
施設名 医師名 住所
ねもとクリニック 根本　元 山形市小白川町四丁目8-13

原田医院 原田　一博 上山市石崎二丁目1-8

佐藤清医院 佐藤　清 山形市五十鈴一丁目6-56

おかべクリニック 岡部　健二 山形市大字長谷堂4464

御殿湯ひふ科医院 佐藤  紀嗣 上山市御井戸丁3-3

とくなが整形外科医院 徳永　正靭 山形市木の実町10-17

みさわクリニック 三澤　裕之 山形市城南町三丁目5-28

こまつ整形外科クリニック 小松　芳之 山形市富の中四丁目4-21

青山医院 青山　浩 上山市八日町4-21

明石医院 伊藤  義彦 山形市旅篭町一丁目9-22

あかねヶ丘あきば小児科医院 秋場　伴晴 山形市あかねヶ丘二丁目10-54

あかねヶ丘えんどう耳鼻咽喉科 遠藤　里見 山形市上町四丁目14-20

あかねヶ丘整形外科医院 佐藤　浩 山形市あかねヶ丘二丁目10-3

あかねヶ丘高橋レディスクリニック 高橋　一広 山形市久保田二丁目16-19

あきらクリニック 渡辺　章 山形市南四番町12-10

あさの歯科クリニック 浅野　智 山形市馬見ヶ崎二丁目11-20

浅野耳鼻咽喉科医院 浅野　伸一郎 河北町谷地所岡3-2-9

あさひ町榊原耳鼻咽喉科医院 榊原　昭 山形市あさひ町7-25

朝日町立病院 小林　達 朝日町宮宿843

安孫子内科医院 安孫子　久明 山形市大字風間1145

荒井小児科医院 荒井　崇彦 山形市久保田一丁目4-27

安藤医院 安藤　薫 東村山郡中山町大字長崎1144-1

あんどうクリニック 安藤　嘉章 寒河江市大字中郷1042-2

いがらし内科循環器科クリニック 五十嵐　秀 山形市銅町二丁目24-5

池澤内科クリニック 池澤　嘉弘 山形市松山一丁目1-105

池田小児科クリニック 池田　博行 山形市大字松原311-1

伊沢内科胃腸科医院 伊澤　友明 山形市大字下東山4319-1

いしい腎泌尿器科クリニック 石井　達矢 山形市桜田西四丁目17-49

石郷岡クリニック 石郷岡　学 山形市双葉町1-4-6

いしだ耳鼻咽喉科クリニック 石田　晃弘 山形市清住町二丁目2-12

いそだ医院 磯田　昇 山形市大字漆山2573-1

　　　　　　　　　　　診ます会会員一覧
ちょっと具合が悪い・・・

そんなときは、いつものかかりつけの診療所の医師が頼

りになりますね。ご家族全員がかかられている、かかりつけ

医をお持ちのご家庭も多いかと思います。

一方、かかりつけの医師にご紹介をいただいて、済生館で

診療・治療をさせていただく患者さんもたくさんにいらっしゃいます。

済生館と連携をとってくださる先生方をご紹介します。



板垣クリニック 板垣　晋一 山形市成沢西四丁目4-5

板坂医院 板坂　美代子 河北町谷地甲217

板坂胃腸科内科クリニック 板坂　哲 山形市江俣四丁目6-23

いちかわ整形外科 依知川　潔 山形市上町三丁目12-12

伊東医院 伊東　信 山辺町大字山辺310-1

井出眼科病院 井出　智子 山形市香澄町三丁目6-13

伊藤泌尿器科クリニック 伊藤  啓一 山形市五十鈴一丁目1-28

いなむら耳鼻咽喉科クリニック 稲村　博雄 山形県山形市篭田三丁目1-2

宇賀神内科クリニック 宇賀神　智 東根市中央南一丁目6番28号

江良歯科医院 江良　謙次 山形市落合町字二口203-1

大泉胃腸科内科クリニック 大泉  晴史 山形市城西町五丁目21-15

大島医院 大島　扶美 山形市桜田西四丁目1-14

おおたけ医院 大竹　祐輔 山形市南三番町7-18

大竹内科呼吸器科医院 大竹　和久 天童市老野森一丁目5-1

大沼医院 大沼　天 東根市神町中央一丁目11-18

大原医院 大原　昇 寒河江市西根下堰509

大原医院 大原　香子 寒河江市西根下堰509

おおやま皮膚科 大山　正俊 天童市南町３丁目１－１８

奥山眼科 奥山　直美 山形市七日町二丁目1-3プラザビル七日町1Ｆ

