
医療
科目

医院名 地区 所在地 電話 備考

斎藤胃腸ｸﾘﾆｯｸ 第一 本町二丁目2-35 24-7551 胃

宮原病院 第一 三和町1-53 23-3311 消・循・呼・小児外

乙黒医院 第二 桜新町3-22 26-1011

ましま内科クリニック 第二 ほなみ町7-11 33-9777
胃・循・リ・内視・
腎・糖

真島医院 第三 山王町3-29 25-6666 小・泌・消・肛・乳

茅原ｸﾘﾆｯｸ 第三 茅原町26-23 22-8777

鶴岡市立荘内病院 第三 泉町4-20 26-5111
小・産婦・皮・循・
呼・脳　他

こばやしｸﾘﾆｯｸ 藤島 藤浪四丁目111-2 64-5355 皮・泌・脳・ｱﾚ

佐久間医院 櫛引 西荒屋字川原田98 57-2123 小・消・胃・内視

遠藤医院 櫛引 板井川字片茎80 57-2126 小・整・麻

斎藤内科医院 第一 本町二丁目6-30 22-3076 消

犬塚医院 第一 本町二丁目11-15 22-0283 循

石田内科医院 第一 文園町1-52 23-0002 胃

鶴岡協立病院 第一 文園町9-34 23-6060 小・整・産婦・皮・泌

満天ｸﾘﾆｯｸ 第一 のぞみ町5-17 25-3222 心血外・心血内・胸外

中目内科胃腸科医院 第二 昭和町10-5 25-2011
消・胃・循・内視・
肝・脂・糖

菊地内科ｸﾘﾆｯｸ 第二 東原町25-51 29-0707

武田医院 第三 東新斎町14-8 25-1114 精・心

藤吉内科医院 第三 山王町14-15 23-0072 消・呼・循・放・心

須田内科ｸﾘﾆｯｸ 第三 宝田一丁目9-86 26-7555

山内循環器クリニック 第三 泉町7-56 64-1914 循

スズキ内科ｸﾘﾆｯｸ 第三 若葉町25-15 24-7322 消・循

わかな内科医院 第三 家中新町11-41 25-2585

川上医院 第四 本町三丁目7-10 22-3050 小

岡田医院 第五 日吉町11-14 22-1442 消・循・呼

おぎわら医院 第五 切添町21-2 25-3131 整

中村内科胃腸科医院 第六 新海町14-20 25-7800 小・胃

庄南ｸﾘﾆｯｸ 第六 美咲町24-8 29-4079 放・脳血

美咲ｸﾘﾆｯｸ 第六 美咲町25-5 23-7633
整・精・皮・形・リ・ﾘ
ﾊ・心

さくまｸﾘﾆｯｸ 湯田川 湯田川字中田8-3 35-4455 胃・麻

湯田川温泉ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 湯田川 湯田川字中田35-10 38-5151 脳・ﾘﾊ

いでは診療所分院 三瀬 三瀬戊87 64-8853 循

齋藤医院 加茂 加茂字加茂177 33-3030

中里医院 大山 大山二丁目23-5 33-2142 小

おかべ内科胃腸科医院 大山 平成町11-18 33-1322 胃
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医療
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医院名 地区 所在地 電話 備考

慈丘園診療所 大山 栃屋字天保恵10-1 35-1755 精

わだ内科医院 西郷 下川字七窪2-1198 76-0011 小・循・呼・ｱﾚ

さいとうｸﾘﾆｯｸ 西郷 辻興屋字三丁場23-4 68-5815

石橋内科胃腸科医院 藤島 藤島字笹花48-15 64-2000 消・胃

佐藤医院(野荒町) 羽黒
羽黒町野荒町字街道上
6-2

62-2130

いでは診療所 羽黒
羽黒町荒川字谷地堰
42-4

62-3789 循

佐藤医院(黒瀬) 羽黒 羽黒町黒瀬字黒瀬116 62-2755 小・婦

協立ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 櫛引 上山添字神明前38 78-7511 皮・神・ﾘﾊ

