
実施機関名 所在地 電話番号

篠田総合病院 山形県山形市桜町2番68号 023-623-1711

至誠堂総合病院 山形県山形市桜町7番44号 023-622-7181

高橋クリニック 山形県山形市上町三丁目6番41号 023-644-8601

佐々木医院 山形県山形市肴町3番34号 023-643-4703

鈴木外科胃腸科医院 山形県山形市七日町四丁目4番7号 023-623-1966

高橋胃腸科内科医院 山形県山形市飯塚町中道北448番地3 023-643-5575

大島医院 山形県山形市桜田西四丁目1番14号 023-641-6419

大道寺内科医院 山形県山形市上町三丁目11番4号 023-644-7555

矢尾板医院 山形県山形市十日町一丁目2番29号 023-622-2406

内藤医院 山形県山形市鉄砲町一丁目4番20号 023-624-1500

大泉胃腸科内科クリニック 山形県山形市城西町五丁目21番15号 023-643-9021

菅野内科医院 山形県山形市旭が丘2番34号 023-624-1233

鈴木クリニック 山形県山形市桧町四丁目6番16号 023-681-8011

なわの内科医院 山形県山形市七日町三丁目5番1号 023-632-0120

山形済生病院 山形県山形市沖町79番1号 023-682-1111

若杉内科医院 山形県山形市荒楯町一丁目7番19号 023-626-2323

長谷川医院 山形県山形市印役町二丁目1番2号 023-631-7874

二瓶内科クリニック 山形県山形市宮町一丁目5番23号 023-626-3020

ねもとクリニック 山形県山形市小白川町四丁目8番13号 023-628-5656

安孫子内科医院 山形県山形市大字風間1145番地 023-686-2388

いそだ医院 山形県山形市漆山2573番地1 023-682-1522

吉村医院 山形県山形市小姓町1番34号 023-626-3701

至誠堂とかみクリニック 山形県山形市富神前48番5号 023-646-5588

緑町関口クリニック 山形県山形市緑町一丁目7番16号 023-633-0030

山田菊地医院 山形県山形市西田二丁目1番27号 023-643-5500

城西医院 山形県山形市春日町13番27号 023-644-0276

おかべクリニック 山形県山形市長谷堂4464番地 023-688-8733

小松胃腸科内科クリニック 山形県山形市吉原二丁目4番19号 023-647-3131

和田内科クリニック 山形県山形市桜田東二丁目10番37号 023-634-3300

武田内科胃腸科医院 山形県山形市鈴川町三丁目15番61号 023-628-0508

山口ハートクリニック 山形県山形市花楯二丁目50番3号 023-615-2215

早坂内科循環器科医院 山形県山形市あかねヶ丘二丁目10番2号 023-645-2223

つげ医院 山形県山形市香澄町一丁目11番15号 023-631-1131

やさく医院 山形県山形市成沢西五丁目6番22号 023-688-1771

山口内科クリニック 山形県山形市七日町五丁目12番14号 023-622-7151

芳賀胃腸科内科クリニック 山形県山形市あこや町二丁目15番1号 023-624-8686

セントラルクリニック 山形県山形市吉原三丁目10番17号 023-647-3837

いがらし内科循環器科クリニック 山形県山形市銅町二丁目24番5号 023-615-6050

小田消化器科内科クリニック 山形県山形市大字片谷地121番12号 023-689-1077

松本内科クリニック 山形県山形市双葉町二丁目1番22号 023-676-5566

小松内科医院 山形県山形市元木二丁目13番8号 023-634-5500

板坂胃腸科内科クリニック 山形県山形市江俣四丁目6番23号 023-682-2121

奥山内科胃腸科クリニック 山形県山形市深町三丁目1番20号 023-646-3223

杉山内科クリニック 山形県山形市嶋北一丁目14番3号 023-682-1277

一般財団法人日本健康管理協会山形健康管理センター 山形県山形市桧町四丁目8番30号 023-681-7760

医療法人社団みゆき会南館クリニック 山形県山形市南館四丁目1番45号 023-647-7555

村田内科医院 山形県山形市十日町四丁目7番23号-3Ｆ 023-633-5580

十日町ようこクリニック 山形県山形市十日町三丁目2番8号 023-623-9200

山形県
（令和4年度）実施機関一覧表

山形県1



実施機関名 所在地 電話番号

べにばな内科クリニック 山形県山形市成沢西四丁目11番32号 023-688-3511

林内科・レディースクリニック 山形県山形市成沢西二丁目1番21号 023-688-8781