奥山こども医院 奥山　芳夫 天童市北久野本一丁目12-27

奥山こども医院 秋葉　香 天童市北久野本一丁目12-27

奥山内科胃腸科クリニック 奥山　芳見 山形市深町三丁目1-20

奥山内科循環器科クリニック 奥山　雅基 村山市駅西19-15

小田消化器科内科クリニック 小田　聡二 山形市大字片谷地121-12

音山医院 音山　和宣 山形市三日町一丁目2-7

折居内科医院 折居  和夫 寒河江市落衣前2-1

介護老人保健施設あこがれ 大島　裕紀 天童市大字荒谷1973-884

介護老人保健施設さくらパレス 五十嵐　仁子 山形市桜田西四丁目3-26

介護老人保健施設サニーヒル菅沢 渡邉　浩崇 山形市すげさわの丘727-20

介護老人保健施設フローラさいせい 折田　博之 山形市沖町79-1

笠原整形外科 笠原　慎逸 山形市久保田一丁目8-21

笠原整形外科 笠原　信男 山形市久保田一丁目8-21

霞城眼科クリニック 窪寺　俊晴 山形市双葉町2丁目4-23

片桐皮膚科医院 片桐　美之 山形市十日町3-1-36

かつうら小児科 勝浦　理彦 山形市あさひ町15-15

勝島小児科医院 勝島　史夫 山形市南館四丁目4-12

勝島小児科医院 勝島　由利子 山形市南館四丁目4-12

かとう内科クリニック 加藤　直美 山形市大字千手堂字大門96-1

金井たかはし眼科 高橋　義徳 山形市瀬波一丁目6-15



金沢医院 金沢　康之 上山市新町二丁目2-34

金沢医院 金沢　喜代志 上山市新町二丁目2-34

金村医院 金村　應文 東根市本丸西四丁目1-24

かほく紅花クリニック 齋野　真 西村山郡河北町谷地中央五丁目9-15

かほく紅花クリニック 片桐　忠 西村山郡河北町谷地中央五丁目9-15

かほく紅花クリニック 毛利　渉 西村山郡河北町谷地中央五丁目9-15

かみのやま耳鼻咽喉科クリニック 和氣　貴祥 上山市美咲町二丁目4-43

かみのやま病院 田所　稔 上山市金谷1370

かみのやま病院 峯田　武興 上山市金谷1370

かみのやま病院 佐野　琢也 上山市金谷1370

上山ファミリークリニック 丹治　治子 上山市河崎一丁目2-39

上山ファミリークリニック 高橋  良和 上山市河崎一丁目2-39

軽井沢クリニック 妹尾　和克 上山市軽井沢二丁目3-24

かるべクリニック 軽部　宏紀 村山市楯岡新町四丁目9-6

川越医院 川越　淳 山形市大手町9-25

かわしま内科循環器科クリニック 川島　祐彦 山形市城西町五丁目29-22

かわぞえ嶋北泌尿器科内科クリニック 川添　久 山形市嶋北三丁目10-1

きくち内科医院 菊地　義文 山形市松見町16-24

北村医院 北村　洋史 上山市矢来三丁目7-32-14

北村山公立病院 國本　健太 東根市温泉町二丁目15-1

北村山在宅診療所 肌附　英幸 東根市温泉町二丁目5-3

工藤内科医院 工藤　幸晴 河北町大字溝延字西浦12-1

国井クリニック 國井　兵太郎 寒河江市大字中郷1450-1

国井歯科医院 国井　一好 山形市白山3-4-8

黒田内科クリニック 黒田　衛 山形市七日町四丁目13-33

けんじ脳神経クリニック 伊藤  健司 東根市神町中央一丁目8-11

甲州耳鼻咽喉科医院 甲州　秀浩 村山市駅西19-26

こころのクリニック山形 古沢　信之 山形市江俣四丁目18-26

小白川至誠堂病院 大江　正敏 山形市東原町一丁目12-26

小関歯科医院 小関　陽一 山形市本町二丁目3-32

小関内科胃腸科医院 小関　一彦 寒河江市本町二丁目5-20

ごとう医院 後藤　成治 山形市東青田三丁目11-10

こにだ高橋クリニック 髙橋　健太郎 山形市小荷駄町12-32

こにだ高橋クリニック 髙橋　紀子 山形市小荷駄町12-32

小林歯科医院 小林　伸之 山形市七日町一丁目4-59

小松医院 小松　信明 山形市長町一丁目4-1