桂医院 櫛引 桂荒俣字下桂105-2 57-3303 消

丸岡真柄医院 櫛引 丸岡字町の内291-40 57-5110 小

土田内科医院 櫛引 板井川字片茎75 57-5100

国民健康保険上田沢診療所 朝日 上田沢字下中島25 55-2111 小

国民健康保険大網診療所 朝日 大網字興屋69-1 54-6005 小

佐藤診療所山戸出張所 温海 山五十川乙225-2 45-2172 小

阿部医院 温海 湯温海甲122-1 43-2041 泌

佐藤診療所(湯温海) 温海 湯温海甲127 43-2037 小・消

佐久間医院 温海 湯温海字湯之尻122-21 43-3146

温海ｸﾘﾆｯｸ 温海 温海字温海28-3 33-8299 循・呼

佐藤診療所(鼠ヶ関) 温海 鼠ヶ関乙49 44-2125

阿部医院小岩川診療所 温海 小岩川191-8 44-2892

おのこども診療所 第三 桜新町12-1 28-3001 ｱﾚ

石原小児科医院 第三 上畑町3-23 24-8213

今立小児科医院 第五 鳥居町2-30 24-3377

こどもｸﾘﾆｯｸすずき 第五 切添町16-15 23-3288

はらだこども医院 第六 西新斎町3-7 24-8488 ｱﾚ

宝田整形外科ｸﾘﾆｯｸ
La Sante 診療所

第一 日枝字小真木原88-1 64-8857 リ・ﾘﾊ

中村整形外科医院 第二 ほなみ町5-30 25-3811 内・リ・ﾘﾊ

さとう整形外科ｸﾘﾆｯｸ 第三 城北町26-10 22-2333 ﾘﾊ

宝田整形外科ｸﾘﾆｯｸ 第三 宝田一丁目9-80 29-1088 リ・ﾘﾊ

いずみまちｸﾘﾆｯｸ 第三 泉町8-66 23-5731 リ・ﾘﾊ

上野整形外科 第五 日吉町10-43 25-7676 リ・ﾘﾊ

志田整形外科医院 第六 みどり町18-5 22-8070 ﾘﾊ

美咲クリニック由良診療所 由良 由良3-1-43 64-1930

すずき整形外科 藤島 藤島字笹花42-34 64-6161 リ・ﾘﾊ

中鉢医院 第一 双葉町6-13 23-6161

なごみクリニック 第二 桜新町13-3 29-3753

県立こころの医療センター 第三 茅原字草見鶴51-1 64-8100 児精

こころの花ｸﾘﾆｯｸ 第三 茅原字西茅原42-1 29-4187 皮

島田クリニック 第五 宝町10-2 23-2080

内
科

小
児
科

整
形
外
科

精
神
・

心
療
内
科

2



医療
科目

医院名 地区 所在地 電話 備考

たんぽぽｸﾘﾆｯｸ 第五 日枝字鳥居上43-1 25-6000 女性内

すこやかﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 第二 東原町19-27 22-8418 内

三井病院 第六 美咲町28-1 22-3290 小

福原医院 第一 本町二丁目2-45 22-7714

島眼科医院 第一 本町二丁目3-9 22-4686

黒沢眼科医院 第二 昭和町10-20 24-9638

おおかつ眼科 第三 錦町20-18 29-6230

滝沢眼科 第四 本町三丁目7-65 25-2533

木根淵医院 第二 本町一丁目6-34 22-0308 泌

三原皮膚科 第三 錦町17-3 22-8131 形

奥山皮フ科 第五 切添町21-22 25-7971

よこやま皮膚科医院 第六 美咲町25-12 29-5260

渡部泌尿器科内科医院 第一 本町二丁目16-4 22-0461 内

三浦ｸﾘﾆｯｸ 第六 美咲町27-3 29-7277

いとうｸﾘﾆｯｸ 第二 日出一丁目17-8 22-3200 小

耳鼻咽喉科たからだｸﾘﾆｯｸ 第三 茅原字草見鶴29-4 26-0133

伊藤耳鼻咽喉科医院 第三 馬場町7-28 22-2095

本田耳鼻咽喉科医院 第六 新海町13-24 25-1133 気

脳
神

経
科

小真木原ｸﾘﾆｯｸ 第一 日枝字小真木原116-3 26-7373 内

消
化

器
科

池田内科医院 第四 本町三丁目17-17 23-6166 循・呼・糖

［備考の標示は下記を参考］

［出典元：山形県医療機関情報ネットワーク］
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標示 専門科 標示 専門科 標示 専門科
内 内科 泌 泌尿器科 形 形成外科
眼 眼科 消 消化器科 精 精神科

産婦 産科・婦人科 胃 胃腸科 神 神経科
脳 脳神経外科 小 小児科 麻 麻酔科
外 外科 皮 皮膚科 循 循環器科
呼 呼吸器科 放 放射線科 理 理学診療科
耳 耳鼻咽喉科 整 整形外科 リ リウマチ科
気 気管食道科 ﾘﾊ ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 心 心療内科

脳血 脳血管内科 肛 肛門外科 乳 乳腺外科
女性内 女性内科 小児外 小児外科 心血外 心血管外科
心血内 心血管内科 胸外 胸部外科 内視 内視鏡

腎 腎臓内科 肝 肝臓内科 脂 脂質代謝
ｱﾚ アレルギー科 糖 糖尿 児精 児童思春期精神科
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