視鏡内科　内
     視鏡外科　腎臓
     内科　緩和ケア
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22904,1064,9 成島園診療所 〒992-0083 0238-37-2355社会福祉法人緑成会　新野　香逸 昭52.11.15内   診療所
     米医107 米沢市広幡町成島字窪平山２１２常　勤:    1理事長　渡邉　征男 新規 現存
     ０－５ (医       1) 平28.11.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23004,1075,5 平井医院 〒992-0072 0238-23-0464平井　庸夫 平井　庸夫 昭55. 7.31ひ   内   外  診療所
     米医118 米沢市舘山４－３－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23104,1077,1 米沢栄光の里診療所 〒992-1122 0238-28-5188社会福祉法人米沢栄光篠原　守信 昭57. 4. 1内   精   歯  診療所
     (04,3034,6) 米沢市万世町梓山５４９４－１ 常　勤:    1の里　理事長　吉田　 新規 現存
     米医120 (医       1)一明 平30. 4. 1
     非常勤:   15
     (医       6)
     (歯       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23204,1079,7 神尾胃腸科 〒992-0054 0238-22-1010神尾　義彦 神尾　義彦 昭57.11. 1内   消   診療所
     米医122 米沢市城西３－２－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23304,1087,0 医療法人古川医院 〒992-0012 0238-21-1060医療法人古川医院　理古川　和秀 昭63. 4. 1内   小   消  診療所
     米医130 米沢市金池二丁目６番３５号 常　勤:    2事長　古川　和秀 新規 現存
     (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  23404,1091,2 医療法人社団慈敬会よ〒992-0045 0238-24-2500医療法人社団慈敬会　平田　勲 平元. 4. 1一般         8診療所
     米医133 ねざわ眼科 米沢市中央３－３－２ 常　勤:    1理事長　平田　勲 新規 眼   現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23504,1092,0 中條医院 〒992-0045 0238-23-2070中條　明夫 中條　明夫 平元.12. 1内   外   耳い診療所
     米医134 米沢市中央５－２－４３ 常　勤:    2 新規 リハ 放   アレ現存
     (医       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23604,1096,1 医療法人斎藤医院 〒992-0027 0238-22-2021医療法人斎藤医院　理斎藤　克之 平 3. 1. 1ひ   外   診療所
     米医138 米沢市駅前４－３－３５ 常　勤:    1事長　斎藤　克之 新規 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23704,1097,9 小児科入間田医院 〒992-0045 0238-23-1629入間田　潔 入間田　潔 平 3. 7. 1小   診療所
     米医139 米沢市中央６－１－２５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23804,1098,7 医療法人消化器内科遠〒992-0045 0238-21-3161医療法人消化器内科遠遠藤　一平 平 3. 9. 1内   胃   消  診療所
     米医140 藤一平医院 米沢市中央４－７－２６ 常　勤:    1藤一平医院　理事長　 新規 現存
     (医       1)遠藤　一平 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23904,1102,7 内科島津医院 〒992-0045 0238-23-2136島津　博達 島津　博達 平 4. 1. 1内   診療所
     米医144 米沢市中央４－８－４７ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24004,1103,5 島田皮膚科医院 〒992-0062 0238-22-4112島田　耕司 島田　耕司 平 4. 8. 3皮   診療所
     米医145 米沢市林泉寺２－４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 8. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24104,1104,3 早川小児科医院 〒992-0057 0238-22-2107早川　洋 早川　洋 平 4.11. 2小   診療所
     米医146 米沢市成島町１－５－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24204,1108,4 医療法人齋藤内科医院〒992-0017 0238-22-3600医療法人齋藤内科医院齋藤　万一郎 平 5. 4. 1内   胃   循  診療所
     米医150 米沢市桜木町１－７０ 常　勤:    1　理事長　齋藤　万一 新規 小   現存
     (医       1)郎 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  24304,1109,2 博済会高橋胃腸科外科〒992-0059 0238-23-0620医療法人博済会　理事髙橋　秀昭 平 6. 1. 4内   外   消  診療所
     米医151 医院 米沢市西大通一丁目６番８７号 常　勤:    1長　高橋　秀昭 新規 現存
     (医       1) 平30. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24404,1111,8 米沢市平日夜間・休日〒992-0059 0238-22-9922米沢市長 石橋　正道 平 6. 4. 1内   小   診療所
     米医153 診療所 米沢市西大通１丁目５番６０号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:   59
     (医      59)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24504,1112,6 酒井耳鼻咽喉科医院 〒992-0058 0238-23-3341酒井　仁 酒井　仁 平 6. 8. 1耳い 診療所
     米医154 米沢市木場町３－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24604,1113,4 大辻外科胃腸科医院 〒992-0045 0238-21-2242大辻　圭一 大辻　圭一 平 6. 8. 1内   胃   外  診療所
     米医155 米沢市中央１－２－１０ 常　勤:    1 新規 整外 形外 皮  現存
     (医       1) 平24. 8. 1ひ   こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24704,1115,9 ささきクリニック 〒992-0045 0238-24-1221医療法人ささきクリニ佐々木　公一郎 平 6.10. 1内   精   心内診療所
     米医157 米沢市中央３－１－２４ 常　勤:    1ック　理事長　佐々木 新規 現存
     (医       1)　公一郎 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24804,1116,7 医療法人社団小林医院〒992-0045 0238-21-8181医療法人社団小林医院小林　正義 平 7. 5. 1内   消   診療所
     米医158 米沢市中央７－１－３０ 常　勤:    1　理事長　小林　正義 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24904,1118,3 医療法人金池クリニッ〒992-0012 0238-22-3666医療法人金池クリニッ近　芳久 平 7.11. 1小   耳い 気食診療所
     米医160 ク 米沢市金池３－２－３１ 常　勤:    1ク　理事長　近　芳久 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25004,1121,7 羅医院 〒992-0025 0238-26-2345羅　美杰 羅　美杰 平 8. 4. 1内   循   診療所
     米医163 米沢市通町４－７－２７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25104,1122,5 くぼた診療所 〒992-0003 0238-37-6151工藤　良三 工藤　良三 平 8. 3. 1内   診療所
     米医164 米沢市窪田町窪田１３０６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25204,1123,3 医療法人社団根際会も〒992-0057 0238-23-2471医療法人社団根際会　森　洋幸 平 8. 3. 1内   外   整外診療所
     米医165 り医院 米沢市成島町２－１－３５ 常　勤:    2理事長　森　洋幸 新規 胃   消   皮  現存
     (医       2) 平29. 3. 1こう 
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  25304,1125,8 医療法人メディカルプ〒992-0016 0238-24-3311医療法人メディカルプ山口　隆将 平 8. 9. 1内   神内 胃  診療所
     米医167 ラザ山口医院 米沢市川井小路１－３ 常　勤:    2ラザ山口医院　理事長 新規 外   整外 脳外現存
     (医       2)　山口　隆 平29. 9. 1皮   こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25404,1127,4 三友堂リハビリテーシ〒992-0057 0238-21-8100一般財団法人三友堂病穂坂　雅之 平 9. 4. 1療養       120病院
     米医169 ョンセンター 米沢市成島町三丁目２番９０号 常　勤:    7院　理事長　仁科　盛 新規 リハ 神内 内  療養病床
     (医       4)之 平30. 4. 1 現存
     (薬       3)
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25504,1130,8 医療法人くまの医院 〒992-0039 0238-22-6000医療法人くまの医院　熊野　仁昌 平11. 1. 1一般    診療所
     米医172 米沢市門東町１－４－４ 常　勤:    1理事長　熊野　仁昌 組織変更 療養    現存
     (医       1) 平29. 1. 1内   循   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25604,1131,6 医療法人堀内医院 〒992-0031 0238-22-2210医療法人堀内医院　理堀内　義美 平11. 4. 1一般         3診療所
     米医173 米沢市大町３－６－７ 常　勤:    2事長　堀内　義美 新規 内   胃   消  現存
     (医       2) 平29. 4. 1外   こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25704,1133,2 こせき腎・泌尿器科こ〒992-0031 0238-21-8787小関　圭子 小関　圭子 平11. 6.21ひ   内   小  診療所
     米医175 せき小児科 米沢市大町４－４－１４ 常　勤:    2 新規 外   皮   性  現存
     (医       2) 平29. 6.21心内 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25804,1134,0 米沢駅前クリニック 〒992-0023 0238-26-5810社会医療法人公徳会　佐藤　忠宏 平12. 1. 4精   心内 診療所
     米医176 米沢市下花沢２－７－２０ 常　勤:    1理事長　佐藤　忠宏 新規 児童精神科　老現存
     (医       1) 平30. 1. 4年精神科
     非常勤:   17
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25904,1135,7 中山胃腸科内科医院 〒992-0052 0238-21-3208中山　裕一 中山　裕一 平11.12.27消   内   診療所
     米医177 米沢市丸の内２丁目２番５３号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29.12.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26004,1136,5 笹井内科クリニック 〒992-0061 0238-22-5221医療法人社団笹井内科笹井　祐之 平12. 4. 1内   呼   循  診療所
     米医178 米沢市堀川町４番４１号 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)笹井　祐之 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26104,1138,1 庄司眼科クリニック 〒992-0047 0238-26-1556医療法人庄司眼科クリ庄司　賢二 平13. 4. 2眼   診療所
     米医180 米沢市徳町４ー４７ 常　勤:    1ニック　理事長　庄司 新規 現存
     (医       1)　賢二 平25. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26204,1139,9 石山内科クリニック 〒992-0035 0238-39-2020医療法人社団石山内科石山　清司 平13. 4. 1内   胃   消  診療所
     米医181 米沢市太田町５ー１５３０ー６７常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)石山　清司 平25. 4. 1
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  26304,1141,5 たかだ内科 〒992-1124 0238-26-9337高田　一男 高田　一男 平13. 6. 1内   呼   循  診療所
     米医183 米沢市万世町金谷　６６６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26404,1142,3 田中クリニック 〒992-0117 0238-28-3505医療法人田中クリニッ田中　雄二 平13.12. 1内   胃   小  診療所
     米医184 米沢市大字川井２３５６－１ 常　勤:    1ク　理事長　田中　雄 移転 外   こう 現存
     (医       1)二 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26504,1143,1 泉町クリニック 〒992-0063 0238-38-2998我妻　敏 我妻　敏 平14. 4. 1内   精   神内診療所
     米医185 米沢市泉町２－３－１０ 常　勤:    1 新規 心内 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26604,1145,6 医療法人　さの医院 〒992-0045 0238-26-1020医療法人さの医院　理佐野　隆一 平15. 4. 1内   消胃 診療所
     米医187 米沢市中央３－４－３６ 常　勤:    1事長　佐野　隆一 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26704,1146,4 春日皮フ科 〒992-0044 0238-23-5700杉木　浩 杉木　浩 平16. 1. 5皮   診療所
     米医188 米沢市春日２－３－５０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26804,1147,2 医療法人前田整形外科〒992-0044 0238-26-8415医療法人前田整形外科前田　慎吾 平16. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     米医189 クリニック 米沢市春日２－６－５１ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)前田　慎吾 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26904,1148,0 しおいクリニック 〒992-0042 0238-21-2276鈴木　正人 鈴木　正人 平16. 3. 1内   整外 外  診療所
     米医190 米沢市塩井町塩野２０５７ 常　勤:    1 新規 皮   現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27004,1149,8 いまい医院 〒992-0022 0238-22-1867今井　高二 今井　高二 平17. 2. 1内   診療所
     米医191 米沢市花沢町２６９５－５ 常　勤:    1 新規 主たる診療科：現存
     (医       1) 平29. 2. 1乳腺外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27104,1150,6 かとう整形外科クリニ〒992-0055 0238-24-7001加藤　浩 加藤　浩 平18.10. 4整外 リハ リウ診療所
     米医192 ック 米沢市御廟３ー２ー１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27204,1152,2 医療法人石橋医院 〒992-0046 0238-23-0328医療法人石橋医院　理石橋　正道 平19. 7. 1内   消   診療所
     米医194 米沢市信夫町５－１９ 常　勤:    1事長　石橋　正道 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  27304,1154,8 花沢アイクリニック 〒992-0022 0238-40-0606梅津　由子 梅津　由子 平21.10. 1眼   診療所
     米医196 米沢市花沢町２６９５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27404,1156,3 さくらクリニック 〒992-0042 0238-26-1087医療法人さくらクリニ新野　隆宏 平23. 2. 1一般        11診療所
     米医198 米沢市塩井町塩野１４９５－５ 常　勤:    1ック　理事長　新野　 組織変更 産   婦   現存
     (医       1)隆宏 平29. 2. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27504,1157,1 ごとう整形外科クリニ〒992-0022 0238-21-5103後藤　文昭 後藤　文昭 平23. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     米医199 ック 米沢市花沢町２６８７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27604,1158,9 黄木脳神経クリニック〒992-0011 0238-37-3028黄木　正登 黄木　正登 平24. 1. 1脳外 神内 内  診療所
     米医200 米沢市中田町９８１－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27704,1159,7 医療法人大道寺医院 〒992-0026 0238-21-5353医療法人大道寺医院　大道寺　浩一 平24.12. 3内   胃   消  診療所
     米医201 米沢市東３丁目４番４１号 常　勤:    1理事長　大道寺　浩一 移転 外   現存
     (医       1) 平24.12. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27804,1160,5 産科婦人科島貫医院 〒992-0045 0238-23-1776医療法人産科婦人科島島貫　洋人 平25. 1. 1一般        15診療所
     米医202 米沢市中央２－５－１２ 常　勤:    2貫医院　理事長　島貫 組織変更 産   婦   現存
     (医       2)　洋人 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27904,1161,3 松田外科医院 〒992-0054 0238-21-1155松田　和久 松田　和久 平25. 1. 4一般         3診療所
     米医203 米沢市城西４－４－２５ 常　勤:    1 交代 外   整外 消  現存
     (医       1) 平25. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28004,1162,1 きだ内科クリニック 〒992-0012 0238-22-1501木田　雅文 木田　雅文 平25. 4. 1内   消   診療所
     米医204 米沢市金池六丁目４番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28104,1163,9 よこやまクリニック 〒992-0026 0238-40-1884横山　英一 横山　英一 平25. 5. 1内   外   診療所
     米医205 米沢市東一丁目３－２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28204,1164,7 岡田こどもクリニック〒992-0039 0238-40-8641岡田　昌彦 岡田　昌彦 平26. 4. 1小   アレ 診療所
     米医206 米沢市門東町１丁目４－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  28304,1165,4 ゆめクリニック 〒992-0026 0238-26-1537医療法人社団ゆめクリ太田　信彦 平26. 5. 1婦   診療所
     米医207 米沢市東３丁目９番３号 常　勤:    1ニック　理事長　太田 組織変更 現存
     (医       1)　信彦 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28404,1166,2 米沢こころの病院 〒992-0119 0238-27-0506社会医療法人公徳会　御供　正明 平29. 6. 1精神       108病院
     米医208 米沢市アルカディア一丁目８０８常　勤:    5理事長　佐藤　忠宏 新規 精   心内 現存
     番３２ (医       5) 平29. 6. 1児童精神科、老
     非常勤:   18 年精神科
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28504,1167,0 こまがた医院 〒992-0057 0238-27-0303駒形　依子 駒形　依子 平30. 1. 1婦   診療所
     米医209 米沢市成島町３丁目２番１２７－常　勤:    1 新規 漢方内科 現存
     １２号 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28607,1078,2 医療法人宮原病院 〒997-0818 0235-23-3311医療法人宮原病院　理長島　早苗 昭47.10. 2一般        39病院
     鶴医135 鶴岡市三和町１－５３ 常　勤:    2事長　宮原　信弘 新規 内   外   小外現存
     (医       2) 平29.10. 2呼   消   循  
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28707,1110,3 協立大山診療所 〒997-1124 0235-33-1165医療生活協同組合やま佐藤　満雄 昭59. 4.16内   心内 診療所
     鶴医166 鶴岡市大山２－２６－３ 常　勤:    1がた　理事長　佐藤　 新規 現存
     (医       1)満雄 平29. 4.16
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28807,1111,1 荘内地区健康管理セン〒997-0035 0235-22-6445一般社団法人鶴岡地区鈴木　伸男 昭59. 4.16内   消   循  診療所
     鶴医167 ター 鶴岡市馬場町１番４５号 常　勤:    3医師会　会長　土田　 新規 放   現存
     (医       3)兼史 平29. 4.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28907,1112,9 鶴岡協立病院 〒997-0816 0235-23-6060医療生活協同組合やま堀内　隆三 昭59. 5. 7一般       199病院
     鶴医168 鶴岡市文園町９－３４ 常　勤:   10がた　理事長　佐藤　 新規 内   小   外  現存
     (医       9)満雄 平29. 5. 7心外 皮   ひ  
     (薬       1) 産婦 リハ 放  
     非常勤:   69 整外 気食 消  
     (医      68) 循   脳外 
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29007,1117,8 武田医院 〒997-0043 0235-25-1114武田　徹 武田　徹 昭61. 5. 1内   精   神  診療所
     鶴医173 鶴岡市東新斎町１４－８ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平28. 5. 1
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  29107,1120,2 齋藤医院 〒997-1204 0235-33-3030齋藤　愼 齋藤　愼 昭61. 9.16内   診療所
     鶴医176 鶴岡市加茂字加茂１７７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29207,1123,6 池田内科医院 〒997-0034 0235-23-6166医療法人社団久医会　渡邊　清 昭62.10. 1消   呼   循  診療所
     鶴医179 鶴岡市本町３－１７－１７ 常　勤:    4理事長　渡邊　清 新規 主たる診療科：現存
     (医       3) 平29.10. 1糖尿病内科
     (薬       1)
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29307,1125,1 こどもクリニックすず〒997-0022 0235-23-3288鈴木　準 鈴木　準 昭62.11. 2小   診療所
     鶴医181 き 鶴岡市切添町１６－１５ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29.11. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29407,1130,1 医療法人社団三浦産婦〒997-0024 0235-22-0228医療法人社団三浦産婦三浦　宏平 平元. 4. 1産婦 診療所
     鶴医186 人科医院 鶴岡市朝暘町４－１０ 常　勤:    1人科医院　理事長　三 新規 現存
     (医       1)浦　宏平 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29507,1131,9 医療法人千仁会中目内〒997-0027 0235-25-2011医療法人千仁会　理事中目　千之 平元.10. 1内   消   循  診療所
     鶴医187 科胃腸科医院 鶴岡市昭和町１０－５ 常　勤:    2長　中目　千之 新規 内視鏡内科、肝現存
     (医       2) 平28.10. 1臓内科、脂質代
     謝内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29607,1133,5 医療法人渡部泌尿器科〒997-0034 0235-22-0461医療法人渡部泌尿器科渡部　隆二 平 2. 3. 1ひ   内   診療所
     鶴医189 内科医院 鶴岡市本町２－１６－４ 常　勤:    1内科医院　理事長　渡 新規 現存
     (医       1)部　隆二 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29707,1135,0 本田耳鼻咽喉科医院 〒997-0044 0235-25-1133本田　学 本田　学 平 2.10. 1耳い 内   気食診療所
     鶴医191 鶴岡市新海町１３－２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29807,1137,6 いずみまちクリニック〒997-0033 0235-23-5731医療法人社団諸橋医院諸橋　政人 平 3. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     鶴医193 鶴岡市泉町８番６６号 常　勤:    2　理事長　諸橋　政人 新規 現存
     (医       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29907,1141,8 島眼科医院 〒997-0034 0235-22-4686医療法人アイリス　理片桐　哲郎 平 4. 8. 1眼   診療所
     鶴医197 鶴岡市本町２－３－９ 常　勤:    1事長　黒澤　明充 新規 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
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  30007,1142,6 黒沢眼科医院 〒997-0027 0235-24-9638医療法人アイリス　理黒澤　明充 平 4. 8. 1一般        11診療所
     鶴医198 鶴岡市昭和町１０－２０ 常　勤:    2事長　黒澤　明充 新規 眼   現存
     (医       2) 平28. 8. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30107,1143,4 石田内科医院 〒997-0816 0235-23-0002医療法人石田内科医院石田　博 平 4. 8. 1内   消   診療所
     鶴医199 鶴岡市文園町１－５２ 常　勤:    1　理事長　石田　博 新規 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30207,1146,7 わかな内科医院 〒997-0036 0235-25-2585医療法人わかな内科医松浦　優 平 5. 9. 1内   診療所