小松胃腸科内科クリニック 小松　博 山形市吉原二丁目4-19

小松内科医院 小松　義昌 山形市元木二丁目13-8

こんの小児科アレルギー科クリニック 今野　昭宏 山形市銅町二丁目6-6



さいとう脳神経・内科クリニック 斎藤　尚宏 山形市桜田東1-14-18

さいとう泌尿器科皮膚科 齋藤　雅昭 山形市あかねヶ丘二丁目10-58

堺内科胃腸科医院 堺   順一 山形市小白川町二丁目1-65

さがえ整形外科クリニック 寒河江　正明 山形市あこや町二丁目2-23

寒河江武田内科往診クリニック 武田　宰 寒河江市中央1-14-36

佐々木医院 佐々木  久 山形市肴町3-34

佐藤眼科医院 佐藤　泰司 山形市美畑町11-11

佐藤眼科医院　銅町クリニック 佐藤　さくら 山形市銅町一丁目6-35

佐藤眼科医院　銅町クリニック 神尾　聡美 山形市銅町一丁目6-35

佐藤整形外科クリニック 佐藤　信彦 山形市小立三丁目13-25

さとこ女性クリニック 井上　聡子 山形市中野4103

沢村クリニック 沢村  俊宏 山形市東原町四丁目16-7

三條クリニック 三條　敏邦 山形市寿町14-3

塩見整形 塩見　朗 山形市成沢西1-2-6

至誠堂総合病院 小林　真司 山形市桜町7-44

至誠堂とかみクリニック 日下部　功夫 山形市富神前48-5

篠田総合病院 篠田　昭男 山形市桜町2-68

篠田総合病院 篠田　淳男 山形市桜町2-68

篠田総合病院 朝田　徹 山形市桜町2-68

斯波医院 熱田　明子 山形市宮町五丁目4-28

耳鼻咽喉科・アレルギー科　深瀬医院 深瀬　滋 山形市七日町二丁目7-30

嶋北内科・脳神経外科クリニック 佐藤　篤 山形市嶋北三丁目1-11

嶋北内科・脳神経外科クリニック 尾形　貴史 山形市嶋北三丁目1-11

嶋北内科・脳神経外科クリニック 渡會　光 山形市嶋北三丁目1-11

消化器科・内科井上クリニック 井上　隆 山形市北町三丁目7-1

庄司歯科医院 庄司　裕克 山形市富の中一丁目12-1

白壁内科クリニック 白壁　昌憲 山形市陣場一丁目9-21

白田医院 白田　一誠 西村山郡大江町大字左沢1187

白鷹町立病院 高橋　一二三 白鷹町大字荒砥甲501

城西医院 沼澤　和典 山形市春日町13-27

しろにし診療所 小川　裕 山形市城西町四丁目27-25

杉山内科クリニック 杉山　和彦 山形市嶋北一丁目14-3

鈴木医院 鈴木　祐子 山辺町大字山辺1068

鈴木クリニック 鈴木　康之 山形市桧町四丁目6-16

鈴木外科胃腸科医院 鈴木　清夫 山形市七日町四丁目4-7

鈴木外科胃腸科医院 鈴木　明彦 山形市七日町四丁目4-7

須田整形外科医院 須田　暁 上山市美咲町一丁目2-18

セントラルクリニック 村山　一彦 山形市吉原三丁目10-17

相馬脳神経クリニック 相馬　正男 山形市松波一丁目11-35



大道寺内科医院 大道寺 七兵衛 山形市上町三丁目11-4

大野目耳鼻科 原田　次郎 山形市大野目二丁目2-37

高野せきね外科・眼科クリニック 関根　智久 上山市八日町1-1

高橋胃腸科内科医院 高橋　邦之 山形市飯塚町中道北448-3

髙橋クリニック 髙橋　眞二 山形市上町三丁目6-41

高柳整形外科クリニック 高柳　誠 山形市十日町三丁目7-22

武田耳鼻咽喉科 武田　一彦 天童市老野森二丁目15-18

武田整形外科クリニック 武田　昌孝 山形市山家町二丁目6-6

武田内科胃腸科医院 武田  義雄 山形市鈴川町三丁目15-61

多田医院 多田　清一 朝日町大字宮宿2305-2

橘医院 橘  英忠 山形市西田四丁目9-16

橘医院 橘  英郎 山形市西田四丁目9-16

橘内科循環器内科クリニック 橘　英明 山形市北山形2-5-43

田中皮膚科医院 鈴木　利明 山形市春日町2-26

田村内科・消化器科クリニック 田村　真明 寒河江市高田一丁目10-10