こにだ高橋クリニック 山形県山形市小荷駄町12番32号 023-633-0602

西條クリニック 山形県山形市あこや町三丁目12番15号 023-642-3332

かわしま内科循環器科クリニック 山形県山形市城西町五丁目29番22号 023-646-7220

きくち内科医院 山形県山形市松見町16番24号 023-664-1285

矢吹病院 山形県山形市嶋北四丁目5番5号 023-682-8566

まつだクリニック 山形県山形市桧町二丁目11番15号 023-682-3136

橘内科循環器科クリニック 山形県山形市北山形二丁目5番43号 023-674-0180

つのだ内科クリニック 山形県山形市青田南24番45号 023-665-0223

さいとう脳神経・内科クリニック 山形県山形市桜田東一丁目14番18号 023-666-6904

しろにし診療所 山形県山形市城西町四丁目27番25号 023-643-2017

にとうべ内科 山形県山形市大字松原488番18号 023-665-5600

かわごえ内科クリニック 山形県山形市松波二丁目2番9号 023-626-5120

川越医院 山形県山形大手町9番25号 023-641-6467

かわぞえ嶋北泌尿器科内科クリニック 山形県山形市嶋北三丁目10番1号 023-665-1660

かとう内科クリニック 山形県山形市千手堂大門96番1号 023-687-1706

城北すずき内科クリニック 山形県山形市城北町二丁目10番5号 023-687-1870

一般財団法人三友堂病院 山形県米沢市中央六丁目1番219号 0238-24-3700

医療法人舟山病院 山形県米沢市駅前二丁目4番8号 0238-23-4435

米沢市立病院 山形県米沢市相生町6番36号 0238-22-2450

医療法人古川医院 山形県米沢市金池二丁目6番35号 0238-21-1060

消化器内科遠藤一平医院 山形県米沢市中央四丁目7番26号 0238-21-3161

内科島津医院 山形県米沢市中央四丁目8番47号 0238-23-2136

医療法人社団小林医院 山形県米沢市中央七丁目1番30号 0238-21-8181

羅　医院 山形県米沢市通町四丁目7番27号 0238-26-2345

もり医院 山形県米沢市成島町二丁目1番35号 0238-23-2471

医療法人ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞ山口医院 山形県米沢市川井小路1番地ノ3 0238-24-3311

堀内医院 山形県米沢市大町三丁目6番8号 0238-22-2210

中山胃腸科内科医院 山形県米沢市丸の内二丁目2番53号 0238-21-3208

笹井内科クリニック 山形県米沢市堀川町4番41号 0238-22-5221

医療法人社団石山内科クリニック 山形県米沢市太田町五丁目1530番67号 0238-39-2020

たかだ内科 山形県米沢市万世町金谷666番地 0238-26-9337

田中クリニック 山形県米沢市大字川井2356-1 0238-28-3505

医療法人さの医院 山形県米沢市中央三丁目4番36号 0238-26-1020

医療法人石橋医院 山形県米沢市信夫町5番19号 0238-23-0328

医療法人大道寺医院 山形県米沢市東三丁目4番41号 0238-21-5353

松田外科医院 山形県米沢市城西四丁目4番25号 0238-21-1155

きだ内科クリニック 山形県米沢市金池6-4-1 0238-22-1501

よこやまクリニック 山形県米沢市東1丁目3番21号 0238-40-1884

犬塚医院 山形県鶴岡市本町2丁目11番15号 0235-22-0283

鶴岡協立病院 山形県鶴岡市文園町9番34号 0235-23-6060

武田医院 山形県鶴岡市東新斎町14番8号 0235-25-1114

斎藤医院 山形県鶴岡市加茂177番地 0235-33-3030

池田内科医院 山形県鶴岡市本町3丁目17番17号 0235-23-6166

中目内科胃腸科医院 山形県鶴岡市昭和町10番5号 0235-25-2011

石田内科医院 山形県鶴岡市文園町1番52号 0235-23-0002

わかな内科医院 山形県鶴岡市家中新町11番41号 0235-25-2585

茅原クリニック 山形県鶴岡市茅原町26番23号 0235-22-8777

中里医院 山形県鶴岡市大山2丁目23番5号 0235-33-2142

おかべ内科胃腸科医院 山形県鶴岡市平成町11番18号 0235-33-1322
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中村内科胃腸科医院 山形県鶴岡市新海町14番20号 0235-25-7800