     鶴医202 鶴岡市家中新町１１－４１ 常　勤:    1院　理事長　松浦　優 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30307,1149,1 スズキ内科クリニック〒997-0037 0235-24-7322医療法人わかば会　理鈴木　豊 平 6. 1. 1内   循   消  診療所
     鶴医205 鶴岡市若葉町２５－１５ 常　勤:    1事長　鈴木　豊 新規 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30407,1150,9 中鉢医院 〒997-0822 0235-23-6161医療法人中鉢医院　理中鉢　仁 平 6. 4. 1精   心内 診療所
     鶴医206 鶴岡市双葉町６番１３号 常　勤:    1事長　中鉢　仁 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30507,1154,1 茅原クリニック 〒997-0018 0235-22-8777医療法人社団みつわ会尾形　直人 平 7. 4. 3内   外   診療所
     鶴医210 鶴岡市茅原町２６－２３ 常　勤:    1　理事長　尾形　直人 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 3
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30607,1156,6 たんぽぽクリニック 〒997-0824 0235-25-6000医療法人人和会　理事齋藤　高志 平 7. 8. 1一般        15診療所
     鶴医212 鶴岡市日枝字鳥居上４３－１ 常　勤:    1長　齋藤　高志 新規 産婦 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30707,1159,0 医療法人石原小児科医〒997-0032 0235-24-8213医療法人石原小児科医石原　融 平 8. 3. 1小   診療所
     鶴医215 院 鶴岡市上畑町３－２３ 常　勤:    1院　理事長　石原　融 新規 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30807,1161,6 さくまクリニック 〒997-0752 0235-35-4455佐久間　豊明 佐久間　豊明 平 8.10. 1内   胃   麻  診療所
     鶴医217 鶴岡市湯田川字中田８－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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  30907,1162,4 中里医院 〒997-1124 0235-33-2142中里　純 中里　純 平 8. 9.10内   小   診療所
     鶴医218 鶴岡市大山２－２３－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31007,1163,2 いとうクリニック 〒997-0025 0235-22-3200医療法人いとうクリニ伊藤　享子 平 8.12. 1耳い 小   診療所
     鶴医219 鶴岡市日出１－１７－８ 常　勤:    2ック　理事長　伊藤　 その他 現存
     (医       2)享子 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31107,1164,0 医療法人社団滝沢眼科〒997-0034 0235-25-2533医療法人社団滝沢眼科滝沢　元 平 9. 4. 1眼   診療所
     鶴医220 鶴岡市本町三丁目７番６５号 常　勤:    1　理事長　滝沢　元 その他 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31207,1165,7 おかべ内科胃腸科医院〒997-1156 岡部　進 岡部　進 平 9. 9. 1内   胃   消  診療所
     鶴医221 鶴岡市平成町１１－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31307,1166,5 医療法人社団秀医会中〒997-0862 0235-25-3811医療法人社団秀医会　中村　秀明 平 9. 9. 1内   整外 リハ診療所
     鶴医222 村整形外科医院 鶴岡市ほなみ町５ー３０ 常　勤:    2理事長　中村　秀明 組織変更 リウ 現存
     (医       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31407,1169,9 木根淵医院 〒997-0034 0235-22-0308医療法人木根淵医院　木根淵　清志 平 9.12. 1皮   ひ   診療所
     鶴医225 鶴岡市本町一丁目６番３４号 常　勤:    2理事長　木根淵　清志 組織変更 現存
     (医       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31507,1170,7 医療法人三原皮膚科 〒997-0031 0235-22-8131医療法人三原皮膚科　三原　一郎 平10. 3. 1皮   形外 診療所
     鶴医226 鶴岡市錦町１７－３ 常　勤:    1理事長　三原　一郎 その他 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31607,1172,3 山形県立こども医療療〒997-0013 0235-23-4584山形県知事 佐藤　純子 平10. 5. 1小   内   整外診療所
     (07,3105,7) 育センター庄内支所 鶴岡市道形町４９－２１ 常　勤:    1 新規 歯   現存
     鶴医228 (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    8
     (医       5)
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31707,1173,1 上野整形外科 〒997-0029 0235-25-7676医療法人明仁会　理事上野　欣一 平10. 9. 1整外 リハ リウ診療所
     鶴医229 鶴岡市日吉町１０－４３ 常　勤:    1長　上野　欣一 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  31807,1174,9 中村内科胃腸科医院 〒997-0044 0235-25-7800医療法人秀栄会　理事中村　秀幸 平10. 9. 1内   胃   小  診療所
     鶴医230 鶴岡市新海町１４－２０ 常　勤:    1長　中村　秀幸 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31907,1176,4 鶴岡協立病院附属クリ〒997-0816 0235-28-1830医療生活協同組合やま石川　充 平11. 9. 1内   小   ひ  診療所
     鶴医232 ニック 鶴岡市文園町１１－３ 常　勤:    1がた　理事長　佐藤　 新規 神内 現存
     (医       1)満雄 平29. 9. 1
     非常勤:   21
     (医      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32007,1178,0 川上医院 〒997-0034 0235-22-3050川上　篤 川上　篤 平11.12.22内   小   診療所
     鶴医234 鶴岡市本町３－７－１０ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29.12.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32107,1179,8 藤吉内科医院 〒997-0028 0235-23-0072藤吉　欣也 藤吉　令 平12. 4. 1一般        19診療所
     鶴医235 鶴岡市山王町１４－１５ 常　勤:    3 移転 内   呼   消  現存
     (医       3) 平30. 4. 1循   放   心内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32207,1182,2 すこやかレディースク〒997-0801 0235-22-8418医療法人レスポアール斎藤　憲康 平13. 4. 1一般    診療所
     鶴医238 リニック 鶴岡市東原町１９ー２７ 常　勤:    1　理事長　齋藤　憲康 組織変更 産   婦   内  現存
     (医       1) 平25. 4. 1不妊治療内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32307,1184,8 産婦人科・小児科三井〒997-0857 0235-22-3290医療法人なごみ会　理三井　卓弥 平13.11. 1一般        41病院
     鶴医240 病院 鶴岡市美咲町２８－１ 常　勤:    2事長　三井　卓弥 移転 産婦 小   現存
     (医       2) 平25.11. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32407,1185,5 おぎわら医院 〒997-0022 0235-25-3131医療法人おぎわら医院荻原　学 平14. 4. 1内   整外 診療所
     鶴医241 鶴岡市切添町２１－２ 常　勤:    1　理事長　荻原　学 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32507,1187,1 よこやま皮膚科医院 〒997-0857 0235-29-5260横山　靖 横山　靖 平15. 4. 1皮   診療所
     鶴医243 鶴岡市美咲町２５－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32607,1189,7 さいとうクリニック 〒997-1115 0235-68-5815斎藤　元護 斎藤　元護 平15.10. 1内   診療所
     鶴医245 鶴岡市辻興屋三丁場２３－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  32707,1190,5 医療法人弘永会　斎藤〒997-0034 0235-22-3076医療法人弘永会　斎藤齋藤　純夫 平15.10. 1内   消   診療所
     鶴医246 内科医院 鶴岡市本町２－６－３０ 常　勤:    1内科医院　理事長　齋 組織変更 現存
     (医       1)藤　純夫 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32807,1191,3 庄南クリニック 〒997-0857 0235-29-4079医療法人社団こまくさ長畑　守雄 平16. 6. 1内   放   脳内診療所
     鶴医247 鶴岡市美咲町２４－８ 常　勤:    1会　理事長　長畑　守 新規 現存
     (医       1)雄 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32907,1192,1 島田クリニック 〒997-0021 0235-23-2080島田　高志 島田　高志 平16. 7. 1精   神   心内診療所
     鶴医248 鶴岡市宝町１０の２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33007,1193,9 おのこども診療所 〒997-0861 0235-28-3001小野　俊孝 小野　俊孝 平16.10. 1小   アレ 診療所
     鶴医249 鶴岡市桜新町１２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33107,1194,7 三浦クリニック 〒997-0857 0235-29-7277三浦　道治 三浦　道治 平16.12. 1ひ   診療所
     鶴医250 鶴岡市美咲町２７－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33207,1195,4 福原医院 〒997-0034 0235-22-7714福原　晶子 福原　晶子 平17. 1.22一般 診療所
     鶴医251 鶴岡市本町２丁目２－４５ 常　勤:    1 交代     一般     4現存
     (医       1) 平29. 1.22眼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33307,1202,8 佐藤医院 〒997-0151 0235-62-2755佐藤　剛 佐藤　剛 昭61. 6. 2内   小   婦  診療所
     鶴医258 鶴岡市羽黒町黒瀬字黒瀬１１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33407,1204,4 医療法人石橋内科胃腸〒999-7601 0235-64-2000医療法人石橋内科胃腸石橋　学 平 4. 8. 1内   胃   診療所
     鶴医260 科医院 鶴岡市藤島字笹花４８－１５ 常　勤:    1科医院　理事長　石橋 新規 現存
     (医       1)　学 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33507,1205,1 土田内科医院 〒997-0331 0235-57-5100土田　兼史 土田　兼史 平 4.11. 2内   診療所
     鶴医261 鶴岡市板井川字片茎７５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33607,1206,9 丸岡真柄医院 〒997-0334 0235-57-5110真柄　博志 真柄　博志 平 5. 1. 4内   小   診療所
     鶴医262 鶴岡市丸岡字町の内２９１－４０常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  33707,1207,7 佐藤医院 〒997-0126 0235-62-2130佐藤　邦彦 佐藤　邦彦 平 5. 3. 1内   診療所
     鶴医263 鶴岡市羽黒町野荒町字街道上６－常　勤:    1 新規 現存
     ２ (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33807,1209,3 鶴岡協立リハビリテー〒997-0346 0235-78-7511医療生活協同組合やま茂木　紹良 平13. 6. 1療養       156病院
     鶴医265 ション病院 鶴岡市上山添字神明前３８ 常　勤:    3がた　理事長　佐藤　 移転 内   神内 リハ現存
     (医       3)満雄 平25. 6. 1皮   
     非常勤:   36
     (医      35)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33907,1210,1 いでは診療所 〒997-0141 0235-62-3789植村　哲也 植村　哲也 平14. 5. 1内   循   診療所
     鶴医266 鶴岡市羽黒町荒川字谷地堰４２－常　勤:    1 新規 現存
     ４ (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34007,1211,9 桂医院 〒997-0343 佐久間　和弘 佐久間　和弘 平15. 4. 1内   消   診療所
     鶴医267 鶴岡市桂荒俣下桂１０５－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34107,1212,7 すずき整形外科 〒999-7601 0235-64-6161鈴木　正人 鈴木　正人 平17. 1. 4整外 リハ リウ診療所
     鶴医268 鶴岡市藤島字笹花４２－３４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34207,1214,3 佐藤診療所 〒999-7126 0235-44-2125佐藤　元昭 佐藤　元昭 昭39. 9.15内   小   外  診療所
     鶴医270 鶴岡市鼠ケ関乙４９ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平24. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34307,1215,0 佐藤診療所 〒999-7204 0235-43-2037佐藤　洋司 佐藤　洋司 昭52. 2.26内   胃   小  診療所
     鶴医271 鶴岡市湯温海甲１２７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 2.26
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34407,1216,8 佐久間医院 〒999-7204 0235-43-3146佐久間　文明 佐久間　文明 昭62. 1. 1内   診療所
     鶴医272 鶴岡市湯温海字湯之尻１２２－２常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34507,1220,0 腰越クリニック 〒997-0857 0235-29-1310医療法人腰越クリニッ腰越　直也 平17. 9. 1精   心内 内  診療所
     鶴医276 鶴岡市美咲町２５番１６号 常　勤:    1ク　理事長　腰越　直 組織変更 現存
     (医       1)也 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34607,1222,6 鶴岡市国民健康保険大〒997-0531 0235-54-6005鶴岡市長 佐久間　和弘 平17.10. 1内   小   診療所
     鶴医278 網診療所 鶴岡市大網字興屋６９番地１ 常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平29.10. 1
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  34707,1223,4 鶴岡市国民健康保険上〒997-0623 0235-55-2111鶴岡市長 土田　兼史 平17.10. 1内   小   診療所
     鶴医279 田沢診療所 鶴岡市上田沢字下中島２５番地 常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34807,1225,9 鶴岡市立荘内病院 〒997-8515 0235-26-5111鶴岡市長 三科　武 平17.10. 1一般       521地域支援
     (07,3127,1) 鶴岡市泉町４番２０号 常　勤:   69 その他 内   精   神内病院
     鶴医281 (医      65) 平29.10. 1呼   消   循  現存
     (歯       3) 小   外   整外
     (薬       1) 形外 脳外 呼外
     非常勤:   15 心外 小外 皮  
     (医      15) ひ   産   婦  
     眼   耳い 歯外
     麻   リハ 放  
     病理 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34907,1226,7 鶴岡市立湯田川温泉リ〒997-0752 0235-38-5151鶴岡市長 武田　憲夫 平17.10. 1療養       120病院
     鶴医282 ハビリテーション病院鶴岡市湯田川字中田３５番地１０常　勤:    3 その他 内   脳外 リハ現存
     (医       3) 平29.10. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35007,1229,1 乙黒医院 〒997-0861 0235-26-1011医療法人社団樹栄会　乙黒　弘樹 平18. 4. 3内   外   診療所
     鶴医285 鶴岡市桜新町３番２２号 常　勤:    1理事長　乙黒　弘樹 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35107,1230,9 佐藤診療所山戸出張所〒999-7201 0235-45-2172佐藤　洋司 佐藤　洋司 平18. 4. 1内   胃   診療所
     鶴医286 鶴岡市山五十川乙２２５番地２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35207,1231,7 医療法人社団愛康会こ〒999-7604 0235-64-5355医療法人社団愛康会　小林　洋 平18. 5. 1一般         1診療所
     鶴医287 ばやしクリニック 鶴岡市藤浪４丁目１１１番地２ 常　勤:    1理事長　小林　洋 組織変更 内   外   脳外現存
     (医       1) 平30. 5. 1皮   ひ   アレ
     非常勤:    1 リハ 
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35307,1232,5 医療法人いぶき会宝田〒997-0011 0235-29-1088医療法人いぶき会　理阿部　修一 平18. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     鶴医288 整形外科クリニック 鶴岡市宝田１－９－８０ 常　勤:    1事長　阿部　修一 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  35407,1233,3 伊藤耳鼻咽喉科医院 〒997-0035 0235-22-2095医療法人雄心会　理事伊藤　茂彦 平18. 9. 1耳い 診療所
     鶴医289 鶴岡市馬場町７ー２８ 常　勤:    1長　伊藤　茂彦 移転 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35507,1234,1 須田内科クリニック 〒997-0011 0235-26-7555須田　克幸 須田　克幸 平18.10. 2内   診療所
     鶴医290 鶴岡市宝田１ー９ー８６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35607,1236,6 岡田医院 〒997-0029 0235-22-1442医療法人岡田医院　理岡田　恒人 平18. 9.26内   呼   消  診療所
     鶴医292 鶴岡市日吉町１１ー１４ 常　勤:    3事長　岡田　恒人 組織変更 循   現存
     (医       3) 平24. 9.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35707,1237,4 菊地内科クリニック 〒997-0801 0235-29-0707医療法人菊地内科クリ菊地　直人 平19. 2. 1内   診療所
     鶴医293 鶴岡市東原町２５ー５１ 常　勤:    1ニック　理事長　菊地 組織変更 現存
     (医       1)　直人 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35807,1238,2 わだ内科医院 〒997-1117 0235-76-0011和田　了 和田　了 平19. 4. 2内   呼   循  診療所
     鶴医294 鶴岡市下川字七窪２ー１１９８ 常　勤:    1 新規 小   アレ 現存
     (医       1) 平25. 4. 2
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35907,1239,0 おおかつ眼科 〒997-0031 0235-29-6230医療法人天勝流　理事大勝　康信 平19. 5. 1眼   診療所
     鶴医295 鶴岡市錦町２０－１８ 常　勤:    1長　大勝　康信 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36007,1240,8 美咲クリニック 〒997-0857 0235-23-7633医療法人幸和会　理事今野　俊幸 平20. 4. 1整外 形外 リハ診療所
     鶴医296 鶴岡市美咲町２５番５号 常　勤:    2長　今野　俊幸 移転 リウ 内   皮  現存
     (医       2) 平26. 4. 1他   心内 精  
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36107,1241,6 今立小児科医院 〒997-0023 0235-24-3377今立　明宏 今立　明宏 平20. 4. 1小   診療所
     鶴医297 鶴岡市鳥居町２－３０ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36207,1243,2 志田整形外科医院 〒997-0046 0235-22-8070志田　秀隆 志田　秀隆 平21.12.25整外 リハ 診療所
     鶴医299 鶴岡市みどり町１８番５号 常　勤:    2 移転 現存
     (医       2) 平27.12.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［山形県］

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    41 頁

  36307,1244,0 鶴岡市休日夜間診療所〒997-0033 0235-23-5678鶴岡市　鶴岡市長 小野　俊孝 平22. 4. 1内   小   外  診療所
     鶴医300 鶴岡市泉町５番３０号 常　勤:    2 移転 現存
     (医       2) 平28. 4. 1
     非常勤:   85
     (医      85)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36407,1245,7 はらだこども医院 〒997-0045 0235-24-8488原田　和佳 原田　和佳 平22. 5. 1小   アレ 診療所
     鶴医301 鶴岡市西新斎町３－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36507,1246,5 斎藤胃腸クリニック 〒997-0034 0235-24-7551医療法人栄和会　理事三浦　二三夫 平22. 6. 3一般 診療所
     鶴医302 鶴岡市本町二丁目２番３５号 常　勤:    2長　斎藤　寿一 その他     一般    19現存
     (医       2) 平28. 6. 3胃   外   内  
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36607,1247,3 心臓・血圧満天クリニ〒997-0819 0235-25-3222医療法人満天　理事長阿部　寛政 平22.11. 1内   診療所
     鶴医303 ック 鶴岡市のぞみ町５番１７号 常　勤:    1　阿部　寛政 新規 心臓血管内科、現存
     (医       1) 平28.11. 1血管外科、胸部
     非常勤:    1 外科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36707,1249,9 奥山皮フ科 〒997-0022 0235-25-7971医療法人奥山医院　理奥山　泰裕 平23.11. 3皮   診療所
     鶴医305 鶴岡市切添町２１番２２号 常　勤:    2事長　奥山　泰裕 移転 現存
     (医       2) 平29.11. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36807,1252,3 遠藤医院 〒997-0331 0235-57-2126遠藤　睦美 遠藤　睦美 平24.12. 1麻   整外 内  診療所
     鶴医308 鶴岡市板井川字片茎８０ 常　勤:    1 交代 小   外   現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36907,1253,1 阿部医院 〒999-7204 0235-43-2041医療法人宗寿会　理事真島　靖子 平25. 6. 1一般         7診療所
     鶴医309 鶴岡市湯温海甲１２２番地１ 常　勤:    1長　阿部　真裕 組織変更 療養         6現存
     (医       1) 平25. 6. 1内   ひ   
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37007,1254,9 阿部医院小岩川診療所〒999-7122 0235-44-2892医療法人宗寿会　理事真島　英太 平25. 6. 1内   診療所
     鶴医310 鶴岡市小岩川１９１番地８ 常　勤:    1長　阿部　真裕 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37107,1255,6 佐久間医院 〒997-0332 0235-57-2123医療法人佐久間医院　佐久間　正幸 平25. 9. 1内   外   小  診療所
     鶴医311 鶴岡市西荒屋字川原田９８番地 常　勤:    2理事長　佐久間　正幸 組織変更 消   現存
     (医       2) 平25. 9. 1



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［山形県］

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    42 頁

  37207,1256,4 さとう整形外科クリニ〒997-0041 0235-22-2333医療法人さとう整形外佐藤　慎二 平26. 1. 1整外 リハ 診療所
     鶴医312 ック 鶴岡市城北町２６番１０号 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　佐藤　慎二 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37307,1257,2 真島医院 〒997-0028 0235-25-6666医療法人社団緑伸会真真島　吉也 平26. 1. 1一般 診療所
     鶴医313 鶴岡市山王町３番２９号 常　勤:    1島医院　理事長　真島 組織変更     一般    11現存
     (医       1)　吉也 平26. 1. 1療養
     非常勤:    2     療養     6
     (医       2) 外   消   こう
     内   小   ひ  
     乳腺外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37407,1258,0 いでは診療所分院 〒999-7463 0235-64-8853植村　哲也 植村　哲也 平26. 7. 1内   循   診療所
     鶴医314 鶴岡市三瀬戊８７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37507,1259,8 犬塚医院 〒997-0034 0235-22-0283犬塚　博 犬塚　博 平26.12.11内   循   診療所
     鶴医315 鶴岡市本町２丁目１１－１５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26.12.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37607,1260,6 山形県立こころの医療〒997-0019 0235-64-8100山形県知事 神田　秀人 平27. 3. 9精神 病院
     鶴医316 センター 鶴岡市茅原字草見鶴５１－１ 常　勤:   11 移転     精神   214現存
     (医      11) 平27. 3. 9精   心内 