つかさ内科医院 佐藤　司 河北町谷地字月山堂408-1

つげ医院 柘植　とおる 山形市香澄町一丁目11-15

土田内科医院 土田　秀一 寒河江市元町二丁目4-3

土屋眼科医院 土屋　義明 山形市七日町三丁目5-7

つのだ内科クリニック 角田　裕一 山形市青田南24-45

つばさ皮膚科 橋本　秀樹 東根市中央三丁目2-21

鶴宮小児科医院 鶴宮　康 山形市東原町三丁目10-7

天童市民病院 木村　青史 天童市駅西五丁目2-1

天童市民病院 高畠　典明 天童市駅西五丁目2-1

天童西口クリニック 山辺　拓也 天童市駅西１丁目9-7

てんどう脳神経外科・頭痛クリニック 舟生　勇人 天童市芳賀タウン南三丁目7-7

東海林皮ふ科医院 東海林　眞司 山形市桧町二丁目5-13

十日町ようこクリニック 深瀬　洋子 山形市十日町三丁目2-8

特別養護老人ホームあこがれ 大島　啓悟 天童市大字荒谷1973-1345

特別養護老人ホームいきいきの郷 鞠子　克己 山形市大字成安425-2

特別養護老人ホームサンシャイン大森 菱沼　松子 山形市大字大森2139-1

特別養護老人ホームなごみの里 阿部　啓一 山形市吉原三丁目10-8

殿岡内科医院 殿岡　一郎 山形市中桜田三丁目2-17

冨田歯科医院錦町 冨田　良太郎 山形市錦町15-37

内藤医院 内藤　章 山形市鉄砲町一丁目4-20

中井こども医院 中井　伸一 山形市花楯一丁目16-11

長岡医院（山形市） 長岡　弥一郎 山形市七日町四丁目5-20

長岡医院（上山市） 櫻井　清陽 上山市沢丁9-13

長岡医院（上山市） 長岡　由女 上山市沢丁9-13



中島眼科医院 中島　久雄 山形市春日町8-31

長嶋医院 長嶋　隆一 山形市小姓町3-10

中村医院 中村　東一郎 山形市あかねヶ丘一丁目1-1

なわの内科医院 縄野  光正 山形市七日町三丁目5-1

にとう小児科医院 仁藤　敏昭 寒河江市元町三丁目8-9

にとうべ内科 二藤部　丈司 山形市大字松原488-18

二瓶内科クリニック 二瓶  邦信 山形市宮町一丁目5-23

沼澤歯科医院 沼澤　孝典 山形市錦町11-15

のだ耳鼻咽喉科クリニック 野田　大介 山形市桧町三丁目7-30

芳賀胃腸科内科クリニック 芳賀  陽一 山形市あこや町二丁目15-1

長谷川医院 長谷川　和康 山形市印役町二丁目1-2

羽根田医院 髙橋　信也 村山市大字湯野沢1921

羽根田産婦人科クリニック 羽根田　敦 山形市寿町19-1

濱井眼科 濱井　保名 山形市南原町二丁目7-44

早坂内科循環器科医院 早坂　真喜雄 山形市あかねヶ丘二丁目10-2

林内科・レディースクリニック 林　淑子 山形市成沢西二丁目1-21

林内科・レディースクリニック 林　朋博 山形市成沢西二丁目1-21

原田眼科医院 原田　正夫 上山市十日町9-2

ひがしね耳鼻咽喉科 奥山　孝 東根市さくらんぼ駅前二丁目10-27

ひでたま胃腸科眼科クリニック 三橋　秀輝 山辺町大字山辺6139-6

ひでたま胃腸科眼科クリニック 三橋　玉絵 山辺町大字山辺6139-6

皮ふ科　桜井医院 櫻井　學 山形市南原町三丁目2-30

平野クリニック 平野　和彦 天童市老野森一丁目15-8

平林耳鼻科皮膚科医院 平林　敬之 山形市成沢西二丁目9-3

平林耳鼻科皮膚科医院 平林　昌子 山形市成沢西二丁目9-3

ファミリークリニックやざわ 矢澤　広 山形市大字青柳1544-5

ファミリー歯科原医院 原　健一 山形市十日町二丁目1-20

深瀬内科医院 深瀬  憲雄 山形市落合町195-3

ふるかわ整形外科クリニック 古川　孝志 山形市南四番町7-18

べにばな内科クリニック 齋藤　博 山形市成沢西四丁目11-32

訪問診療クリニックやまがた 奥山　慎一郎 山形市銅町二丁目13-11

星川内科クリニック 星川　仁人 天童市芳賀タウン南三丁目7-1