     非常勤:    2 児童・思春期精
     (医       2) 神科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37707,1261,4 温海クリニック 〒999-7205 0235-33-8299医療法人温海クリニッ阿部　徹 平27. 5. 1内   循   呼  診療所
     鶴医317 鶴岡市温海字温海２８番地３ 常　勤:    1ク　理事長　阿部　徹 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37807,1262,2 山内循環器クリニック〒997-0033 0235-64-1914山内　仁紫 山内　仁紫 平27. 6. 1循   内   診療所
     鶴医318 鶴岡市泉町７－５６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37907,1263,0 美咲クリニック　由良〒999-7464 0235-64-1930医療法人幸和会　理事今野　陽介 平27. 7. 1整外 リウ リハ診療所
     鶴医319 診療所 鶴岡市由良３丁目１番４３号 常　勤:    1長　今野　俊幸 新規 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38007,1264,8 なごみクリニック 〒997-0861 0235-29-3753伊藤　俊 伊藤　俊 平28. 3. 1心内 精   診療所
     鶴医320 鶴岡市桜新町１３－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
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  38107,1266,3 こころの花クリニック〒997-0019 0235-29-4187石黒　慎 石黒　慎 平28.12. 1心内 精   皮  診療所
     鶴医322 鶴岡市茅原字西茅原４２－１ 常　勤:    2 組織変更 現存
     (医       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38207,1267,1 小真木原クリニック 〒997-0824 0235-26-7373医療法人小真木原クリ太田　克也 平29. 1. 1脳外 内   診療所
     鶴医323 鶴岡市日枝字小真木原１１６番地常　勤:    1ニック　理事長　太田 組織変更 現存
     ３ (医       1)　克也 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38307,1268,9 宝田整形外科クリニッ〒997-0824 0235-64-8858医療法人いぶき会　理阿部　修一 平29. 3. 1整外 リハ リウ診療所
     鶴医324 クＬａ　Ｓａｎｔｅ診鶴岡市日枝字小真木原８８－１ 常　勤:    1事長　阿部　修一 新規 現存
     療所 (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38407,1269,7 ましま内科クリニック〒997-0862 0235-33-9777真島　佑介 真島　佑介 平29. 9. 1内   循   胃  診療所
     鶴医325 鶴岡市ほなみ町７－１１ 常　勤:    1 交代 外   現存
     (医       1) 平29. 9. 1内視鏡内　糖尿
     病内　腎臓内　
     膠原病リウマチ
     内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38508,1037,6 小松医院 〒998-0018 0234-33-3427小松　周作 小松　周作 昭36.11. 1内   小   診療所
     酒医87 酒田市泉町３－１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38608,1067,3 村山医院 〒998-0856 0234-23-5131村山　英太郎 村山　英太郎 昭46. 4.15内   消   ひ  診療所
     酒医124 酒田市東栄町７－１１ 常　勤:    1 新規 外   現存
     (医       1) 平28. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38708,1086,3 守川整形外科医院 〒998-0023 0234-24-7227守川　勝 守川　勝 昭51. 1. 1整外 診療所
     酒医143 酒田市幸町１－１３－２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38808,1111,9 村上医院 〒998-0044 0234-22-0118村上　進 村上　進 昭57. 1. 1内   小   診療所
     酒医167 酒田市中町１－１３－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38908,1118,4 吉田医院 〒998-0043 0234-22-0735吉田　元 吉田　元 昭59. 2.15内   消   循  診療所
     酒医173 酒田市本町１－２－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39008,1124,2 菅原内科胃腸科医院 〒998-0865 0234-26-1717菅原　善昭 菅原　善昭 昭62. 6. 1内   胃   循  診療所
     酒医179 酒田市北新橋１－１３－５ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  39108,1129,1 池田外科・胃腸科医院〒998-0011 0234-27-3563池田　利史 池田　利史 平元. 4. 1外   胃   こう診療所
     酒医184 酒田市上安町１－８０－２８ 常　勤:    1 新規 皮   現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39208,1136,6 眼科海野医院 〒998-0034 0234-22-1833医療法人海野医院　理海野　さち子 平 2. 4. 1一般         5診療所
     酒医191 酒田市中央西町４－４ 常　勤:    1事長　海野　さち子 新規 眼   現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39308,1137,4 酒井医院 〒998-0032 0234-24-3135医療法人酒井医院　理酒井　朋久 平 2. 4. 1内   循   呼  診療所
     酒医192 酒田市相生町２－５－４０ 常　勤:    1事長　酒井　朋久 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39408,1142,4 真田医院 〒998-0031 0234-26-3360医療法人みのり会　理眞田　淳 平 3. 1. 1内   呼   胃  診療所
     酒医197 酒田市浜田一丁目７番５６号 常　勤:    2事長　真田　稔 新規 循   現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39508,1143,2 菅原外科内科医院 〒998-0851 0234-26-0500医療法人和香会　理事菅原　貴子 平 3. 1. 1内   呼   消  診療所
     酒医198 酒田市東大町一丁目１０番地の６常　勤:    1長　菅原　貴子 新規 循   小   外  現存
     (医       1) 平30. 1. 1皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39608,1149,9 今野医院 〒998-0044 0234-22-0284今野　勝巳 今野　勝巳 平 3.11. 7内   胃   小  診療所
     酒医204 酒田市中町３－３－２６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39708,1150,7 大井医院 〒998-0842 0234-26-1122医療法人大井医院　理大井　康之 平 4. 1. 1一般        10診療所
     酒医205 酒田市亀ケ崎４－５－４６ 常　勤:    1事長　大井　康之 新規 療養         2療養病床
     (医       1) 平28. 1. 1外   胃   内  現存
     こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39808,1151,5 医療法人加納医院 〒998-0037 0234-22-1195医療法人加納医院　理加納　知之 平 4. 3. 1内   消   リウ診療所
     酒医206 酒田市日吉町１－６－２５ 常　勤:    1事長　加納　知之 新規 休止
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39908,1153,1 宮部内科医院 〒998-0043 0234-22-6660森　修司 森　修司 平 4. 4. 1内   皮   整外診療所
     酒医208 酒田市本町１－５－１３ 常　勤:    1 新規 精   現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40008,1154,9 冨樫クリニック 〒998-0043 0234-26-2655医療法人冨樫内科医院冨樫　尚子 平 4. 4. 1神内 内   診療所
     酒医209 酒田市本町３－１０－５ 常　勤:    1　理事長　冨樫　尚子 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  40108,1155,6 サイトー内科 〒998-0046 0234-23-7718医療法人社団健好会サ齋藤　好正 平 4. 4. 1内   診療所
     酒医210 酒田市一番町９－９ 常　勤:    1イトー内科　理事長　 新規 現存
     (医       1)齋藤　好正 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40208,1156,4 鬼海小児科医院 〒998-0859 0234-24-5018鬼海　靖彦 鬼海　靖彦 平 4. 5. 1小   アレ 診療所
     酒医211 酒田市大町１０－６２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40308,1157,2 こども医院さいとう 〒998-0841 0234-26-7878医療法人慶明会　理事斎藤　慶一 平 4. 8. 1小   アレ 診療所
     酒医212 酒田市松原南１１－２１ 常　勤:    1長　斎藤　慶一 新規 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40408,1159,8 石黒内科医院 〒998-0855 0234-22-2720医療法人石黒内科医院石黒　昌生 平 4.10. 1内   診療所
     酒医214 酒田市東中の口町３－２ 常　勤:    1　理事長　石黒　昌生 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40508,1161,4 近藤内科循環器クリニ〒998-0032 0234-23-2002医療法人近藤医院　理近藤　恒博 平 5. 4. 1内   呼   消  診療所
     酒医216 ック 酒田市相生町１－６－２５ 常　勤:    1事長　近藤　恒博 新規 循   現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40608,1162,2 医療法人山本医院 〒998-0041 0234-24-1856医療法人山本医院　理山本　尚人 平 5. 4. 1内   胃   こう診療所
     酒医217 酒田市新井田町１５－３ 常　勤:    1事長　山本　尚人 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40708,1165,5 江部耳鼻咽喉科医院 〒998-0041 0234-24-3387江部　学 江部　学 平 5. 7. 1耳い 診療所
     酒医220 酒田市新井田町１－３７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40808,1168,9 上田診療所 〒999-8162 0234-27-3306医療法人宏友会　理事矢島　恭一 平 5.10. 1一般         6診療所
     酒医223 酒田市上野曽根字上中割７３ 常　勤:    1長　矢島　恭一 新規 外   胃   こう現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40908,1169,7 医療法人尾形内科胃腸〒998-0853 0234-26-6800医療法人尾形内科胃腸尾形　浩 平 5. 9. 1内   呼   消胃診療所
     酒医224 科医院 酒田市みずほ１－２－２８ 常　勤:    1科医院　理事長　尾形 新規 胃   消   循  現存
     (医       1)　浩 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41008,1172,1 佐藤整形外科医院 〒998-0035 0234-24-1822桑原　修一 桑原　修一 平 6. 7. 1整外 診療所
     酒医227 酒田市寿町１－３８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41108,1175,4 さとう小児科医院 〒998-0041 0234-26-7722医療法人さとう小児科佐藤　寛明 平 6.10. 1小   アレ 診療所
     酒医230 酒田市新井田町１－３ 常　勤:    1医院　理事長　佐藤　 新規 現存
     (医       1)寛明 平24.10. 1
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  41208,1178,8 丸岡医院 〒998-0841 0234-23-8166医療法人丸岡医院　理田中　栄一 平 6.11. 1一般         4診療所
     酒医233 酒田市松原南１５－１ 常　勤:    2事長　丸岡　喬 新規 内   消   循  現存
     (医       2) 平24.11. 1婦   
     非常勤:    2 女性内科、漢方
     (医       2) 内科、心療内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41308,1179,6 瀬尾メンタルクリニッ〒998-0862 0234-21-2230医療法人社団さつき会瀬尾　東伸 平 7. 5. 1心内 内   精  診療所
     酒医234 ク 酒田市曙町２－１８－６ 常　勤:    1　理事長　瀬尾　絹子 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41408,1180,4 まこと眼科 〒998-0046 0234-26-3721菅原　優子 菅原　優子 平 7. 8. 1眼   診療所
     酒医235 酒田市一番町３－２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41508,1181,2 医療法人西尾医院 〒998-0842 0234-22-6688医療法人西尾医院　理西尾　彰 平 7. 8. 1ひ   皮   診療所
     酒医236 酒田市亀ケ崎２－４－１２ 常　勤:    1事長　西尾　彰 新規 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41608,1182,0 医療法人石川整形外科〒998-0043 0234-22-7207医療法人石川整形外科石川　隆 平 8. 1. 1整外 診療所
     酒医237 医院 酒田市本町２－１－３６ 常　勤:    1医院　理事長　石川　 新規 現存
     (医       1)隆 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41708,1184,6 医療法人誠山会大山内〒998-0842 0234-24-7776医療法人誠山会　理事大山　武紹 平 8.12. 1内   循   診療所
     酒医239 科循環器科クリニック酒田市亀ケ崎３－８－１１ 常　勤:    1長　大山　武紹 その他 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41808,1187,9 松浦内科医院 〒998-0878 0234-22-6320松浦　周 松浦　周 平 9.11. 4内   胃   小  診療所
     酒医242 酒田市こあら２ー３ー９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41908,1188,7 医療法人酒田東病院 〒998-0878 0234-22-9611医療法人酒田東病院　中村　成 平 9.11. 1精神       120病院
     酒医243 酒田市こあら３－５－２ 常　勤:    5理事長　中村　有 移転 精   神   現存
     (医       4) 平24.11. 1
     (薬       1)
     非常勤:    2
     (医       1)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42008,1189,5 あいおい皮膚科クリニ〒998-0032 0234-24-2220角谷　廣幸 角谷　廣幸 平 9.11. 1皮   診療所
     酒医244 ック 酒田市相生町２－５－３５ 常　勤:    2 移転 現存
     (医       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  42108,1193,7 髙木整形外科クリニッ〒998-0842 0234-23-2300髙木　信博 髙木　信博 平10. 6. 1整外 リウ リハ診療所
     酒医248 ク 酒田市亀ケ崎７－１－３０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42208,1196,0 医療法人のざきヒフ科〒998-0044 0234-22-0104医療法人のざきヒフ科野﨑　昭 平11. 4. 1皮   診療所
     酒医251 クリニック 酒田市中町２丁目６番２０号 常　勤:    1クリニック　理事長　 新規 現存
     (医       1)野﨑　昭 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42308,1197,8 島貫小児科医院 〒998-0828 0234-21-6220島貫　惠子 島貫　惠子 平11. 5. 6小   診療所
     酒医252 酒田市あきほ町６５８－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42408,1198,6 石沢内科胃腸科医院 〒998-0842 0234-21-6110石澤　優 石澤　優 平11. 5. 6内   胃   診療所
     酒医253 酒田市亀ケ崎２－２－５７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42508,1199,4 医療法人齋藤クリニッ〒998-0828 0234-22-5331医療法人齋藤クリニッ齋藤　一夫 平11.10. 1精   内   神  診療所
     酒医254 ク 酒田市あきほ町６５４－８ 常　勤:    1ク　理事長　齋藤　一 組織変更 心内 休止
     (医       1)夫 平29.10. 1
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42608,1203,4 いくま内科胃腸科クリ〒998-0103 0234-41-1855井熊　仁 井熊　仁 平12.10. 2内   胃   診療所
     酒医258 ニック 酒田市錦町５ー３２ー６９８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42708,1205,9 さとう内科クリニック〒998-0013 0234-21-0155佐藤　顕 佐藤　顕 平13. 5. 1内   診療所
     酒医260 酒田市東泉町１ー１２ー５０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42808,1206,7 健生ふれあいクリニッ〒998-0018 0234-33-6333酒田健康生活協同組合本間　卓 平13. 7. 1循   診療所
     酒医261 ク 酒田市泉町１ー１６ 常　勤:    1　理事長　本間　卓 移転 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42908,1207,5 山原整形外科クリニッ〒998-0822 0234-25-7150山原　愼一 山原　愼一 平13. 9. 3整外 リハ リウ診療所
     酒医262 ク 酒田市大宮字一貫野　８２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 9. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43008,1208,3 桜井医院 〒998-0027 0234-22-0373櫻井　健 櫻井　健 平13. 9. 1内   小   診療所
     酒医263 酒田市北今町１－３５ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平25. 9. 1
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  43108,1209,1 青木皮膚科医院 〒998-0006 0234-34-1241医療法人社団ゆたか会青木　武彦 平14. 1. 1皮   診療所
     酒医264 酒田市ゆたか２－１－１１ 常　勤:    1　理事長　青木　武彦 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43208,1213,3 医療法人加納医院ディ〒998-0037 0234-22-2215医療法人加納医院　理加納　知之 平14.10. 1内   リハ リウ診療所
     酒医268 ケアセンター 酒田市日吉町１－６－３８ 常　勤:    1事長　加納　知之 新規 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43308,1214,1 荻原耳鼻咽喉科医院 〒998-0022 0234-22-7770医療法人荻原耳鼻咽喉荻原　徹 平14.11. 1耳い 診療所
     酒医269 酒田市駅東２－４－１３ 常　勤:    1科医院　理事長　荻原 移転 現存
     (医       1)　徹 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43408,1215,8 池田内科医院　浜中診〒998-0112 医療法人社団池田内科池田　眞人 平15. 5. 1内   診療所
     酒医270 療所 酒田市浜中上村３７２－１０ 常　勤:    1医院　理事長　池田　 新規 現存
     (医       1)眞治 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43508,1216,6 きれん耳鼻咽喉科医院〒998-0828 0234-21-2085喜連　照夫 喜連　照夫 平15. 6. 2耳い 診療所
     酒医271 酒田市あきほ町６５９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 6. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43608,1217,4 岡田内科循環器科クリ〒998-0851 0234-21-3715医療法人社団岡田クリ岡田　恒弘 平15.10. 1内   循   診療所
     酒医272 ニック 酒田市東大町３－３８－３ 常　勤:    1ニック　理事長　岡田 組織変更 現存
     (医       1)　恒弘 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43708,1219,0 ほんまクリニック 〒998-0864 0234-21-6055本間　健太郎 本間　健太郎 平16. 4. 1内   循   呼  診療所
     酒医274 酒田市新橋１－１４－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43808,1221,6 諸星外科内科クリニッ〒998-0006 0234-34-2888諸星　保憲 諸星　保憲 平16.11. 1外   内   消  診療所
     酒医276 ク 酒田市ゆたか一丁目５番１号 常　勤:    1 新規 心外 こう 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43908,1222,4 医療法人本間病院 〒998-0044 0234-22-2556医療法人健友会　理事菅原　保 平16.11. 1一般       104病院
     酒医277 酒田市中町３丁目５番２３号 常　勤:    6長　本間　修 移転 療養        50療養病床
     (医       4) 平28.11. 1内   外   ひ  現存
     (薬       2) 皮   循   整外
     非常勤:   52 消   
     (医      52)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44008,1223,2 おおたきこどもクリニ〒998-0013 0234-23-3212大滝　晋介 大滝　晋介 平17. 7. 1小   アレ 診療所
     酒医278 ック 酒田市東泉町５丁目８番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  44108,1236,4 のぞみ診療所 〒998-0044 0234-23-7771医療法人健友会　理事本間　修 平18. 3. 1内   外   循  診療所
     酒医291 酒田市中町三丁目４番１２号 常　勤:    1長　本間　修 移転 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44208,1238,0 さとう眼科クリニック〒998-0842 0234-22-8224医療法人誠心会　理事佐藤　一宣 平18. 5. 1眼   診療所
     酒医293 酒田市亀ケ崎５－５－２２ 常　勤:    1長　佐藤　一宣 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44308,1239,8 浅野内科クリニック 〒998-0828 0234-22-1880浅野　正二 浅野　正二 平19. 4. 2内   呼   胃  診療所
     酒医294 酒田市あきほ町６５３ー９ 常　勤:    1 新規 消   循   現存
     (医       1) 平25. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44408,1240,6 かめがさき整形外科 〒998-0842 0234-24-8855医療法人かめがさき整安田　健一 平19. 4. 1整外 リハ 診療所
     酒医295 酒田市亀ケ崎３－２－１３ 常　勤:    1形外科　理事長　安田 組織変更 現存
     (医       1)　健一 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44508,1241,4 長島整形外科クリニッ〒998-0022 0234-25-8208医療法人長島整形外科長島　太郎 平19. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     酒医296 ク 酒田市駅東２－４－８ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)長島　太郎 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44608,1242,2 影沢内科医院 〒999-6701 0234-52-3933医療法人影沢内科医院影沢　峰行 平19. 4. 1内   消   診療所
     酒医297 酒田市砂越字粕町１００ 常　勤:    1　理事長　影沢　峰行 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44708,1243,0 安孫子皮ふ科 〒998-0842 0234-21-5757医療法人安孫子皮ふ科安孫子　孝宏 平19. 4. 1皮   診療所
     酒医298 酒田市亀ケ崎７－１－５ 常　勤:    1　理事長　安孫子　孝 組織変更 現存
     (医       1)宏 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44808,1244,8 まつざわ眼科 〒998-0842 0234-22-0235医療法人まつざわ眼科松澤　豪 平19. 4. 1眼   診療所
     酒医299 酒田市亀ケ崎１－１０－１ 常　勤:    1　理事長　松澤　豪 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44908,1245,5 酒田市休日診療所 〒998-0036 0234-21-5225酒田市　酒田市長　丸大滝　晋介 平19. 7. 1内   小   外  診療所
     酒医300 酒田市船場町２－１－３１ 常　勤:    1山　至 移転 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45008,1246,3 くろき脳神経クリニッ〒998-0861 0234-31-7151黒木　亮 黒木　亮 平20. 3. 3内   神内 脳外診療所
     酒医301 ク 酒田市富士見町三丁目２－３ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平26. 3. 3
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  45108,1248,9 皮ふ科さいとう医院 〒998-0828 0234-31-9222齋藤　寛幸 齋藤　寛幸 平20. 5. 1皮   診療所
     酒医303 酒田市あきほ町６５８－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45208,1249,7 日本海総合病院 〒998-8501 0234-26-2001地方独立行政法人山形島貫　隆夫 平20. 4. 1一般       642地域支援
     (08,3085,9) 酒田市あきほ町３０番地 常　勤:  151県・酒田市病院機構　 その他 一般（感染） 病院
     酒医304 (医     146)理事長　栗谷　義樹 平26. 4. 1             4現存
     (歯       5) 内   循   消  
     精   神内 小  
     外   小外 整外
     形外 リハ 脳外
     心外 呼外 皮  
     ひ   産婦 眼  
     耳い 放   歯外
     麻   救命 病理
     内視鏡内科、乳
     腺外科、緩和ケ
     ア内科、頭頸部
     外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45308,1250,5 日本海酒田リハビリテ〒998-0843 0234-23-1111地方独立行政法人山形鈴木　晃 平20. 4. 1療養 病院
     酒医305 ーション病院 酒田市千石町二丁目３番２０号 常　勤:    6県・酒田市病院機構　 その他     療養   114現存
     (医       6)理事長　栗谷　義樹 平26. 4. 1内   リハ 
     非常勤:   58
     (医      58)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45408,1251,3 医療法人社団池田内科〒998-0125 0234-92-2210医療法人社団池田内科池田　眞治 平20. 7. 1一般         6診療所
     酒医306 医院 酒田市広野字末広１０５番地４ 常　勤:    1医院　理事長　池田　 移転 内   現存
     (医       1)眞治 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45508,1252,1 医療法人外科内科渡邊〒998-0842 0234-21-6211医療法人外科内科渡邊渡邊　公伸 平21. 4. 1外   内   呼  診療所
     酒医307 クリニック 酒田市亀ケ崎３丁目２番１号 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 胃   こう 現存
     (医       1)渡邊　公伸 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45608,1254,7 水戸部クリニック 〒998-0022 0234-21-3620水戸部　勝幸 水戸部　勝幸 平21. 9. 1ひ   内   皮  診療所
     酒医309 酒田市駅東二丁目６－１１ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45708,1255,4 さくらこころのクリニ〒998-0851 0234-21-0148医療法人桜心会　理事荒木　桂 平22. 3. 1精   心内 診療所
     酒医310 ック 酒田市東大町２丁目６－４ 常　勤:    1長　荒木　桂 移転 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
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  45808,1256,2 さかい往診クリニック〒998-0853 0234-28-8682坂井　庸祐 坂井　庸祐 平23. 4. 1内   外   診療所
     酒医311 酒田市みずほ２丁目２０－７ 常　勤:    1 新規 緩和ケア内科 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45908,1257,0 しょうない眼科 〒998-0824 0234-21-2225土谷　大仁朗 土谷　大仁朗 平24. 3. 1眼   診療所
     酒医312 酒田市大宮町一丁目４－１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46008,1259,6 川口耳鼻咽喉科クリニ〒998-0834 0234-24-4187川口　和浩 川口　和浩 平25. 4. 1耳い アレ 診療所
     酒医314 ック 酒田市若竹町二丁目３番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46108,1260,4 今泉クリニック 〒998-0857 0234-43-8108今泉　和臣 今泉　和臣 平25. 4. 1内   消   診療所
     酒医315 酒田市若浜町５－２９ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46208,1261,2 藤森クリニック 〒998-0842 0234-31-7750医療法人藤森クリニッ藤森　清 平26.11. 1内   脳外 診療所
     酒医316 酒田市亀ケ崎３丁目７－１３ 常　勤:    1ク　理事長　藤森　清 組織変更 現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46308,1262,0 みちもと眼科医院 〒998-0013 0234-23-7222道本　修一郎 道本　修一郎 平26.11. 1眼   診療所
     酒医317 酒田市東泉町二丁目９番地の３ 常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平26.11. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46408,1263,8 鈴木医院 〒998-0035 0234-22-0177鈴木　豊 鈴木　豊 平27. 4. 1内   循   診療所
     酒医318 酒田市寿町５－２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46508,1264,6 山容病院 〒998-0074 0234-33-3355医療法人山容会　理事小林　和人 平27. 9.22精神 病院
     酒医319 酒田市浜松町１番７号 常　勤:    3長　小林　和人 移転     精神   220現存
     (医       3) 平27. 9.22精   内   
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46608,1265,3 いちごレディースクリ〒998-0006 0234-43-6731医療法人太田医院　理太田　聡 平28. 5. 1一般 診療所
     酒医320 ニック 酒田市ゆたか２－７－４ 常　勤:    2事長　太田　聡 移転     一般    12現存
     (医       2) 平28. 5. 1産婦 小   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  46708,1266,1 あきばクリニック 〒998-0029 0234-33-5248秋葉　春彦 秋葉　春彦 平28.10. 1内   リウ 診療所
     酒医321 酒田市住吉町１７－１ 常　勤:    2 新規 漢方内科 現存
     (医       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46808,1267,9 本間医院 〒998-0025 0234-22-1093本田　陽子 本田　陽子 平29. 1. 1産婦 内   診療所
     酒医322 酒田市南千日町１０－４８ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46908,1268,7 ほんま内科胃腸科医院〒998-0061 0234-33-0738医療法人ほんま内科胃本間　清和 平30. 1. 1内   胃   診療所
     酒医323 酒田市光ケ丘二丁目４番１８号 常　勤:    2腸科医院　理事長　本 移転 現存
     (医       2)間　清和 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47008,1269,5 日本海八幡クリニック〒999-8234 0234-64-3311地方独立行政法人山形土井　和博 平30. 4. 1内   外   整外診療所
     酒医324 酒田市小泉字前田３７番地 常　勤:    2県・酒田市病院機構　 交代 リハ 現存
     (医       2)理事長　栗谷　義樹 平30. 4. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47108,1270,3 升田診療所 〒999-8201 0234-64-4925地方独立行政法人山形土井　和博 平30. 4. 1内   診療所
     酒医325 酒田市升田字東向１６番地 常　勤:    1県・酒田市病院機構　 交代 現存
     (医       1)理事長　栗谷　義樹 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47208,1271,1 青沢診療所 〒999-8211 0234-64-4921地方独立行政法人山形荒木　有宇介 平30. 4. 1内   診療所
     酒医326 酒田市北青沢家ノ前２８０番地 常　勤:    1県・酒田市病院機構　 新規 現存
     (医       1)理事長　栗谷　義樹 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47308,1272,9 松山診療所 〒999-6862 0234-62-2032地方独立行政法人山形小林　龍宏 平30. 4. 1内   外   診療所
     酒医327 酒田市字西田８番地の１ 常　勤:    1県・酒田市病院機構　 新規 現存
     (医       1)理事長　栗谷　義樹 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47408,1273,7 地見興屋診療所 〒999-6814 0234-62-2047地方独立行政法人山形野川　亮介 平30. 4. 1内   外   診療所
     酒医328 酒田市地見興屋字前割９番地の１常　勤:    1県・酒田市病院機構　 新規 現存
     (医       1)理事長　栗谷　義樹 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47508,1274,5 飛島診療所 〒998-0281 0234-95-2021地方独立行政法人山形内野　英明 平30. 4. 1内   外   診療所
     酒医329 酒田市飛島字勝浦甲６６ 常　勤:    1県・酒田市病院機構　 交代 現存
     (医       1)理事長　栗谷　義樹 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
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  47608,1275,2 わたべクリニック 〒998-0853 0234-43-1337医療法人わたべクリニ渡部　俊幸 平30. 5. 1心内 精   診療所
     酒医330 酒田市みずほ一丁目２番地２０ 常　勤:    1ック　渡部　俊幸 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47711,1010,7 山形県立新庄病院 〒996-0025 0233-22-5525山形県知事 八戸　茂美 昭38. 8. 1一般 病院
     新医23 新庄市若葉町１２－５５ 常　勤:   46 新規     一般   452現存
     (医      46) 平29. 8. 1一般（感染）
     非常勤:  101              2
     (医     101) 内   神内 消  
     循   小   外  
     整外 形外 脳外
     皮   ひ   産婦
     眼   耳い 放  
     麻   呼内 
     乳腺外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47811,1026,3 医療法人社団清明会新〒996-0053 0233-22-2047医療法人社団清明会　池谷　龍一 昭46. 4. 1精神       180病院
     新医45 庄明和病院 新庄市大字福田８０６ 常　勤:    3理事長　廣井　正彦 新規 精   内   神  現存
     (医       2) 平28. 4. 1
     (薬       1)
     非常勤:   24
     (医      24)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47911,1031,3 山科内科医院 〒996-0071 0233-23-3770山科　昭雄 山科　昭雄 昭56. 1. 5内   胃   循  診療所
     新医49 新庄市小田島町５－３３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 1. 5
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48011,1037,0 新庄整形外科医院 〒996-0076 0233-23-0287今田　雅人 今田　雅人 昭58.12. 1整外 診療所
     新医55 新庄市城西町４－３２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48111,1043,8 三條医院 〒996-0084 0233-22-4053医療法人三條医院　理三條　典男 平 2. 1. 1一般        19診療所
     新医61 新庄市大手町５－１１ 常　勤:    2事長　三條　典男 新規 産婦 内   心内現存
     (医       2) 平29. 1. 1小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48211,1045,3 山口皮膚科診療所 〒996-0085 0233-23-4141山口　千賀子 山口　千賀子 平 3.10. 1皮   診療所
     新医63 新庄市堀端町７－７８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48311,1046,1 渡部外科胃腸科医院 〒996-0001 0233-22-1070医療法人社団健生会　渡部　健一 平 4. 1. 1外   胃   こう診療所
     新医64 新庄市五日町７２０－２ 常　勤:    1理事長　渡部　健一 新規 皮   ひ   現存
     (医       1) 平28. 1. 1
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  48411,1051,1 医療法人小内医院 〒996-0035 0233-22-2036医療法人小内医院　理小内　信也 平 5. 5. 1内   外   こう診療所
     新医69 新庄市鉄砲町７－２８ 常　勤:    2事長　小内　信也 新規 糖尿病内科　内現存
     (医       2) 平29. 5. 1分泌内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48511,1052,9 若狭眼科 〒996-0002 0233-23-6888医療法人若狭眼科　理若狭　美喜男 平 7. 5. 1一般         6診療所
     新医70 新庄市金沢２８８２－１ 常　勤:    1事長　若狭　美喜男 新規 眼   現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48611,1058,6 医療法人土田医院 〒996-0088 0233-23-7011医療法人土田医院　理土田　秀也 平10. 1. 1内   胃   小  診療所
     新医76 新庄市桧町１８－２ 常　勤:    1事長　土田　秀也 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48711,1060,2 新庄徳洲会病院 〒996-0041 0233-23-3434医療法人徳洲会　理事笹壁　弘嗣 平10.12. 1一般       178病院
     (11,3032,5) 新庄市大字鳥越字駒場４６２３ 常　勤:    6長　鈴木　隆夫 新規 療養        92療養病床
     新医78 (医       4) 平28.12. 1内   循   外  現存
     (歯       2) 整外 脳外 ひ  
     非常勤:   41 耳い リハ 放  
     (医      34) 歯外 婦   
     (歯       7) 腎臓内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48811,1061,0 きねぶち医院 〒996-0091 0233-23-5866医療法人社団きねぶち杵渕　篤 平12. 3. 7内   胃   小  診療所
     新医79 新庄市十日町２７６４－１ 常　勤:    2医院　理事長　杵渕　 組織変更 外   現存
     (医       1)篤 平30. 3. 7
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48911,1063,6 こくの医院 〒999-5103 0233-25-2501医療法人社団こくの医穀野　真一郎 平14. 4. 1内   消   外  診療所
     新医81 新庄市泉田字泉田１０－１ 常　勤:    1院　理事長　穀野　真 組織変更 現存
     (医       1)一郎 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49011,1064,4 東山整形外科クリニッ〒996-0011 0233-28-8655田中井　道夫 田中井　道夫 平14.10. 1整外 リハ リウ診療所
     新医82 ク 新庄市東谷地田町５－７　 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49111,1065,1 阿部内科・循環器科ク〒999-5103 0233-24-2020阿部　茂 阿部　茂 平15.12. 1内   呼   循  診療所
     新医83 リニック 新庄市大字泉田字泉田４６５番地常　勤:    1 新規 小   リハ 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49211,1066,9 医療法人社団慈心会新〒996-0023 0233-23-3959医療法人社団慈心会　眞野　俊治 平17. 7.13眼   診療所
     新医84 庄井出眼科 新庄市沖の町３番３号 常　勤:    1理事長　井出　醇 移転 現存
     (医       1) 平29. 7.13
     非常勤:    5
     (医       5)
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  49311,1068,5 東山内科クリニック 〒996-0011 0233-28-1080佐野　嘉紘 佐野　嘉紘 平18. 5. 1内   消   小  診療所
     新医86 新庄市東谷地田町２－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49411,1069,3 新庄市夜間休日診療所〒996-0085 0233-29-6300新庄市　新庄市長 三條　典男 平19. 3.26内   小   診療所
     新医87 新庄市堀端町３ー３３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 3.26
     非常勤:   69
     (医      45)
     (薬      24)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49511,1071,9 ふくい整形外科 〒996-0051 0233-23-3128福井　元 福井　元 平19. 6. 1整外 循   診療所
     新医89 新庄市松本４９２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49611,1072,7 栄町耳鼻咽喉科クリニ〒996-0073 0233-29-9133長谷川　智彦 長谷川　智彦 平19. 9.27耳い 診療所
     新医90 ック 新庄市栄町６－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 9.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49711,1073,5 丸橋内科クリニック 〒996-0073 0233-28-0840丸橋　成次郎 丸橋　成次郎 平19.11. 1内   診療所
     新医91 新庄市栄町６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49811,1074,3 東山内科クリニック分〒996-0027 0233-32-0110佐野　嘉紘 佐野　嘉紘 平21.10. 1内   小   診療所
     新医92 院こらっせ診療所 新庄市本町４－３３こらっせ新庄常　勤:    1 新規 現存
     ２Ｆ (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49911,1075,0 新庄クリニック 〒996-0031 0233-28-0277医療法人光仁会　理事廣井　正彦 平23. 6. 1内   ひ   診療所
     新医93 新庄市末広町８番２３号 常　勤:    1長　廣井　正彦 その他 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50011,1077,6 須藤医院 〒996-0023 0233-22-2059須藤　俊亮 須藤　俊亮 平24. 1.10小   内   診療所
     新医95 新庄市沖の町１０番２２号 常　勤:    2 移転 現存
     (医       2) 平30. 1.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50111,1078,4 香音クリニック 〒996-0084 0233-32-1617今井　香織 今井　香織 平25.11. 1リウ 内   形外診療所
     新医96 新庄市大手町２番２９号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  50211,1079,2 よしだ耳鼻咽喉科クリ〒996-0088 0233-23-4133医療法人よしだ耳鼻咽吉田　信 平27. 2. 1耳い アレ 診療所
     新医97 ニック 新庄市桧町２１番地２ 常　勤:    1喉科クリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　吉田　信 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50312,1001,4 医療法人小松医院 〒991-0031 0237-86-2185医療法人小松医院　理小松　栄一 昭32. 9.21内   呼   循  診療所
     寒医1 寒河江市本町２－１１－４３ 常　勤:    1事長　小松　栄一 新規 現存
     (医       1) 平29. 9.21
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50412,1025,3 寒河江市立病院 〒991-8508 0237-86-2101寒河江市長 後藤　康夫 昭48.11. 9一般 病院
     寒医47 寒河江市大字寒河江字塩水８０ 常　勤:   11 新規     一般    94現存
     (医      11) 平24.11. 9療養
     非常勤:   15     療養    31
     (医      15) 内   外   整外
     皮   眼   リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50512,1028,7 渡辺外科胃腸科医院 〒991-0041 0237-86-6408渡辺　徳夫 渡辺　徳夫 昭49. 5.17一般        15診療所
     寒医50 寒河江市大字寒河江字小和田２５常　勤:    1 新規 外   胃   整外現存
     －１ (医       1) 平28. 5.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50612,1032,9 横山耳鼻咽喉科医院 〒991-0053 0237-86-6188横山　彰夫 横山　彰夫 昭52. 8.15耳い 診療所
     寒医54 寒河江市元町１－２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50712,1038,6 医療法人社団松喬会菊〒991-0021 0237-86-2301医療法人社団松喬会　菊地　芳春 平元. 4. 1胃   内   診療所
     寒医60 地胃腸科内科医院 寒河江市中央１－１４－１１ 常　勤:    1理事長　菊地　芳春 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50812,1039,4 医療法人国井医院 〒991-0021 0237-86-4811医療法人国井医院　理國井　良彦 平元.10. 1内   診療所
     寒医61 寒河江市中央１－５－２７ 常　勤:    1事長　國井　良彦 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50912,1041,0 医療法人土田内科医院〒991-0053 0237-86-8282医療法人土田内科医院土田　秀一 平 2. 4. 1内   循   診療所
     寒医63 寒河江市元町２－４－３ 常　勤:    1　理事長　土田　秀一 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51012,1042,8 中正堂高橋医院 〒990-0505 0237-87-1001医療法人中正堂高橋医髙橋　 介 平 2. 4. 1内   循   診療所
     寒医64 寒河江市大字白岩２２０ 常　勤:    1院　理事長　髙橋　 新規 現存
     (医       1)介 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  51112,1046,9 鈴木眼科 〒991-0021 0237-86-6900鈴木　一作 鈴木　一作 平 5. 4. 1眼   診療所
     寒医68 寒河江市中央１－１３－３５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51212,1047,7 あびこ耳鼻咽喉科クリ〒991-0032 0237-86-3026医療法人あびこ耳鼻咽安孫子　正平 平 5. 4. 1耳い 気食 診療所
     寒医69 ニック 寒河江市南町２－１－１２ 常　勤:    2喉科クリニック　理事 新規 現存
     (医       2)長　安孫子　正平 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51312,1052,7 三浦医院 〒991-0063 0237-84-5600三浦　民夫 三浦　民夫 平 7. 6. 1内   循   診療所
     寒医74 寒河江市大字柴橋７１８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51412,1053,5 田代診療所 〒990-0503 0237-87-1001高橋　 介 高橋　 介 平 8. 4. 1内   診療所
     寒医75 寒河江市大字田代３５５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51512,1055,0 さとうクリニック 〒991-0011 0237-83-3300佐藤　聡 佐藤　聡 平 9. 4. 1内   呼   循  診療所
     寒医77 寒河江市大字日田字五反２０４－常　勤:    1 新規 現存
     ３ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51612,1056,8 にとう小児科医院 〒991-0053 0237-84-5311医療法人にとう小児科仁藤　敏昭 平10. 4. 1小   診療所
     寒医78 寒河江市元町３－８－９ 常　勤:    1医院　理事長　仁藤　 組織変更 現存
     (医       1)敏昭 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51712,1057,6 熊坂整形外科医院 〒991-0034 0237-86-3101熊坂　庸恵 熊坂　庸恵 平10. 6. 1整外 診療所
     寒医79 寒河江市栄町７－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51812,1058,4 幸生診療所 〒990-0502 髙橋　ひとみ 髙橋　ひとみ 平10.12. 1内   循   診療所
     寒医80 寒河江市大字幸生４７８－７ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51912,1059,2 平野医院 〒991-0045 0237-84-5500医療法人平野医院　理平野　順治 平11. 1. 1ひ   皮   診療所
     寒医81 寒河江市小沼町６９－１ 常　勤:    1事長　平野　順治 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52012,1060,0 豊岡整形外科 〒991-0021 0237-86-4331医療法人豊岡整形外科豊岡　聡 平11. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     寒医82 寒河江市中央１－１３－３１ 常　勤:    1　理事長　豊岡　聡 組織変更 外   現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  52112,1061,8 折居内科医院 〒991-0000 0237-86-0330医療法人折居内科医院折居　和夫 平11. 1. 1内   神内 リハ診療所
     寒医83 寒河江市落衣前２－１ 常　勤:    1　理事長　折居　和夫 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52212,1062,6 国井クリニック 〒991-0065 0237-84-4103医療法人社団緑星会国國井　兵太郎 平12. 4. 1一般 診療所
     寒医84 寒河江市大字中郷１４５０番地の常　勤:    2井クリニック　理事長 組織変更     一般    15現存
     １ (医       2)　國井　兵太郎 平30. 4. 1産婦 小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52312,1063,4 大原医院 〒991-0003 0237-86-8600医療法人大原医院　理大原　昇 平13. 4. 1内   消   皮  診療所
     寒医85 寒河江市大字西根字下堰５０９ 常　勤:    2事長　大原　昇 組織変更 現存
     (医       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52412,1064,2 小関内科胃腸科医院 〒991-0031 0237-86-5550医療法人社団功成会　小関　一彦 平13.10. 2内   胃   診療所
     寒医86 寒河江市本町２－５－２０ 常　勤:    1理事長　小関　一彦 移転 現存
     (医       1) 平25.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52512,1065,9 陵南さとう整形外科 〒991-0057 0237-85-5511佐藤　政悦 佐藤　政悦 平16. 5. 6整外 リハ 診療所
     寒医87 寒河江市内ノ袋１－９－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52612,1067,5 山﨑医院 〒991-0023 0237-86-0005医療法人功明会　理事山﨑　悦功 平17. 4. 1脳外 内   外  診療所
     寒医89 寒河江市丸内１丁目５番３０号 常　勤:    1長　山﨑　悦功 組織変更 神内 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52712,1069,1 田村内科消化器科クリ〒991-0013 0237-85-8700医療法人田村クリニッ田村　真明 平19. 2. 1内   消   診療所
     寒医91 ニック 寒河江市高田１ー１０ー１０ 常　勤:    1ク　理事長　田村　真 組織変更 現存
     (医       1)明 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52812,1070,9 陵南眼科クリニック 〒991-0054 0237-83-3456寺島　和人 寺島　和人 平20. 4. 1眼   診療所