堀米医院 堀米　亨 山形市木の実町7-4

本町歯科診療所 菊地　敦子 山形市本町一丁目4番26号

本町矢吹クリニック 金谷　透 山形市本町一丁目6-17

本町矢吹クリニック 工藤　健一 山形市本町一丁目6-17

まつだクリニック 松田　剛 山形市桧町二丁目11-15

まつだクリニック 松田　綵子 山形市桧町二丁目11-15

まつながキッズクリニック 松永　明 山形市西田二丁目2-10



松本内科クリニック 松本　光生 山形市双葉町二丁目1-22

馬見ヶ崎こどもクリニック 大通　尚 山形市馬見ヶ崎一丁目18-6

真理子レディースクリニック 伊藤　真理子 山形市小姓町6-35

三浦医院 三浦　民夫 寒河江市大字柴橋718-1

緑町関口クリニック 関口　賢太郎 山形市緑町一丁目7-16

宮川整形外科クリニック 宮川　修一 山形市宮町二丁目1-34

宮崎外科胃腸科クリニック 高橋　則好 東根市宮崎一丁目3-30

みゆき会病院 武井　寛 上山市弁天二丁目2-11

みゆき会病院 安藤　常浩 上山市弁天二丁目2-11

みゆき会病院 平田　昭彦 上山市弁天二丁目2-11

みゆき会 南館クリニック 阿部　吉弘 山形市南館四丁目1-45

村田内科医院 村田　光太郎 山形市十日町4-7-23メディカルプラザ十日町3F

もときクリニック 千葉　昌和 山形市元木二丁目9-39

桃井整形外科 桃井　義敬 山形市緑町四丁目14-8

もんま医院 門馬　孝 山形市小立二丁目7-20

もんま医院 門馬　節子 山形市小立二丁目7-20

もんま医院 佐藤　文子 山形市小立二丁目7-20

矢尾板医院 矢尾板  信孝 山形市十日町一丁目2-29

矢尾板医院 矢尾板  孝夫 山形市十日町一丁目2-29

矢口泌尿器科・内科クリニック 矢口　博理 西村山郡河北町谷地中央一丁目3-7

八鍬医院 八鍬　直 村山市楯岡新高田9-24

やさく医院 矢作  祐一 山形市成沢西五丁目6-22

矢吹病院 矢吹　清隆 山形市嶋北四丁目5-5

矢吹病院 政金　生人 山形市嶋北四丁目5-5

山形厚生病院 小林　健一 山形市大字菅沢字鬼越255番地

山形在宅ホスピス 赤木　康司 天童市南町２丁目６－３

山形さくら町病院 江口　拓也 山形市桜町2-75

山口クリニック 山口  寿功 上山市四ツ谷一丁目6-35

山口内科クリニック 山口　佳子 山形市七日町五丁目12-14

山口ハートクリニック 山口  清司 山形市花楯二丁目50-3

山田菊地医院 山田　修久 山形市西田二丁目1-27

やまのべ耳鼻咽喉科 布施　健生 山辺町大字山辺1115-7

やまのべ整形外科 鳥居　伸行 山辺町大字山辺1258-13

やまのべ藤田クリニック 藤田　登志也 山辺町大字大塚823-1

やまもと眼科クリニック 山本　祟 山形市元木三丁目3-7

山本内科医院 山本　弘史 東根市中央四丁目5-24

由美子こどもクリニック 冨塚　由美子 山形市大字中野4101

横田耳鼻咽喉科医院 横田　雅司 山形市桜田東二丁目10-40

横山小児科医院 横山　新吉 山形市荒楯町二丁目20-21



横山病院 横山  智之 山形市十日町三丁目6-48

芳川小児科医院 芳川　正流 山形市元木二丁目6-13

吉川皮ふ科クリニック 吉川　賢一 山形市富の中四丁目1-12

吉村医院 吉村　信幸 山形市小姓町1-34

四葉こども歯科 原　一恵 山形市十日町二丁目1-42

レディースクリニック高山 高山　和人 山形市嶋北一丁目14-13

若杉内科医院 若杉　和義 山形市荒楯町一丁目7-19

若宮病院 田中　武 山形市吉原二丁目15-3

和敬会クリニック 笠原　敬良 東村山郡山辺町大字山辺265

わだ心療内科クリニック 和田　正 山形市小白川町四丁目3-24

和田内科クリニック 和田　克彦 山形市桜田東二丁目10-37

渡辺外科胃腸科医院 渡辺　徳夫 寒河江市大字寒河江字小和田25-1