     寒医92 寒河江市仲谷地二丁目３－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52912,1073,3 ほなみ透析クリニック〒991-0023 0237-85-0311川本　真都 川本　真都 平24. 4. 1透析 診療所
     寒医95 寒河江市丸内３丁目４－３４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53012,1074,1 南さがえ病院 〒991-0043 0237-85-6611医療法人ゆうし会　理中西　圭吉 平28. 7. 1精神       130病院
     寒医96 寒河江市大字島字島東８７番地２常　勤:    2事長　浅沼　拓 移転 精   心内 内  現存
     (医       2) 平28. 7. 1
     非常勤:   17
     (医      17)
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  53112,1075,8 あきば医院 〒991-0033 0237-86-4395秋葉　理 秋葉　理 平29. 4. 1整外 内   外  診療所
     寒医97 寒河江市末広町２－３３ 常　勤:    1 交代 皮   現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53212,1076,6 すまいるレディースク〒991-0041 0237-86-3215細田　香苗 細田　香苗 平29. 4. 1一般 診療所
     寒医98 リニック 寒河江市大字寒河江字月越５－２常　勤:    2 交代     一般    14現存
     (医       2) 平29. 4. 1産婦 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53312,1077,4 寒河江武田内科往診ク〒991-0021 0237-86-2641武田　宰 武田　宰 平30. 1. 1内   呼   婦  診療所
     寒医99 リニック 寒河江市中央１－１４－３６ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53412,1078,2 一般財団法人山形県成〒991-0041 0237-84-0800一般財団法人山形県成佐藤　純一 平30. 4. 1内   診療所
     寒医100 人病検査センター 寒河江市大字寒河江字久保５番地常　勤:    2人病検査センター　代 移転 現存
     (医       2)表理事　和田　潤一 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53513,1003,8 社会医療法人二本松会〒999-3103 023-672-2551社会医療法人二本松会江口　拓也 昭32. 9.21精神       354病院
     上医4 かみのやま病院 上山市金谷字下河原１３７０番地常　勤:   10　理事長　峯田　武興 新規 精   心内 内  現存
     (医      10) 平29. 9.21
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53613,1031,9 山形県立こども医療療〒999-3145 023-673-3366山形県知事 井田　英雄 昭57. 7. 1一般        60病院
     (13,3012,3) 育センター 上山市河崎３－７－１ 常　勤:    8 新規 整外 小   歯  現存
     上医46 (医       6) 平24. 7. 1精   耳い ひ  
     (歯       2) リハ 
     非常勤:   33
     (医      32)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53713,1036,8 原田医院 〒999-3144 023-672-1028医療法人社団博誠会　原田　一博 昭61.10. 1一般        19診療所
     上医51 上山市石崎２－１－８ 常　勤:    2理事長　原田　一博 新規 内   小   整外現存
     (医       2) 平28.10. 1産婦 リハ 
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53813,1041,8 長岡医院 〒999-3142 023-672-0308医療法人長清会　理事長岡　迪生 平元.10. 1一般         9診療所
     上医56 上山市沢丁９－１３ 常　勤:    2長　長岡　迪生 新規 内   循   現存
     (医       2) 平28.10. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
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  53913,1045,9 藤倉医院 〒999-3134 023-672-7331医療法人藤倉会　理事藤倉　益雄 平 4. 6. 1内   診療所
     上医60 上山市矢来４－１１－４６ 常　勤:    1長　藤倉　益雄 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54013,1049,1 みゆき会病院 〒999-3161 023-672-8282社会医療法人みゆき会武井　寛 平 5. 9. 1一般        93病院
     (13,3027,1) 上山市弁天２丁目２番１１号 常　勤:    8　理事長　武井　寛 新規 療養        90現存
     上医64 (医       6) 平29. 9. 1整外 内   小  
     (歯       2) 歯   リハ 放  
     非常勤:   24 麻   
     (医      24)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54113,1051,7 御殿湯ひふ科医院 〒999-3157 023-672-8234医療法人社団御殿場ひ佐藤　紀嗣 平 7. 4. 1皮   診療所
     上医66 上山市御井戸丁３－３ 常　勤:    1ふ科医院　理事長　佐 新規 現存
     (医       1)藤　紀嗣 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54213,1052,5 須田整形外科医院 〒999-3123 023-672-7785医療法人社団須田医院須田　暁 昭60. 7. 1一般        19診療所
     上医67 上山市美咲町１－２－１８ 常　勤:    1　理事長　須田　暁 新規 整外 内   外  現存
     (医       1) 平28.12. 1リハ リウ 
     非常勤:   26
     (医      26)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54313,1055,8 上山ファミリークリニ〒999-3145 023-673-1680医療法人社団ベテル会丹治　治子 平 8.12. 1内   小   アレ診療所
     上医70 ック 上山市河崎１－２－３９ 常　勤:    2　理事長　丹治　治子 その他 現存
     (医       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54413,1056,6 渋谷医院 〒999-3153 023-672-2501渋谷　真一郎 渋谷　真一郎 平10. 1.21整外 内   リハ診療所
     上医71 上山市十日町７番３号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 1.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54513,1057,4 北村医院 〒999-3134 023-695-5000北村　洋史 北村　洋史 平10. 3. 2脳外 神内 内  診療所
     上医72 上山市矢来三丁目７番３２ー１４常　勤:    1 新規 リハ 現存
     号 (医       1) 平28. 3. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54613,1058,2 青山医院 〒999-3133 023-672-7777医療法人青山医院　理青山　浩 平12. 4. 1内   循   小  診療所
     上医73 上山市八日町４番２１号 常　勤:    2事長　青山　新吾 組織変更 婦   現存
     (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54713,1061,6 尾上医院 〒999-3132 672-0018 尾上　敏夫 尾上　敏夫 平12.12. 1内   循   診療所
     上医76 上山市栄町１ー３ー１１ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54813,1063,2 吉井内科胃腸科クリニ〒999-3125 023-673-7515医療法人社団一誠会　吉井　英一 平15.10. 1内   胃   診療所
     上医78 ック 上山市金生東１－１０－１５ 常　勤:    1理事長　吉井　英一 組織変更 現存
     (医       1) 平27.10. 1
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  54913,1064,0 新田クリニック 〒999-3124 023-672-8001医療法人社団健成会　新田　長生 平17. 4. 1整外 リハ 歯  診療所
     (13,3029,7) 上山市金生１丁目１５番１０号 常　勤:    2理事長　新田　長生 組織変更 矯歯 小歯 現存
     上医79 (医       1) 平29. 4. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55013,1065,7 山口クリニック 〒999-3162 023-677-0050医療法人ことぶき会　山口　寿功 平22. 4. 1ひ   皮   診療所
     上医80 上山市四ツ谷一丁目６番３５号 常　勤:    1理事長　山口　寿功 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55113,1066,5 山元診療所 〒999-3171 023-675-2321上山市長 原田　順二 平24. 4. 1内   外   診療所
     上医81 上山市狸森字久々取５１１番１ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55213,1067,3 高野せきね外科・眼科〒999-3133 023-672-0239関根　智久 関根　智久 平24.11. 2一般 診療所
     上医82 クリニック 上山市八日町１－１ 常　勤:    2 交代     一般     3現存
     (医       2) 平24.11. 2外   眼   内  
     消   他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55313,1068,1 医療法人　金沢医院 〒999-3158 023-672-3230医療法人金沢医院　理金沢　康之 平25. 9.24内   消   診療所
     上医83 上山市新町２－２－３４ 常　勤:    1事長　金沢　康之 移転 現存
     (医       1) 平25. 9.24
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55413,1069,9 原田眼科医院 〒999-3153 023-672-0008原田　正夫 原田　正夫 平26. 6. 1眼   診療所
     上医84 上山市十日町９番２号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55513,1070,7 軽井沢クリニック 〒999-3163 023-674-7300妹尾　和克 妹尾　和克 平27. 9. 1内   外   診療所
     上医85 上山市軽井沢２丁目３番２９号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55613,1071,5 かみのやま耳鼻咽喉科〒999-3123 023-687-1287和氣　貴祥 和氣　貴祥 平29.10. 1耳い 診療所
     上医86 クリニック 上山市美咲町二丁目４番４３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55713,1072,3 もちづき眼科 〒999-3161 023-673-9022望月　典子 望月　典子 平29.10. 1眼   診療所
     上医87 上山市弁天２丁目３番２２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55814,1023,4 鈴木内科医院 〒995-0033 0237-55-2238鈴木　康洋 鈴木　康洋 昭62.10. 1内   診療所
     村医32 村山市楯岡新町３－２４－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
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  55914,1025,9 医療法人八鍬医院 〒995-0018 0237-55-3425医療法人八鍬医院　理八鍬　直 平元. 4. 1内   診療所
     村医34 村山市楯岡新高田９－２４ 常　勤:    2事長　八鍬　直 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56014,1028,3 佐藤眼科クリニック 〒995-0016 0237-55-7300佐藤　紀之 佐藤　紀之 平 5.12. 1一般         8診療所
     村医37 村山市楯岡晦日町５－２ 常　勤:    1 新規 眼   現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56114,1029,1 小室医院 〒995-0003 0237-58-2014小室　淳 小室　淳 平 6. 1. 1内   呼   小  診療所
     村医38 村山市大字本飯田５８４ 常　勤:    1 新規 アレ 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56214,1030,9 はんだクリニック 〒995-0033 0237-55-3511医療法人恵泉　理事長半田　和広 平 7. 9. 1内   消   小  診療所
     村医39 村山市楯岡新町２－７－１７ 常　勤:    1　半田　和広 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56314,1031,7 村山市休日診療所 〒995-8666 0237-55-2972村山市　村山市長　志八鍬　直 平10. 6. 1内   小   診療所
     村医40 村山市中央１－３－６ 常　勤:    1布　隆夫 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56414,1035,8 たておか小児クリニッ〒995-0015 0237-55-2960三浦　香 三浦　香 平16. 8. 2小   アレ 診療所
     村医44 ク 村山市楯岡二日町７番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 8. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56514,1036,6 奥山内科循環器科クリ〒995-0038 0237-52-0380医療法人奥山クリニッ奥山　雅基 平17. 2. 1内   循   小  診療所
     村医45 ニック 村山市駅西１９－１５ 常　勤:    1ク　理事長　奥山　雅 組織変更 リハ 現存
     (医       1)基 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56614,1038,2 まつき整形外科クリニ〒995-0033 0237-55-8558医療法人まつき整形外松木　達也 平19. 4. 1整外 リハ 診療所
     村医47 ック 村山市楯岡新町３－３４－２７ 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　松木　達也 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56714,1039,0 小野内科胃腸科クリニ〒995-0034 0237-52-5050医療法人小野内科胃腸小野　和彦 平19. 4. 1内   胃   診療所
     村医48 ック 村山市楯岡五日町１４－２５ 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　小野　和彦 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56814,1040,8 矢口眼科クリニック 〒995-0033 0237-52-0140矢口　智恵美 矢口　智恵美 平19. 8. 1一般 診療所
     村医49 村山市楯岡新町４－５－１６ 常　勤:    1 新規     一般     1現存
     (医       1) 平25. 8. 1眼   
     非常勤:    3
     (医       3)
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  56914,1042,4 三浦皮膚科医院 〒995-0038 0237-55-2528医療法人三浦皮膚科医三浦　歩 平20. 4. 1皮   診療所
     村医51 村山市駅西１８番２号 常　勤:    2院　理事長　三浦　歩 移転 現存
     (医       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57014,1044,0 甲州耳鼻咽喉科医院 〒995-0038 0237-55-8733医療法人社団甲州医院甲州　秀浩 平22. 5. 1耳い アレ 診療所
     村医53 村山市駅西１９番２６号 常　勤:    1　理事長　甲州　秀浩 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57114,1045,7 髙橋内科・神経科医院〒995-0032 0237-55-3435髙橋　洋 髙橋　洋 平23. 5. 7心内 内   精  診療所
     村医54 村山市楯岡荒町１－７－６ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57214,1046,5 羽根田医院 〒995-0112 0237-54-3888医療法人社団シオン　羽根田　敏 平24. 1. 4内   小   神内診療所
     村医55 村山市大字湯野沢１９２１番地 常　勤:    4理事長　羽根田　敏 組織変更 消   現存
     (医       4) 平30. 1. 4
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57314,1048,1 かるべクリニック 〒995-0033 0237-53-0770医療法人かるべクリニ軽部　宏紀 平28. 6. 1内   診療所
     村医57 村山市楯岡新町４丁目９番６号 常　勤:    1ック　理事長　軽部　 組織変更 糖尿病内科、血現存
     (医       1)宏紀 平28. 6. 1液内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57415,1027,2 医療法人社団仁陽会仁〒993-0084 0238-84-2004医療法人社団仁陽会　外田　博貴 昭63. 4. 1内   消   外  診療所
     長医49 陽堂外田医院 長井市栄町１１番１７号 常　勤:    1理事長　外田　博貴 新規 リハ 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57515,1030,6 さとう小児科医院 〒993-0051 0238-88-2662医療法人社団希樹会　佐藤　慎太郎 平 2. 3. 1小   内   アレ診療所
     長医52 長井市幸町１７－２７ 常　勤:    1理事長　佐藤　慎太郎 新規 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57615,1031,4 阿達医院 〒993-0006 0238-88-2098医療法人慈芳会　理事阿達　大介 平 2. 4. 1内   リウ アレ診療所
     長医53 長井市あら町６－４７ 常　勤:    1長　阿達　大介 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57715,1033,0 三上医院 〒993-0085 0238-88-3366医療法人三上医院　理三上　俊光 平 2. 9. 1内   外   皮  診療所
     長医55 長井市高野町１－６－１ 常　勤:    1事長　三上　俊光 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57815,1034,8 外田医院 〒993-0083 0238-84-2016医療法人外田医院　理外田　淳 平 3. 3. 1内   消   外  診療所
     長医56 長井市大町８－６ 常　勤:    1事長　外田　淳 新規 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  57915,1035,5 長井西置賜休日診療所〒993-0001 0238-84-5799長井市長 桑島　一郎 平 3.10. 1内   小   外  診療所
     長医57 長井市ままの上７－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:   25
     (医      25)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58015,1039,7 医療法人社団有朋会池〒993-0016 0238-84-7333医療法人社団有朋会　池田　祐之 平 7. 4. 1内   診療所
     長医61 田内科医院 長井市台町６－１ 常　勤:    1理事長　池田　祐之 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58115,1041,3 桑島眼科医院 〒993-0007 0238-88-2720桑島　一郎 桑島　一郎 平 8. 5. 1一般         8診療所
     長医63 長井市本町２－２－１２ 常　勤:    1 新規 眼   現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58215,1043,9 松下クリニック 〒993-0007 0238-88-2538医療法人積仁会　理事松下　靖 平 9.10. 1一般         4診療所
     長医65 長井市本町一丁目９番２７－１号常　勤:    1長　松下　靖 組織変更 内   ひ   現存
     (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58315,1046,2 公立置賜長井病院 〒993-0002 0238-84-2161置賜広域病院企業団　齋藤　秀樹 平12.11. 1一般        50病院
     長医68 長井市屋城町２－１ 常　勤:    3企業長　中山　順子 新規 内   精   外  現存
     (医       3) 平24.11. 1整外 脳外 婦  
     非常勤:   57 眼   耳い リハ
     (医      57)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58415,1053,8 医療法人中村循環器科〒993-0084 0238-84-8077医療法人中村循環器科中村　和治 平17. 4. 1内   呼   循  診療所
     長医75 医院 長井市栄町６番３１号 常　勤:    1医院　理事長　中村　 組織変更 現存
     (医       1)和治 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58515,1055,3 なかさとこどもクリニ〒993-0014 0238-84-8778医療法人社団すくすく中里　満 平17.10. 1小   診療所
     長医77 ック 長井市小出３９３０番地３ 常　勤:    1　理事長　中里　満 組織変更 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58615,1056,1 くのもと整形外科クリ〒993-0041 0238-84-8880医療法人社団周治会　鈴木　聡 平18. 4. 1整外 リハ 診療所
     長医78 ニック 長井市九野本８０５番地１６ 常　勤:    1理事長　鈴木　聡 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  58715,1058,7 医療法人杏山会吉川記〒993-0075 0238-87-8000医療法人杏山会　理事吉川　順 平18.11. 1精神       150病院
     長医80 念病院 長井市成田１８８８ー１ 常　勤:    6長　吉川　恭子 移転 療養        50現存
     (医       6) 平24.11. 1内   精   神内
     非常勤:   16 小   リハ 他  
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58815,1059,5 近藤皮ふ科クリニック〒993-0085 0238-84-8886医療法人社団慈悠会　近藤　慈夫 平19. 4. 1皮   診療所
     長医81 長井市高野町１－４－１４－１ 常　勤:    1理事長　近藤　慈夫 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58915,1060,3 斎藤眼科医院 〒993-0001 0238-84-5811医療法人斎藤眼科医院齋藤　和幸 平19. 4. 1眼   診療所
     長医82 長井市ままの上１－１６ 常　勤:    1　理事長　齋藤　和幸 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59015,1061,1 前山耳鼻咽喉クリニッ〒993-0031 0238-83-1187医療法人社団前山クリ前山　裕之 平24. 1. 1耳い アレ 診療所
     長医83 ク 長井市泉字舘の越１９２６－１２常　勤:    1ニック　理事長　前山 組織変更 現存
     (医       1)　裕之 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59115,1062,9 はぎの内科医院 〒993-0003 0238-88-1789医療法人社団はぎの内萩野　武志 平24. 7. 1内   診療所
     長医84 長井市東町１番１号 常　勤:    1科医院　理事長　萩野 組織変更 現存
     (医       1)　武志 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59215,1064,5 医療法人社団梅津医院〒993-0083 0238-88-2078医療法人社団梅津医院梅津　一彦 平29. 1. 1循   内   胃  診療所
     長医86 長井市大町２番２７号 常　勤:    1　理事長　梅津　一彦 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59316,1024,7 干布後藤医院 〒994-0056 023-654-4701後藤　溶三 後藤　溶三 昭50. 4. 1内   呼   アレ診療所
     天医38 天童市干布４０３番地２号 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59416,1025,4 高橋眼科医院 〒994-0066 0236-55-2053高橋　晃一 高橋　晃一 昭50. 6.20眼   診療所
     天医39 天童市大字長岡７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59516,1026,2 安部内科胃腸科医院 〒994-0012 0236-54-1581安部　淑子 安部　淑子 昭50. 8. 1内   胃   診療所
     天医40 天童市久野本３－１－２７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59616,1027,0 藤山医院 〒994-0054 023-653-2897藤山　忠信 藤山　忠信 昭51. 1. 1内   外   婦  診療所
     天医41 天童市大字荒谷９１ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  59716,1028,8 水戸外科医院 〒994-0011 023-653-5321水戸　豊 水戸　豊 昭51. 9.14内   胃   外  診療所
     天医42 天童市北久野本１－６－３８ 常　勤:    1 新規 皮   こう 現存
     (医       1) 平24. 9.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59816,1040,3 医療法人社団斗南会秋〒994-0012 023-653-5725医療法人社団斗南会　伊藤　正尚 昭59.12. 1精神       226病院
     天医54 野病院 天童市大字久野本３６２番地の１常　勤:    7理事長　秋野　貞子 新規 精   内   神  現存
     (医       7) 平29.12. 1心内 
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59916,1045,2 吉岡病院 〒994-0026 023-654-1188医療法人社団丹心会　吉岡　信弥 平 2. 9. 1一般        78病院
     天医59 天童市東本町三丁目５番２１号 常　勤:    5理事長　吉岡　信弥 新規 療養        48現存
     (医       5) 平29. 9. 1整外 内   脳外
     非常勤:   30 リハ リウ 
     (医      30)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60016,1046,0 松田医院 〒994-0101 023-656-2110医療法人光山会　理事松田　忠三 平 3. 9. 1内   胃   診療所
     天医60 天童市大字山口１９１３－２ 常　勤:    1長　松田　忠三 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60116,1047,8 鞍掛胃腸科内科医院 〒994-0026 0236-53-2603鞍掛　彰秀 鞍掛　彰秀 平 3.12.21内   胃   診療所
     天医61 天童市東本町１－６－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.12.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60216,1049,4 医療法人ひとみ会菅野〒994-0034 0236-53-1103医療法人ひとみ会　理菅野　馨 平 4. 4. 1一般    診療所
     天医63 馨眼科 天童市本町２－１－１ 常　勤:    2事長　菅野　馨 新規 眼   現存
     (医       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60316,1053,6 三條外科胃腸科医院 〒994-0041 023-654-2836医療法人社団三條外科三條　忠夫 平 5. 2. 1外   内   胃  診療所
     天医67 天童市五日町１－３－７ 常　勤:    1胃腸科医院　理事長　 新規 こう 現存
     (医       1)三條　忠夫 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60416,1054,4 高橋整形外科 〒994-0012 023-653-3282医療法人社団高橋整形高橋　繁夫 平 5. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     天医68 天童市久野本三丁目１９番２６号常　勤:    2外科　理事長　高橋　 新規 現存
     (医       2)孝典 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60516,1055,1 菅原内科胃腸科医院 〒994-0063 023-655-4180医療法人菅原内科胃腸菅原　一彦 平 5. 4. 1内   胃   消  診療所
     天医69 天童市東長岡２－１－１ 常　勤:    1科医院　理事長　菅原 新規 現存
     (医       1)　一彦 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  60616,1056,9 児玉整形外科クリニッ〒994-0015 023-654-8833医療法人児玉整形外科児玉　茂美 平 5. 9. 1整外 リウ 診療所
     天医70 ク 天童市泉町１－１－２３ 常　勤:    1クリニック　理事長　 新規 現存
     (医       1)児玉　茂美 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60716,1061,9 医療法人安耳鼻咽喉科〒994-0026 023-654-3080医療法人安耳鼻咽喉科ＡＮＧ・ＥＮＧ・ＳＥ平 7. 5. 1耳い 呼   診療所
     天医75 医院 天童市東本町３－６－１２ 常　勤:    1医院　理事長　ＡＮＧＮＧ 新規 現存
     (医       1)　ＥＮＧ　ＳＥＮＧ 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60816,1062,7 おおもり眼科医院 〒994-0003 023-653-0341大森　昇吾 大森　昇吾 平 7. 7. 3眼   診療所
     天医76 天童市柏木町１－１０－３６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60916,1063,5 やまもと整形外科医院〒994-0047 023-651-2010山本　博司 山本　博司 平 8. 4. 1整外 リハ 診療所
     天医77 天童市駅西２－８－２５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61016,1065,0 奥山こども医院 〒994-0011 023-653-1717医療法人芳樹会　理事奥山　芳夫 平 8.10. 1小   診療所
     天医79 天童市北久野本１－１２－２７ 常　勤:    2長　奥山　芳夫 新規 現存
     (医       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61116,1067,6 平野クリニック 〒994-0013 023-653-1488医療法人亀城会　理事平野　和彦 平10. 4. 1皮   ひ   診療所
     天医81 天童市老野森１－１５－８ 常　勤:    1長　平野　和彦 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61216,1069,2 瑞穂医院 〒994-0068 023-658-4311阿部　義裕 阿部　義裕 平11. 2. 1整外 リウ リハ診療所
     天医83 天童市大字高擶字東浦９４１－２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61316,1070,0 さとう医院 〒994-0047 023-653-1433医療法人さとう医院　佐藤　憲弘 平12. 4. 1内   胃   消  診療所
     天医84 天童市駅西二丁目５番２０号 常　勤:    1理事長　佐藤　憲弘 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61416,1073,4 さいとう内科胃腸科ク〒994-0049 023-658-6622医療法人社団杏花会　齊藤　公人 平13.10. 1内   神内 胃  診療所
     天医87 リニック 天童市南町２－１０－５ 常　勤:    1理事長　齊藤　公人 組織変更 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61516,1076,7 大野胃腸科内科医院 〒994-0012 656-8522 医療法人社団斗南会　大野　茂 平14.12. 2内   胃   消  診療所
     天医90 天童市久野本１０５６番地の３ 常　勤:    1理事長　秋野　貞子 新規 現存
     (医       1) 平26.12. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61616,1077,5 小幡皮膚科医院 〒994-0047 653-1781 医療法人仁和会　理事小幡　仁子 平15. 3. 1皮   アレ 診療所
     天医91 天童市駅西３－９－１ 常　勤:    1長　小幡　仁子 移転 現存
     (医       1) 平27. 3. 1
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  61716,1078,3 クリニックあこがれ 〒994-0054 023-652-3281医療法人社団悠愛会　大島　裕紀 平15. 4. 1内   神内 整外診療所
     天医92 天童市荒谷１９７３－８８４ 常　勤:    2理事長　大島　扶美 新規 リハ 外   現存
     (医       2) 平27. 4. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61816,1079,1 ひがしたに小児科 〒994-0049 023-651-1555医療法人光和会　理事東谷　暁子 平15. 4. 1小   診療所
     天医93 天童市南町３－１－２４ 常　勤:    1長　東谷　暁子 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61916,1081,7 真田眼科医院 〒994-0033 023-653-2017真田　彰郎 真田　彰郎 平15.10.14眼   診療所
     天医95 天童市三日町２－６－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27.10.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62016,1085,8 天童温泉矢吹クリニッ〒994-0028 023-656-9811医療法人社団清永会　山口　一郎 平16.10. 1内   診療所
     天医94 ク 天童市鍬ノ町１丁目２番１０号 常　勤:    1理事長　矢吹　清隆 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62116,1087,4 塩野医院 〒994-0002 023-651-2211医療法人社団塩野医院塩野　時雄 平17. 4. 1内   胃   整外診療所
     天医101 天童市乱川三丁目２番１０号 常　勤:    2　理事長　塩野　時雄 組織変更 リウ 現存
     (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62216,1088,2 おおやま皮膚科 〒994-0049 023-651-1241医療法人社団おおやま大山　正俊 平17. 4. 1皮   アレ 診療所
     天医102 天童市南町３－１－１８ 常　勤:    1皮膚科　理事長　大山 組織変更 現存
     (医       1)　正俊 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62316,1089,0 内科・胃腸科高橋医院〒994-0026 023-653-5664小松　静子 小松　静子 平17. 4. 1内   胃   診療所
     天医103 天童市東本町１－１－３２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62416,1092,4 医療法人篠田好生会天〒994-0024 023-653-5711医療法人篠田好生会　大田　政廣 平18. 4. 1一般        64病院
     (16,3053,0) 童温泉篠田病院 天童市鎌田一丁目７番１号 常　勤:    8理事長　篠田　昭男 移転 精神        60現存
     天医105 (医       6) 平30. 4. 1内   外   整外
     (歯       2) 脳外 精   ひ  
     非常勤:   98 婦   耳い リハ
     (医      98) 歯   歯外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62516,1093,2 神村内科医院 〒994-0028 023-654-0300医療法人社団五和会　神村　匡 平18. 9. 1内   診療所
     天医106 天童市鍬ノ町一丁目３番２２号 常　勤:    1理事長　神村　匡 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  62616,1094,0 高橋眼科クリニック 〒994-0028 023-652-1234医療法人社団心々堂　高橋　和晃 平19. 4. 1眼   診療所
     天医107 天童市鍬ノ町一丁目２番２１号 常　勤:    2理事長　高橋　和晃 組織変更 現存
     (医       2) 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62716,1095,7 医療法人芳賀心療内科〒994-0046 023-654-3800医療法人芳賀心療内科芳賀　幹雄 平19. 4. 1精   神   心内診療所
     天医108 ・神経科クリニック 天童市田鶴町４－２－５３ 常　勤:    1・神経科クリニック　 組織変更 現存
     (医       1)理事長　芳賀　幹雄 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62816,1096,5 さとうウィメンズクリ〒994-0081 023-652-1117医療法人さとうウィメ佐藤　聡 平19. 4. 1一般 診療所
     (16,3059,7) ニック 天童市南小畑４－１－１ 常　勤:    2ンズクリニック　理事 組織変更     一般    19現存
     天医109 (医       2)長　佐藤　聡 平25. 4. 1産   婦   歯  
     非常勤:   13 小   
     (医      12)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62916,1097,3 武田耳鼻咽喉科 〒994-0013 023-652-2233医療法人社団武田耳鼻武田　一彦 平19. 4. 1耳い 診療所
     天医110 天童市老野森２－１５－１８ 常　勤:    1咽喉科　理事長　武田 組織変更 現存
     (医       1)　一彦 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63016,1098,1 いがらしクリニック 〒994-0063 023-658-1123医療法人いがらしクリ五十嵐　秀樹 平19. 5. 1内   循   診療所
     天医111 天童市東長岡２－８－８ 常　勤:    1ニック　理事長　五十 組織変更 現存
     (医       1)嵐　秀樹 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63116,1099,9 整形外科　増子 〒994-0049 023-679-3371増子　邦彦 増子　邦彦 平19. 9. 3整外 リハ 診療所
     天医112 天童市南町三丁目１４－２７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 9. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63216,1100,5 大竹内科呼吸器科医院〒994-0013 023-651-3911医療法人社団大竹内科大竹　和久 平20. 4. 1一般 診療所
     天医113 天童市老野森１丁目５番１号 常　勤:    1呼吸器科医院　理事長 組織変更     一般     2現存
     (医       1)　大竹　和久 平26. 4. 1内   呼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63316,1101,3 天童市民病院 〒994-0047 023-654-2511天童市長　山本　信治木村　青史 平20. 4. 1一般        54病院
     天医114 天童市駅西五丁目２番１号 常　勤:   10 移転 療養        30現存
     (医       9) 平26. 4. 1内   小   外  
     (薬       1) 脳外 産婦 皮  
     非常勤:   51 整外 
     (医      51)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63416,1103,9 東谷心療内科 〒994-0049 023-664-0345東谷　慶昭 東谷　慶昭 平24.12. 1心内 精   診療所
     天医116 天童市南町３丁目２－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.12. 1
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  63516,1104,7 近藤医院 〒994-0014 023-656-8277近藤　一秀 近藤　一秀 平26. 4. 1内   皮   診療所
     天医117 天童市糠塚２丁目８－３０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63616,1105,4 南町耳鼻咽喉科 〒994-0049 023-687-0870医療法人南町耳鼻咽喉櫻井　秀一郎 平26. 5. 1耳い アレ 診療所
     天医118 天童市南町３丁目１４番１９号 常　勤:    1科　理事長　櫻井　秀 組織変更 頭頸部外科 現存
     (医       1)一郎 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63716,1106,2 宮脇医院 〒994-0026 023-653-5005宮脇　元彦 宮脇　元彦 平27. 2. 5内   消   診療所
     天医119 天童市東本町３－４－１３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 2. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63816,1108,8 天童南クリニック 〒994-0082 023-679-5740得能　正行 得能　正行 平29. 5. 1眼   診療所
     天医121 天童市芳賀タウン北４－１－１イ常　勤:    1 新規 現存
     オンモール天童１階 (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63916,1109,6 医療法人社団目黒クリ〒994-0014 023-653-1688医療法人社団目黒クリ目黒　光彦 平29. 5. 1循   内   診療所
     天医122 ニック循環器科・内科天童市糠塚一丁目４番１号 常　勤:    1ニック循環器科・内科 組織変更 現存
     (医       1)　理事長　目黒　光彦 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64016,1110,4 つちだ子どもクリニッ〒994-0067 023-687-1259土田　哲生 土田　哲生 平29.10. 1小   診療所
     天医123 ク 天童市芳賀タウン南三丁目７番１常　勤:    1 新規 現存
     ３号 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64117,1019,5 北村山公立病院 〒999-3792 0237-42-2111東根市長 鎌塚　栄一郎 昭48. 6.25一般       300病院
     東医35 東根市温泉町２－１５－１ 常　勤:   24 新規 内   神内 小  現存
     (医      24) 平30. 6.25外   整外 形外
     非常勤:   21 脳外 皮   ひ  
     (医      21) 産婦 眼   耳い
     リハ 放   麻  
     乳腺外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64217,1027,8 三浦医院 〒999-3783 0237-43-2311医療法人社団三浦医院三浦　祥子 平元. 4. 1内   循   診療所
     東医43 東根市本丸南一丁目８番２号 常　勤:    1　理事長　三浦　祥子 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64317,1028,6 医療法人渡辺医院 〒999-3776 0237-47-0406医療法人渡辺医院　理渡辺　真理子 平元.10. 1皮   診療所
     東医44 東根市大字羽入２８２１ 常　勤:    1事長　渡辺　真理子 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
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  64417,1029,4 佐藤内科胃腸科医院 〒999-3763 0237-47-1125医療法人佐藤内科胃腸佐藤　宏 平 2. 4. 1内   胃   診療所
     東医45 東根市神町中央１－９－３５ 常　勤:    1科医院　理事長　佐藤 新規 現存
     (医       1)　宏 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64517,1031,0 塩野胃腸科内科医院 〒999-3701 0237-42-0395医療法人仁愛会　理事塩野　孝一 平 2. 9. 1胃   内   小  診療所
     東医47 東根市大字東根甲５１６０－３ 常　勤:    1長　塩野　孝一 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64617,1032,8 なりさわ胃腸科・内科〒999-3762 0237-47-3660成沢　信之助 成沢　信之助 平 3.12. 2内   胃   診療所
     東医48 医院 東根市神町北１－３－４１ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平27.12. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64717,1034,4 菅クリニック 〒999-3706 0237-42-0055医療法人さくら会　理菅　隆一 平 5.11. 4一般        14診療所
     東医50 東根市三日町４丁目１番３０号 常　勤:    1事長　菅　隆一 新規 産婦 現存
     (医       1) 平29.11. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64817,1040,1 医療法人社団明山会山〒999-3712 0237-43-8080医療法人社団明山会　熱海　裕之 平 6.10. 1療養 病院
     東医56 形ロイヤル病院 東根市大森２－３－６ 常　勤:    8理事長　山本　登 新規     療養   322現存
     (医       8) 平24.10. 1内   リハ 
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64917,1042,7 江口こども医院 〒999-3711 0237-43-8118医療法人社団江口こど江口　儀太 平 7. 2. 1小   皮   アレ診療所
     東医58 東根市中央２－１８－１ 常　勤:    1も医院　理事長　江口 新規 現存
     (医       1)　儀太 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65017,1049,2 後藤眼科医院 〒999-3712 0237-43-7766医療法人社団薫会　理後藤　恒男 平11. 3. 1一般         6診療所
     東医65 東根市大森２－１－４ 常　勤:    1事長　後藤　恒男 組織変更 眼   現存
     (医       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65117,1050,0 安達クリニック 〒999-3722 0237-44-3777安達　和仁 安達　和仁 平11.10. 1内   胃   外  診療所
     東医66 東根市大字泉郷６２５－１ 常　勤:    1 新規 皮   現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65217,1053,4 宮崎外科胃腸科クリニ〒999-3705 0237-41-2357医療法人社団真和会　髙橋　則好 平13. 1. 1内   胃   外  診療所
     東医69 ック 東根市宮崎１ー３ー３０ 常　勤:    1理事長　髙橋　則好 組織変更 こう 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65317,1054,2 藤田医院 〒999-3709 0237-42-0256藤田　信輔 藤田　信輔 平13. 4. 1内   循   診療所
     東医70 東根市六田１－１－３５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
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  65417,1055,9 柴田内科循環器科クリ〒999-3717 0237-42-3917柴田　健彦 柴田　健彦 平13. 5. 1内   呼   循  診療所
     東医71 ニック 東根市一本木２－４－２５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65517,1056,7 井川整形外科クリニッ〒999-3720 0237-42-4777井川　譲 井川　譲 平13.11. 1整外 リハ 診療所
     東医72 ク 東根市さくらんぼ駅前二丁目１７常　勤:    1 新規 現存
     番２３号 (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65617,1057,5 つばさ皮膚科 〒999-3711 0237-43-1241医療法人社団緑心会　橋本　秀樹 平14. 1. 1皮   診療所
     東医73 東根市中央３－２－２１ 常　勤:    1理事長　橋本　秀樹 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65717,1058,3 保坂クリニック 〒999-3720 0237-41-1188保坂　淳 保坂　淳 平16.10. 1内   呼   胃  診療所
     東医74 東根市さくらんぼ駅前二丁目７番常　勤:    1 新規 循   小   外  現存
     ２２号 (医       1) 平28.10. 1心外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65817,1059,1 東根市休日診療所 〒999-3796 0237-43-2120東根市長 藤田　信輔 平17. 4. 1内   小   診療所
     東医75 東根市中央１丁目５番１号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:   21
     (医      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65917,1060,9 ひがしね耳鼻咽喉科 〒999-3720 0237-43-6633奥山　孝 奥山　孝 平18. 2. 1耳い アレ 診療所
     東医76 東根市さくらんぼ駅前二丁目１０常　勤:    1 移転 現存
     番２７号 (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66017,1061,7 工藤医院 〒999-3776 0237-47-3838医療法人工藤医院　理工藤　邦夫 平18. 4. 1内   胃   外  診療所
     東医77 東根市大字羽入２０９８番地４ 常　勤:    1事長　工藤　邦夫 組織変更 整外 こう 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66117,1066,6 金村医院 〒999-3785 0237-48-6110医療法人延世会　理事金村　應文 平23. 1. 1内   呼   循  診療所
     東医82 東根市本丸西四丁目１番２４号 常　勤:    1長　金村　應文 組織変更 小   アレ 現存
     (医       1) 平29. 1. 1糖尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66217,1067,4 山本内科医院 〒999-3711 0237-43-0180医療法人社団山本内科山本　弘史 平23. 2. 1循   神内 胃  診療所
     東医83 東根市中央四丁目５番２４号 常　勤:    1医院　理事長　山本　 組織変更 糖尿病内科 現存
     (医       1)弘史 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66317,1068,2 ひかり皮膚科 〒999-3720 0237-43-1002医療法人和光会　理事武田　光 平23. 4. 1皮   診療所
     東医84 東根市さくらんぼ駅前２－１３－常　勤:    1長　武田　光 組織変更 現存
     １ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  66417,1069,0 東根クリニック 〒999-3711 0237-43-7655医療法人光仁会　理事鈴木　昌幸 平23.10. 1内   ひ   皮  診療所
     東医85 東根市中央４丁目１番２９号 常　勤:    1長　廣井　正彦 その他 現存
     (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66517,1070,8 医療法人社団伍光会北〒999-3702 0237-41-0583医療法人社団伍光会　橋本　政敏 平24.10. 1一般 診療所
     東医86 村山在宅診療所 東根市温泉町二丁目５番３号 常　勤:    4理事長　肌附　英幸 組織変更     一般     1現存
     (医       4) 平24.10. 1内   皮   ひ  
     非常勤:   28 精   整外 心内
     (医      28)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66617,1072,4 宇賀神内科クリニック〒999-3730 0237-53-6961宇賀神　智 宇賀神　智 平27. 5. 1消   内   診療所
     東医88 東根市中央南１丁目６番２８号 常　勤:    1 新規 内視鏡内科 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66717,1073,2 けんじ脳神経クリニッ〒999-3763 0237-53-6718伊藤　健司 伊藤　健司 平27. 9. 1脳外 内   リハ診療所
     東医89 ク 東根市神町中央１丁目８番１１号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66817,1074,0 大沼医院 〒999-3763 0237-48-2830医療法人大沼会　理事大沼　天 平28.11. 1内   呼   循  診療所
     東医90 東根市神町中央一丁目１１番１８常　勤:    2長　大沼　天 交代 小   アレ 透析現存
     号 (医       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66917,1075,7 すずきこどもクリニッ〒999-3762 0237-53-6107医療法人社団すずきこ鈴木　浩 平28.11. 1小   アレ 診療所
     東医91 ク 東根市神町北三丁目２番１８号 常　勤:    1どもクリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　鈴木　浩 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67017,1076,5 神町整形リウマチクリ〒999-3762 0237-53-1113竹之内　研二 竹之内　研二 平29.10. 1整外 リウ 診療所
     東医92 ニック 東根市神町北二丁目５番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67118,1015,1 尾花沢市中央診療所 〒999-4224 0237-23-2010尾花沢市長 本間　直之 昭56. 5. 1一般        19診療所
     尾医26 尾花沢市新町３－２－２０ 常　勤:    1 新規 内   胃   消  現存
     (医       1) 平29. 5. 1外   こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67218,1019,3 伊藤クリニック 〒999-4225 0237-23-3350伊藤　嘉昭 伊藤　嘉昭 平 2.11. 1神内 内   外  診療所
     尾医30 尾花沢市若葉町一丁目３番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  67318,1023,5 医療法人敬愛会尾花沢〒999-4222 0237-23-3637医療法人敬愛会　理事渋谷　磯夫 平 6.11. 1精神       126病院
     尾医34 病院 尾花沢市大字朧気６９５－３ 常　勤:    4長　渋谷　磯夫 新規 療養        26現存
     (医       3) 平24.11. 1内   精   神内
     (薬       1) 消   リハ 心内
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67418,1026,8 ゆうき眼科クリニック〒999-4228 0237-24-1522結城　義憲 結城　義憲 平19. 7. 2眼   診療所
     尾医37 尾花沢市上町四丁目７－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 7. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67518,1027,6 さかえクリニック 〒999-4228 0237-53-8181柴田　雄二 柴田　雄二 平19. 7. 2内   皮   ひ  診療所
     尾医38 尾花沢市上町一丁目１－８ 常　勤:    2 新規 婦   現存
     (医       2) 平25. 7. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67618,1029,2 おくやま内科医院 〒999-4226 0237-24-0980医療法人花菜の会　理奥山　裕 平23. 9. 1内   診療所
     尾医40 尾花沢市新町中央３番６号 常　勤:    1事長　奥山　裕 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67718,1030,0 清治医院 〒999-4228 0237-23-2125医療法人福笑会　理事清治　邦夫 平25. 5. 1内   小   消  診療所
     尾医41 尾花沢市上町六丁目３－１５ 常　勤:    1長　清治　邦夫 組織変更 循   現存
     (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67818,1032,6 加藤クリニック 〒999-4225 0237-22-9877医療法人社団日だまり加藤　圭介 平29. 4. 1外   内   診療所
     尾医43 尾花沢市若葉町二丁目１番７号 常　勤:    1　理事長　加藤　圭介 組織変更 内視鏡内科 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67919,1016,7 永山医院 〒999-2221 0238-43-2568永山　武州 永山　武州 昭36.11. 1内   外   整外診療所
     南医17 南陽市椚塚１８２１－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68019,1027,4 南陽市国民健康保険小〒992-0581 0238-41-2040南陽市長 鈴木　泰宏 昭42. 4. 1内   診療所
     南医31 滝診療所 南陽市小滝１４７１－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68119,1039,9 南陽東置賜休日診療所〒999-2221 0238-40-3456南陽市長 金子　誠 昭56.12.15内   小   診療所
     南医44 南陽市椚塚４２０番地の７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.12.15
     非常勤:   28
     (医      28)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  68219,1044,9 佐藤病院 〒999-2221 0238-40-3170社会医療法人公徳会　沼田　由紀夫 昭61. 4. 1精神       156病院
     南医49 南陽市椚塚９４８－１ 常　勤:   10理事長　佐藤　忠宏 新規 精   心内 内  現存
     (医      10) 平28. 4. 1児童精神科、老
     非常勤:   18 年精神科
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68319,1048,0 医療法人社団鈴木内科〒992-0472 0238-45-3355医療法人社団鈴木内科鈴木　哲治 平 2. 9. 1内   循   小  診療所
     南医53 医院 南陽市宮内４５４５－２ 常　勤:    2医院　理事長　鈴木　 新規 現存
     (医       2)紘治 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68419,1049,8 小川医院 〒999-2241 0238-43-2055医療法人小川医院　理小川　比呂志 平 2. 9. 1一般        14診療所
     南医54 南陽市郡山１０８２－１０ 常　勤:    2事長　小川　比呂志 新規 産婦 現存
     (医       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68519,1053,0 後藤医院 〒999-2211 0238-43-2135医療法人社団後藤医院後藤　利昭 平 5. 5. 1内   消   診療所
     南医58 南陽市赤湯３４２ 常　勤:    1　理事長　後藤　利昭 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68619,1055,5 板垣医院 〒992-0472 0238-47-2407医療法人社団悌仁会　板垣　敏明 平 5. 9. 1整外 内   小  診療所
     南医60 南陽市宮内５８７－２ 常　勤:    1理事長　板垣　敏明 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68719,1057,1 渡辺整形外科医院 〒999-2211 0238-43-2531医療法人賢彰会　理事渡辺　彰博 平 8. 5. 1整外 外   リハ診療所
     南医62 南陽市赤湯３４６－３４ 常　勤:    1長　渡辺　彰博 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68819,1058,9 大西眼科 〒999-2211 0238-49-2400大西　正一 大西　正一 平 8. 7. 1眼   診療所
     南医63 南陽市赤湯２８７５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68919,1059,7 安日クリニック 〒999-2241 0238-40-2240医療法人安日クリニッ安日　新 平 8. 9. 1内   診療所
     南医64 南陽市郡山８７７－５ 常　勤:    1ク　理事長　安日　新 新規 胃腸内科 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69019,1060,5 本町クリニック 〒992-0472 0238-47-2777石黒　光治郎 石黒　光治郎 平 9. 4. 1内   診療所
     南医65 南陽市宮内２６２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  69119,1061,3 齋藤医院 〒992-0472 0238-47-2238医療法人白水堂　理事齋藤　忠明 平 9.10. 1一般        11診療所
     南医66 南陽市宮内２９６３番地 常　勤:    1長　齋藤　忠明 組織変更 内   小   麻  現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69219,1063,9 医療法人社団須藤皮膚〒999-2231 0238-43-4416医療法人社団須藤皮膚須藤　一 平10. 9. 1皮   診療所
     南医68 科医院 南陽市二色根７５－９ 常　勤:    1科医院　理事長　須藤 組織変更 現存
     (医       1)　一 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69319,1065,4 公立置賜南陽病院 〒992-0472 0238-47-3000置賜広域病院企業団　原田　正夫 平12.11. 1一般        50病院
     南医70 南陽市宮内１２０４ 常　勤:    4企業長　中山　順子 新規 内   精   小  現存
     (医       4) 平24.11. 1外   眼   耳い
     非常勤:   43 リハ ひ   整外
     (医      43) 脳外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69419,1066,2 西山医院 〒992-0472 0238-47-2052西山　大輔 西山　大輔 平13. 8.27内   消   整外診療所
     南医71 南陽市宮内２７７９－１ 常　勤:    1 交代 皮   リハ 現存
     (医       1) 平25. 8.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69519,1067,0 トータルヘルスクリニ〒999-2221 0238-40-3406社会医療法人公徳会　川合　厚子 平15. 1. 6内   精   呼  診療所
     南医72 ック 南陽市椚塚１１８０－５ 常　勤:    3理事長　佐藤　忠宏 新規 心内 現存
     (医       2) 平27. 1. 6糖尿病内科、老
     (歯       1) 年精神科
     非常勤:   17
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69619,1068,8 川合耳鼻咽喉科 〒999-2244 0238-43-8733川合　正和 川合　正和 平15.10. 1耳い アレ 診療所
     南医73 南陽市島貫阿弥陀前５９９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69719,1072,0 さとうクリニック 〒992-0472 0238-47-3109医療法人社団済々会　佐藤　史井 平17.11. 1こう 内   外  診療所
     南医77 南陽市宮内字横町３５００ 常　勤:    1理事長　佐藤　史井 組織変更 消   現存
     (医       1) 平29.11. 1漢方内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69819,1074,6 赤湯駅前クリニック 〒999-2232 0238-43-7777竹田　聡 竹田　聡 平19. 4. 3内   精   心内診療所
     南医79 南陽市三間通１２６ー１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69919,1075,3 加藤整形外科クリニッ〒999-2244 0238-50-3555医療法人加藤整形外科加藤　浩司 平19. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     南医80 ク 南陽市島貫字下堂ノ前６１５－９常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)加藤　浩司 平25. 4. 1
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  70019,1076,1 大塚医院 〒999-2211 0238-40-3133医療法人社団大塚医院大塚　聡 平19. 4. 1内   胃   外  診療所
     南医81 南陽市赤湯３９３ 常　勤:    1　理事長　大塚　聡 組織変更 こう 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70119,1078,7 三須小児科内科医院 〒992-0472 0238-47-2071三須　久子 三須　久子 平23. 8. 1小   内   診療所
     南医83 南陽市宮内２６２１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70219,1079,5 あかゆ小児クリニック〒999-2221 0238-43-8220医療法人社団あかゆ小佐藤　哲 平23.10. 1小   診療所
     南医84 南陽市椚塚１６８６－１ 常　勤:    1児クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　佐藤　哲 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70319,1080,3 齋藤内科クリニック 〒992-0472 0238-47-2411齋藤　潔 齋藤　潔 平23.10.27内   リウ 循  診療所
     南医85 南陽市宮内４６５２－１ 常　勤:    1 交代 消   現存
     (医       1) 平29.10.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70422,1016,1 医療法人社団松柏会至〒990-0401 023-662-5011医療法人社団松柏会　桐井　宏一 昭59.12. 1内   小   外  診療所
     東村医40 誠堂総合病院附属中山東村山郡中山町長崎３０３０－１常　勤:    1理事長　髙橋　敬治 新規 皮   眼   現存
     診療所 (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70522,1018,7 服部内科胃腸科医院 〒990-0401 023-662-2272服部　好伸 服部　好伸 昭63. 3. 1内   胃   診療所
     東村医42 東村山郡中山町大字長崎４１７０常　勤:    2 新規 現存
     －１ (医       1) 平30. 3. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70622,1021,1 医療法人伊東医院 〒990-0301 023-664-5025医療法人伊東医院　理伊東　信 平 3. 3. 1内   皮   診療所
     東村医45 東村山郡山辺町山辺３１０－１ 常　勤:    1事長　伊東　信 新規 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70722,1024,5 山辺こどもクリニック〒990-0301 0236-64-8488板垣　勉 板垣　勉 平 8. 7. 1小   診療所
     東村医48 東村山郡山辺町大字山辺２９０８常　勤:    1 新規 現存
     －１４ (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70822,1027,8 クリニックメルヘン 〒990-0331 023-667-0088医療法人社団悠愛会　佐藤　廣治 平10. 4. 1内   神内 整外診療所
     東村医51 東村山郡山辺町大字大寺字竹の花常　勤:    1理事長　大島　扶美 新規 リハ 現存
     １１５２－４ (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70922,1028,6 安藤内科医院 〒990-0401 023-662-5580医療法人安藤医院　理安藤　晴夫 平11. 1. 1内   胃   診療所
     東村医52 東村山郡中山町大字長崎１１４４常　勤:    1事長　安藤　晴夫 組織変更 休止
     －１ (医       1) 平29. 1. 1
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  71022,1029,4 やまのべ藤田クリニッ〒990-0323 665-7003 藤田　登志也 藤田　登志也 平14. 5. 1内   整外 脳外診療所
     東村医53 ク 東村山郡山辺町大字大塚８２３－常　勤:    1 交代 リハ アレ 現存
     １ (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71122,1031,0 鈴木医院 〒990-0301 023-664-5345医療法人花開暸　理事鈴木　祐子 平15. 4. 1内   外   ひ  診療所
     東村医55 東村山郡山辺町山辺１０６８ 常　勤:    1長　鈴木　祐子 組織変更 胃   現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71222,1033,6 やまのべ整形外科 〒990-0301 023-665-8900鳥居　伸行 鳥居　伸行 平16. 8. 2整外 リハ 診療所
     東村医57 東村山郡山辺町大字山辺１２５８常　勤:    1 新規 現存
     番地１３ (医       1) 平28. 8. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71322,1035,1 たかはし元気クリニッ〒990-0409 023-663-3575医療法人たかはし元気髙橋　徹 平18. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     東村医59 ク 東村山郡中山町大字小塩１２８４常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     番地５ (医       1)髙橋　徹 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71422,1036,9 医療法人和敬会クリニ〒990-0301 023-664-5178医療法人和敬会　理事笠原　敬良 平18.10. 1内   外   リハ診療所
     東村医60 ック 東村山郡山辺町大字山辺２６５ 常　勤:    1長　笠原　敬良 組織変更 麻   現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71522,1040,1 やまのべ耳鼻咽喉科 〒990-0301 023-665-8877医療法人社団やまのべ布施　健生 平22. 5. 1耳い 診療所
     東村医64 東村山郡山辺町大字山辺１１１５常　勤:    1耳鼻咽喉科　理事長　 組織変更 現存
     －７ (医       1)布施　健生 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71622,1041,9 洋々会秋葉医院 〒990-0401 023-663-1000医療法人洋々会秋葉医秋葉　太郎 平24.12.28内   消   診療所
     東村医65 東村山郡中山町大字長崎３０３番常　勤:    1院　理事長　秋葉　太 組織変更 現存
     地８ (医       1)郎 平24.12.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71722,1042,7 ひでたま胃腸科眼科ク〒990-0301 023-665-8876医療法人ひでたま胃腸三橋　秀輝 平28. 1. 4胃   眼   内  診療所
     東村医66 リニック 東村山郡山辺町大字山辺６１３９常　勤:    2科眼科クリニック　理 組織変更 現存
     番地６ (医       2)事長　三橋　秀輝 平28. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71823,1019,3 朝日町立病院 〒990-1442 0237-67-2125朝日町長 小林　達 昭39. 7. 2一般        50病院
     西村医35 西村山郡朝日町大字宮宿８４３ 常　勤:    3 新規 内   外   整外現存
     (医       3) 平24. 7. 2眼   
     非常勤:   22
     (医      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71923,1039,1 西川町立病院 〒990-0702 0237-74-2211西川町長 須貝　昌博 昭52. 2.12一般        43病院
     西村医62 西村山郡西川町大字海味５８１ 常　勤:    5 新規 内   小   外  現存
     (医       4) 平28. 2.12整外 
     (薬       1)
     非常勤:   11
     (医      11)
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  72023,1042,5 奥山医院 〒990-1101 0237-62-2265奥山　秀弥 奥山　秀弥 昭53. 3.14内   神内 小  診療所
     西村医65 西村山郡大江町大字左沢３１０ 常　勤:    1 新規 休止
     (医       1) 平29. 3.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72123,1045,8 西川町立大井沢診療所〒990-0721 0237-76-2111西川町長 伊藤　淳一 昭55. 8.29内   外   診療所
     西村医68 西村山郡西川町大字大井沢８２２常　勤:    1 新規 現存
     －１ (医       1) 平28. 8.29
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72223,1046,6 山形県立河北病院 〒999-3511 0237-73-3131山形県知事 多田　敏彦 昭56. 5.19一般       180病院
     西村医69 西村山郡河北町谷地字月山堂１１常　勤:   25 新規 一般（感染） 現存
     １ (医      25) 平29. 5.19             6
     非常勤:  148 内   神内 小  
     (医     148) 外   整外 脳外
     皮   ひ   産婦
     耳い 眼   放  
     麻   リハ 
     疼痛緩和内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72323,1047,4 朝日町立北部診療所 〒990-1304 0237-68-2216朝日町長 村形　寿彦 昭57. 3.15内   診療所
     西村医70 西村山郡朝日町大字大谷１６３１常　勤:    1 新規 現存
     番地 (医       1) 平30. 3.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72423,1053,2 鈴木内科医院 〒999-3512 0237-73-3300鈴木　明朗 鈴木　明朗 昭63. 5. 2内   診療所
     西村医76 西村山郡河北町谷地中央２－６－常　勤:    1 新規 現存
     ６ (医       1) 平30. 5. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72523,1055,7 医療法人社団松喬会菊〒999-3522 0237-72-3402医療法人社団松喬会　菊地　隆三 平元. 4. 1内   胃   診療所
     西村医78 地医院 西村山郡河北町溝延２７４－１ 常　勤:    2理事長　菊地　芳春 新規 現存
     (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72623,1061,5 白田医院 〒990-1101 0237-62-3155医療法人霞晴堂　理事白田　一誠 平 3. 1. 1一般 診療所
     西村医84 西村山郡大江町大字左沢１１８７常　勤:    2長　白田　仁 新規     一般    16現存
     (医       2) 平30. 1. 1内   消   外  
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72723,1065,6 浅野耳鼻咽喉科医院 〒999-3513 0237-72-3010浅野　恵美子 浅野　恵美子 平 5. 3. 1耳い 診療所
     西村医88 西村山郡河北町谷地所岡３－２－常　勤:    2 新規 現存
     ９ (医       2) 平29. 3. 1
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  72823,1066,4 斎藤医院 〒999-3533 0237-73-3810医療法人西里斎藤医院斎藤　正 平 5.10. 1内   小   診療所
     西村医89 西村山郡河北町西里７５０－３ 常　勤:    1　理事長　斎藤　正 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72923,1069,8 工藤内科医院 〒999-3522 0237-72-7221工藤　幸晴 工藤　幸晴 平 8.10. 1内   呼   循  診療所
     西村医92 西村山郡河北町大字溝延字西浦１常　勤:    1 新規 現存
     ２－１ (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73023,1070,6 齊藤医院 〒999-3511 0237-72-2168医療法人社団つかさ会齊藤　浩司 平 9.10. 1内   外   診療所
     西村医93 西村山郡河北町谷地字所岡３９番常　勤:    1　理事長　齊藤　浩司 組織変更 現存
     地の５ (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73123,1071,4 谷地整形外科クリニッ〒999-3512 0237-71-1321冨樫　耕司 冨樫　耕司 平10. 4. 1整外 診療所
     西村医94 ク 西村山郡河北町谷地中央４－６－常　勤:    1 新規 現存
     ６ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73223,1073,0 板坂医院 〒999-3511 0237-71-1200医療法人板坂医院　理板坂　美代子 平10. 9. 1内   呼   胃  診療所
     西村医96 西村山郡河北町谷地甲２１７ 常　勤:    1事長　板坂　美代子 移転 循   現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73323,1074,8 西川町立小山診療所 〒990-0714 0237-74-2211西川町長 武田　隆 平11. 1. 1内   外   診療所
     西村医97 西村山郡西川町大字入間１６３７常　勤:    1 移転 現存
     －２ (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73423,1075,5 小原病院 〒999-3511 0237-72-7811医療法人風心堂　理事小原　正久 平11. 1. 1精神       180病院
     西村医98 西村山郡河北町谷地字月山堂１５常　勤:    4長　小原　正久 組織変更 精   心内 内  現存
     １－１ (医       3) 平29. 1. 1
     (薬       1)
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73523,1078,9 小林医院 〒999-3512 0237-71-1323医療法人社団修明会小小林　修 平13. 4. 1内   小   皮  診療所
     西村医101 西村山郡河北町谷地中央３丁目９常　勤:    1林医院　理事長　小林 組織変更 アレ 現存
     ー９ (医       1)　修 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73623,1079,7 すみや眼科クリニック〒999-3512 0237-77-0035医療法人社団すみや眼住谷　豊 平14. 4. 1一般 診療所
     西村医102 西村山郡河北町谷地中央４－５－常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更     一般     6現存
     １ (医       1)　住谷　豊 平26. 4. 1眼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  73723,1080,5 細谷医院 〒999-3514 0237-72-3032医療法人社団ぶなの森細谷　亮太 平15. 1. 1内   小   透析診療所
     西村医103 西村山郡河北町谷地ひな市一丁目常　勤:    1　理事長　臼井　恵二 交代 現存
     ３番地の５　 (医       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73823,1081,3 安達医院 〒990-1442 0237-67-2226安達　善裕 安達　善裕 平15. 7.21内   小   診療所
     西村医104 西村山郡朝日町宮宿１１１１－１常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 7.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73923,1082,1 いしざわ皮ふ科クリニ〒999-3512 0237-72-7370石澤　俊幸 石澤　俊幸 平18.12. 1皮   診療所
     西村医105 ック 西村山郡河北町谷地中央５ー４ー常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74023,1083,9 多田医院 〒990-1442 0237-67-2330多田　清一 多田　清一 平18.11.22内   神内 放  診療所
     西村医106 西村山郡朝日町宮宿２３０５－２常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24.11.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74123,1084,7 和田医院 〒999-3511 0237-72-2048医療法人和田医院　理和田　潤一 平19. 4. 1内   消   診療所
     西村医107 西村山郡河北町谷地甲２３９ 常　勤:    1事長　和田　潤一 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74223,1087,0 かほく紅花クリニック〒999-3512 0237-85-0350齋野　真 齋野　真 平23. 1. 1脳外 神内 内  診療所
     西村医110 西村山郡河北町谷地中央５丁目９常　勤:    4 新規 現存
     －１５ (医       4) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74323,1088,8 つかさ内科医院 〒999-3511 0237-84-7300医療法人社団つかさ内佐藤　司 平23. 1. 1内   消胃 胃  診療所
     西村医111 西村山郡河北町谷地字月山堂４０常　勤:    1科医院　理事長　佐藤 組織変更 消   現存
     ８番１ (医       1)　司 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74423,1089,6 青木医院 〒999-3533 0237-72-3773青木　真 青木　真 平23. 7. 1内   循   小  診療所
     西村医112 西村山郡河北町西里５３９－７ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74523,1091,2 矢口泌尿器科内科クリ〒999-3512 0237-73-3111医療法人矢口泌尿器科矢口　博理 平24. 4. 1ひ   内   診療所
     西村医113 ニック 西村山郡河北町谷地中央一丁目３常　勤:    1内科クリニック　理事 組織変更 現存
     番７号 (医       1)長　矢口　博理 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74623,1092,0 西川町立岩根沢診療所〒990-0743 0237-74-4116西川町長 武田　隆 平26.11.19内   外   診療所
     西村医114 西村山郡西川町大字岩根沢４５４常　勤:    1 移転 現存
     －９ (医       1) 平26.11.19
     非常勤:    3
     (医       3)
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  74724,1007,6 後藤医院 〒999-4111 0237-35-2034後藤　慎一 後藤　慎一 昭58.11. 9内   小   診療所
     北村医41 北村山郡大石田町大字大石田乙９常　勤:    1 新規 現存
     ４ (医       1) 平28.11. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74824,1009,2 吾妻クリニック 〒999-4111 0237-35-2021医療法人吾妻クリニッ吾妻　正章 平 8. 1. 1一般        19診療所
     北村医43 北村山郡大石田町大字大石田甲９常　勤:    1ク　理事長　吾妻　正 新規 外   内   小  現存
     ３－４ (医       1)章 平29. 1. 1整外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74924,1010,0 神林内科小児科医院 〒999-4116 0237-35-2202神林　隆明 神林　隆明 平12.11. 1内   小   診療所
     北村医44 北村山郡大石田町駅前通り７番地常　勤:    1 新規 現存
     １２ (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75025,1030,5 佐藤医院 〒999-5202 0233-55-2606佐藤　匡良 佐藤　匡良 昭51. 9. 1内   外   診療所
     最医61 最上郡鮭川村大字佐渡８３５ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75125,1031,3 真室川町立釜渕診療所〒999-5604 0233-65-2235真室川町長 浦山　安広 昭51.10. 1内   整外 診療所
     最医62 最上郡真室川町大字釜渕８１８ー常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75225,1036,2 戸沢村中央診療所 〒999-6401 0233-72-3363戸沢村長　渡部　秀勝渡邊　孝弘 平元. 4. 1内   診療所
     最医67 最上郡戸沢村大字古口２６６４－常　勤:    1 新規 現存
     ５ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75325,1037,0 角川診療所 〒999-6403 0233-73-2012戸沢村長 渡邊　孝弘 平元. 6. 5内   小   診療所
     最医68 最上郡戸沢村大字角川４８１－１常　勤:    1 新規 休止
     (医       1) 平22. 6. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75425,1039,6 大蔵村診療所 〒996-0212 0233-75-2355大蔵村長 荒川　光昭 平 3. 6. 1内   外   歯  診療所
     (25,3011,9) 最上郡大蔵村大字清水２３２５－常　勤:    3 新規 現存
     最医70 ３ (医       2) 平30. 6. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75525,1041,2 内科皮ふ科小児科ふな〒999-4601 0233-32-3300原田　政雄 原田　政雄 平 5. 4. 1内   小   皮  診療所
     最医72 しん 最上郡舟形町舟形３６５－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75625,1042,0 最上町立最上病院 〒999-6101 0233-43-2112最上町長 佐藤　俊浩 平 6. 6. 1一般        60病院
     最医73 最上郡最上町大字向町６４－３ 常　勤:    4 新規 内   外   整外現存
     (医       4) 平30. 6. 1産婦 眼   
     非常勤:   16
     (医      16)
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  75725,1043,8 姉﨑外科内科医院 〒999-5312 0233-62-2030医療法人社団慈養会　姉﨑　功 平 9. 1. 1外   内   胃  診療所
     最医74 最上郡真室川町大字新町１２５番常　勤:    1理事長　姉﨑　功 その他 小   整外 ひ  現存
     地の３ (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75825,1047,9 真室川町立及位診療所〒999-5602 0233-66-2112真室川町長 池田　真士 平12. 3.27内   診療所
     最医78 最上郡真室川町及位４２４－１９常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平30. 3.27
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75925,1048,7 永井医院 〒999-6101 0233-46-1511医療法人永井医院　理永井　俊一 平12. 9. 1内   循   小  診療所
     最医79 最上郡最上町大字向町５３６ー９常　勤:    1事長　永井　俊一 組織変更 整外 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76025,1049,5 町立真室川病院 〒999-5312 0233-62-2211真室川町長 室岡　久爾夫 平14.10. 1一般        55病院
     最医80 最上郡真室川町大字新町４６９－常　勤:    4 移転 内   整外 耳い現存
     １ (医       4) 平26.10. 1
     非常勤:   23
     (医      22)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76125,1050,3 姉崎医院 〒999-5521 0233-63-2352姉﨑　進 姉﨑　進 平18.10.15内   小   婦  診療所
     最医81 最上郡真室川町大字大沢８１３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76225,1051,1 町立金山診療所 〒999-5402 0233-52-2915金山町長　鈴木　洋 山科　明夫 平20. 4. 1一般        19診療所
     最医82 最上郡金山町大字金山５４８番地常　勤:    4 その他 内   小   外  現存
     ２ (医       4) 平26. 4. 1整外 
     非常勤:   35
     (医      35)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76325,1052,9 桜クリニック 〒999-5402 0233-52-3020櫻本　基嗣 櫻本　基嗣 平25.12. 1内   診療所
     最医83 最上郡金山町大字金山３２８－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76426,1019,6 千葉医院 〒992-0351 0238-52-0565千葉　猛二 千葉　猛二 昭36.12.11外   内   診療所
     東置医79 東置賜郡高畠町大字高畠１５７４常　勤:    1 新規 現存
     －１ (医       1) 平27.12.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  76526,1031,1 社会福祉法人山形県社〒999-0134 0238-46-2383社会福祉法人山形県社富田　裕 昭52.10. 1精   内   整外診療所
     (26,3012,5) 会福祉事業団希望が丘東置賜郡川西町大字下小松２０４常　勤:    1会福祉事業団　理事長 新規 皮   歯   現存
     東置医109 診療所 ５－２０ (医       1)　佐藤　護 平28.10. 1
     非常勤:   12
     (医       9)
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76626,1041,0 柄沢医院 〒999-0122 0238-42-2222医療法人社団柄沢医院柄澤　哲 平 2. 5. 1内   消   診療所
     東置医119 東置賜郡川西町大字中小松２２１常　勤:    1　理事長　柄澤　哲 新規 現存
     ５－１ (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76726,1043,6 たかはた内科医院 〒999-2174 0238-57-4350医療法人社団謹誠会　門脇　仁 平 6. 3. 1内   消   診療所
     東置医121 東置賜郡高畠町大字福沢字鎌塚台常　勤:    1理事長　門脇　仁 新規 内分泌内科 現存
     １６３－１ (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76826,1045,1 公立高畠病院 〒992-0351 0238-52-1500高畠町長 泉谷　健 平 8. 6. 1一般        89病院
     東置医123 東置賜郡高畠町大字高畠３８６ 常　勤:   10 新規 療養        41現存
     (医      10) 平29. 6. 1内   小   外  
     非常勤:   55 整外 ひ   産婦
     (医      55) 眼   皮   麻  
     神内 呼   消  
     循   リハ 
     糖尿病内科、腎
     臓内科、漢方内
     科、乳腺外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76926,1046,9 医療法人かすかわ醫院〒992-0351 0238-52-4288医療法人かすかわ醫院粕川　俊彦 平10. 1. 1内   外   こう診療所
     東置医124 東置賜郡高畠町大字高畠５２６－常　勤:    1　理事長　粕川　俊彦 組織変更 漢方内科 現存
     ３ (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77026,1047,7 相田医院 〒999-2176 0238-57-4025相田　睦武 相田　睦武 平10. 4. 1精   内   診療所
     東置医125 東置賜郡高畠町大字糠野目１４９常　勤:    1 新規 現存
     ０－１ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  77126,1049,3 公立置賜総合病院 〒992-0601 0238-46-5000置賜広域病院企業団　林　雅弘 平12.11. 1一般       496地域支援
     (26,3024,0) 東置賜郡川西町大字西大塚２００常　勤:  102企業長　中山　順子 新規 精神        20病院
     東置医127 ０ (医      98) 平24.11. 1一般（感染） 現存
     (歯       4)              4
     非常勤:   55 内   精   神内
     (医      52) 消   循   小  
     (歯       3) 外   呼外 整外
     脳外 心外 皮  
     ひ   産婦 眼  
     耳い リハ 放  
     歯外 麻   形外
     救急科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77226,1050,1 公立置賜川西診療所 〒999-0121 0238-42-2151置賜広域病院企業団　渋間　久 平12.11. 1内   小   外  診療所
     東置医128 東置賜郡川西町大字上小松２９１常　勤:    1企業長　中山　順子 新規 整外 リハ 現存
     ８ー２ (医       1) 平24.11. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77326,1052,7 川西湖山病院 〒999-0145 0238-54-2100医療法人社団緑愛会　乾　清重 平13. 2. 1療養 病院
     東置医130 東置賜郡川西町大字下奥田字穴澤常　勤:    3理事長　湖山　聖道 新規     療養   109現存
     平３７９６ー２０ (医       3) 平25. 2. 1内   整外 
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77426,1054,3 斎藤内科循環器科クリ〒999-0121 0238-46-5539医療法人寿照会　理事齋藤　哲夫 平14. 6. 1内   循   小  診療所
     東置医132 ニック 東置賜郡川西町上小松１０６８－常　勤:    1長　齋藤　哲夫 交代 現存
     ６ (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77526,1056,8 石井ファミリークリニ〒992-0332 0238-51-1225石井　孝徳 石井　孝徳 平17.10. 3小   内   診療所
     東置医134 ック 東置賜郡高畠町相森５７－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77626,1057,6 まつはし内科胃腸科ク〒992-0351 0238-51-0630医療法人社団利秀会　松橋　孝明 平18. 4. 1内   胃   診療所
     東置医135 リニック 東置賜郡高畠町高畠２７６番地の常　勤:    1理事長　松橋　孝明 組織変更 現存
     ８ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77726,1058,4 いからし内科クリニッ〒999-2175 0238-57-5777五十嵐　浩太郎 五十嵐　浩太郎 平21.11.13内   消   診療所
     東置医136 ク 東置賜郡高畠町福沢南１１番地４常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.11.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77826,1059,2 金子医院 〒992-0351 0238-52-1100金子　誠 金子　誠 平23. 7. 1内   神内 小  診療所
     東置医137 東置賜郡高畠町大字高畠１１３５常　勤:    2 交代 皮   現存
     －２ (医       2) 平29. 7. 1
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  77926,1060,0 上領眼科クリニック 〒999-2174 0238-49-7125上領　勝 上領　勝 平23.11. 1眼   診療所
     東置医138 東置賜郡高畠町大字福沢５９６番常　勤:    2 新規 現存
     地の３ (医       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78026,1062,6 医療法人社団きじまキ〒999-0121 0238-54-0135医療法人社団きじまキ木島　一己 平26. 5. 1小   内   診療所
     東置医140 ッズクリニック 東置賜郡川西町大字上小松９１５常　勤:    1ッズクリニック　理事 組織変更 現存
     －５ (医       1)長　木島　一己 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78127,1028,5 医療法人社団仁鷹会新〒992-0771 0238-85-2263医療法人社団仁鷹会　新野　晃敏 平 2. 3. 1内   外   整外診療所
     西置医49 野医院 西置賜郡白鷹町大字鮎貝１０７７常　勤:    1理事長　新野　晃敏 新規 リハ 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78227,1029,3 多田医院 〒992-0831 0238-85-2007医療法人社団多田医院多田　久人 平 3. 4. 1内   消   診療所
     西置医50 西置賜郡白鷹町大字荒砥甲１０５常　勤:    1　理事長　多田　久人 新規 現存
     ５ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78327,1031,9 飯豊町国民健康保険診〒999-0427 0238-77-2330飯豊町長 豊野　充 平 3.12. 1内   外   皮  診療所
     西置医52 療所付属中津川診療所西置賜郡飯豊町大字上原６２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78427,1034,3 大森医院 〒992-0832 0238-85-3636大森　典夫 大森　典夫 平 6. 4. 1内   胃   外  診療所
     西置医55 西置賜郡白鷹町大字荒砥乙３２８常　勤:    1 新規 皮   こう 現存
     ２ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78527,1037,6 白鷹町立病院 〒992-0831 0238-85-2155白鷹町病院事業管理者高橋　一二三 平 9.10. 1一般        60病院
     西置医58 西置賜郡白鷹町大字荒砥甲５０１常　勤:    4　高橋　一二三 移転 内   外   整外現存
     (医       4) 平24.10. 1皮   婦   
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78627,1039,2 小国町立病院 〒999-1356 0238-61-1111小国町長 阿部　吉弘 平11. 6. 1一般        55病院
     (27,3032,1) 西置賜郡小国町大字あけぼの１－常　勤:    6 新規 内   外   整外現存
     西置医60 １ (医       5) 平29. 6. 1産婦 小   眼  
     (歯       1) 耳い 歯   
     非常勤:   78
     (医      70)
     (歯       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78727,1040,0 横沢医院 〒992-0772 0238-87-2207医療法人社団横沢医院横澤　禎二 平13. 1. 1内   胃   診療所
     西置医61 西置賜郡白鷹町横田尻５３７９ー常　勤:    1　理事長　横澤　禎二 組織変更 現存
     １ (医       1) 平25. 1. 1
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  78827,1042,6 医療法人社団聰明会　〒992-0821 0238-85-5533医療法人社団聰明会　齋藤　聰 平14. 4. 1内   整外 リハ診療所
     西置医63 みゆき整形外科クリニ西置賜郡白鷹町大字十王字塩田５常　勤:    1理事長　齋藤　聰 組織変更 現存
     ック ０５９－１３ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78927,1043,4 さゆり内科歯科クリニ〒999-0602 0238-86-3056近藤　廉平 近藤　廉平 平15. 6.17内   整外 歯  診療所
     (27,3028,9) ック 西置賜郡飯豊町萩生４３６２ 常　勤:    2 交代 現存
     西置医64 (医       1) 平27. 6.17
     (歯       1)
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79027,1044,2 飯豊町国民健康保険診〒999-0604 0238-72-2300飯豊町長 橋本　直土 平18. 5.29循   内   小  診療所
     西置医65 療所 西置賜郡飯豊町大字椿３６５４－常　勤:    1 移転 現存
     １ (医       1) 平30. 5.29
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79127,1045,9 医療法人今医院 〒999-1363 0238-62-5383医療法人今医院　理事今　周二 平19. 5. 1内   診療所
     西置医66 西置賜郡小国町小国小坂町１－４常　勤:    1長　今　周二 組織変更 現存
     ０ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79227,1046,7 田中クリニック 〒999-1351 0238-61-0203田中　丈二 田中　丈二 平20.10. 1内   外   整外診療所
     西置医67 西置賜郡小国町大字小国町１７０常　勤:    1 新規 現存
     －２ (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79330,1027,1 余目診療所 〒999-7735 0234-44-2202中沢　隆 中沢　隆 昭40. 4. 1内   小   皮  診療所
     東田医54 東田川郡庄内町前田野目字前割１常　勤:    1 新規 現存
     ４９ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79430,1051,1 阿部内科胃腸科医院 〒999-7727 0234-44-2121医療法人阿部内科胃腸阿部　正和 平 2. 9. 1内   胃   診療所
     東田医83 東田川郡庄内町南野字南浦９５－常　勤:    1科医院　理事長　阿部 新規 現存
     １ (医       1)　正和 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79530,1052,9 斎藤整形外科医院 〒999-7781 0234-42-3223医療法人社団斎藤整形斎藤　潔 平 2.10. 1整外 リハ リウ診療所
     東田医84 東田川郡庄内町余目字町１７－１常　勤:    1外科医院　理事長　斎 新規 現存
     (医       1)藤　潔 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79630,1059,4 協立三川診療所 〒997-1301 0235-66-4770医療生活協同組合やま猪股　昭夫 平 5. 8. 2内   診療所
     東田医91 東田川郡三川町大字横山字袖東４常　勤:    1がた　理事長　佐藤　 新規 現存
     －９ (医       1)満雄 平29. 8. 2
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  79730,1061,0 成澤医院 〒999-6606 0234-57-2030医療法人崇仁会　理事成澤　辰男 平 6. 4. 1内   胃   外  診療所
     東田医93 東田川郡庄内町清川字腹巻野４５常　勤:    1長　成澤　辰男 新規 現存
     －１ (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79830,1063,6 かとう医院 〒999-7781 0234-43-3032医療法人かとう医院　加藤　久仁彦 平 6. 5. 1内   循   診療所
     東田医95 東田川郡庄内町余目字町１５番地常　勤:    1理事長　加藤　久仁彦 新規 現存
     １ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79930,1065,1 奥山医院 〒999-6601 0234-56-2013医療法人奥山医院　理奥山　綏夫 平 9. 1. 1内   消   循  診療所
     東田医97 東田川郡庄内町狩川字小野里１１常　勤:    1事長　奥山　綏夫 その他 外   現存
     ７ (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80030,1066,9 菅原医院 〒999-7781 0234-43-3010医療法人社団天真堂　菅原　源也 平11. 3. 1内   外   診療所
     東田医98 東田川郡庄内町余目字町２６５ 常　勤:    1理事長　菅原　源也 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80130,1074,3 医療法人社団愛陽会三〒997-1301 0235-68-0150医療法人社団愛陽会　錦織　靖 平17. 2. 1精神        96病院
     東田医106 川病院 東田川郡三川町大字横山字堤３９常　勤:    4理事長　錦織　靖 新規 療養        98現存
     番 (医       4) 平29. 2. 1精   内   神  
     非常勤:   27 心内 
     (医      27)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80230,1076,8 古谷眼科クリニック 〒999-7781 0234-42-2611古谷　宏子 古谷　宏子 平17.10. 3眼   診療所
     東田医108 東田川郡庄内町余目字猿田９２番常　勤:    1 新規 現存
     地の１２ (医       1) 平29.10. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80330,1077,6 みかわキッズクリニッ〒997-1316 0235-35-0666高久　巖 高久　巖 平20. 4. 1小   アレ 診療所
     東田医109 ク 東田川郡三川町猪子字大堰端３７常　勤:    1 新規 現存
     ９－７ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80430,1078,4 森田内科クリニック 〒999-7781 0234-43-8701森田　義宏 森田　義宏 平25. 7. 1内   診療所
     東田医110 東田川郡庄内町余目字土堤下１９常　勤:    1 新規 現存
     －３ (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  80530,1079,2 医療法人徳洲会庄内余〒999-7782 0234-43-3434医療法人徳洲会　理事寺田　康 平30. 2. 1一般 病院
     (30,3041,6) 目病院 東田川郡庄内町松陽一丁目１番地常　勤:   17長　鈴木　隆夫 交代     一般   202現存
     東田医111 １ (医      15) 平30. 2. 1療養
     (歯       2)     療養   122
     非常勤:   78 内   消   循  
     (医      75) 呼内 外   整外
     (歯       3) 形外 脳外 呼外
     心外 皮   ひ  
     婦   精   神内
     リハ 放   歯外
     麻   
     腎臓内科　内視
     鏡外科　大腸・
     肛門外科　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80632,1026,9 順仁堂遊佐病院 〒999-8301 0234-72-2522医療法人社団順仁堂　佐藤　卓 昭60. 4. 1療養        84病院
     飽医47 飽海郡遊佐町遊佐字石田７ 常　勤:    3理事長　佐藤　進 新規 内   小   外  現存
     (医       3) 平30. 4. 1婦   リハ 麻  
     非常勤:    1 ペインクリニッ
     (医       1) ク外科　疼痛緩
     和内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80732,1028,5 遠田医院 〒999-8301 0234-72-2148遠田　和夫 遠田　和夫 平 2. 4. 1内   外   診療所
     飽医49 飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴２１－７常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80832,1031,9 菅原医院 〒999-8522 0234-77-2507医療法人社団菅原医院菅原　園枝 平 4. 1. 1内   小   麻  診療所
     飽医52 飽海郡遊佐町北目字菅野谷地１０常　勤:    1　理事長　菅原　園枝 新規 現存
     ２番地 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80932,1034,3 村上医院 〒999-8302 0234-72-2003村上　基 村上　基 平 8. 8.19一般        12診療所
     飽医55 飽海郡遊佐町吉出字野添１６３ 常　勤:    2 新規 内   産婦 現存
     (医       1) 平29. 8.19
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81032,1039,2 土門医院 〒999-8435 0234-76-2325土門　斉 土門　斉 平15. 8. 7内   胃   ひ  診療所
     飽医60 飽海郡遊佐町庄泉字開元６５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 8. 7
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  81150,1001,4 独立行政法人国立病院〒990-0876 023-684-5566独立行政法人国立病院川並　透 昭49.10. 1一般       300病院
     (50,3001,8) 機構山形病院 山形市行才１２６－２ 常　勤:   16機構　理事長　楠岡　 新規 内   精   神内現存
     山医239 (医      13)英雄 平28.10. 1呼   小   整外
     (薬       3) 眼   耳い リハ
     非常勤:   49 放   歯   循  
     (医      43) 皮   脳外 
     (歯       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81250,1002,2 独立行政法人国立病院〒992-1202 0238-22-3210独立行政法人国立病院飛田　宗重 昭38. 7. 1一般 病院
     (50,3002,6) 機構米沢病院 米沢市大字三沢２６１００－１ 常　勤:    2機構　本部　理事長 新規     一般   220現存
     米医46 (医       2) 平29. 7. 1神内 内   呼  
     非常勤:   39 消   循   小  
     (医      36) 外   整外 脳外
     (歯       3) リハ 放   精  
     歯   
     漢方内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81360,1002,1 国立大学法人山形大学〒990-9585 023-633-1122国立大学法人山形大学根本　建二 平 2. 6. 1一般       601特定機能
     (60,3002,5) 医学部附属病院 山形市飯田西２－２－２ 常　勤:  420　学長　小山　清人 その他 精神        36病院
     山医340 (医     397) 平29. 6. 1内   循   小  現存
     (歯      11) 精   皮   放  
     (薬      12) 外   心外 脳外
     非常勤:   25 整外 産   婦  
     (医      24) 眼   耳い ひ  
     (歯       1) 麻   歯外 形外
     病理 リハ 
     救急科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