川上医院 山形県鶴岡市本町3丁目7番10号 0235-22-3050

すこやかレディースクリニック 山形県鶴岡市東原町19番27号 0235-22-8418

おぎわら医院 山形県鶴岡市切添町21番2号 0235-25-3131

斎藤内科医院　 山形県鶴岡市本町2丁目6番30号 0235-22-3076

庄南クリニック 山形県鶴岡市美咲町24番8号 0235-29-4079

土田内科医院 山形県鶴岡市板井川字片茎75番地 0235-57-5100

丸岡真柄医院 山形県鶴岡市丸岡字町の内291番40号 0235-57-5110

いでは診療所 山形県鶴岡市羽黒町荒川字谷地堰42番4号 0235-62-3789

桂医院 山形県鶴岡市桂荒俣字下桂105番2号 0235-57-3303

佐藤診療所 山形県鶴岡市湯温海甲127 0235-43-2037

佐藤診療所 山形県鶴岡市鼡ケ関乙49番地 0235-44-2125

鶴岡市立荘内病院 山形県鶴岡市泉町4番20号 0235-26-5111

乙黒医院 山形県鶴岡市桜新町3番22号 0235-26-1011

須田内科クリニック 山形県鶴岡市宝田1丁目9番86号 0235-26-7555

岡田医院 山形県鶴岡市日吉町11番14号 0235-22-1442

菊地内科クリニック 山形県鶴岡市東原町25番51号 0235-29-0707

わだ内科医院 山形県鶴岡市下川字七窪2番1198号 0235-76-0011

斎藤胃腸クリニック 山形県鶴岡市本町二丁目2番35号 0235-24-7551

満天クリニック 山形県鶴岡市のぞみ町5番17号 0235-25-3222

温海クリニック 山形県鶴岡市温海字温海28番3号 0235-33-8299

遠藤医院 山形県鶴岡市板井川字片茎80番地 0235-57-2126

阿部医院 山形県鶴岡市湯温海甲122番1号 0235-43-2041

佐久間医院 山形県鶴岡市西荒屋字川原田98番地 0235-57-2123

山内循環器クリニック 山形県鶴岡市泉町7番56号 0235-64-1914

小真木原クリニック 山形県鶴岡市日枝字小真木原116番地3号 0235-26-7373

ましま内科クリニック 山形県鶴岡市ほなみ町7番11号 0235-33-9777

藤吉内科医院 山形県鶴岡市山王町14番15号 0235-23-0072

みやはらクリニック 山形県鶴岡市三和町1番53号 0235-23-3311

さくまクリニック 山形県鶴岡市湯田川字中田8番3号 0235-35-4455

村山医院 山形県酒田市東栄町7番11号 0234-23-5131

吉田医院 山形県酒田市本町一丁目2番6号 0234-22-0735

菅原内科胃腸科医院 山形県酒田市北新橋一丁目13番5号 0234-26-1717

池田外科胃腸科医院 山形県酒田市上安町一丁目80番28号 0234-27-3563

医療法人　酒井医院 山形県酒田市相生町二丁目5番40号 0234-24-3135

医療法人みのり会眞田医院 山形県酒田市浜田一丁目7番56号 0234-26-3360

菅原外科内科医院 山形県酒田市東大町一丁目10番地の6 0234-26-0500

大井医院 山形県酒田市亀ケ崎四丁目5番46号 0234-26-1122

宮部内科医院 山形県酒田市本町一丁目5番13号 0234-22-6660

医療法人社団健好会サイトー内科 山形県酒田市一番町9番9号 0234-23-7718

近藤内科循環器クリニック 山形県酒田市相生町一丁目6番25号 0234-23-2002

山本医院 山形県酒田市新井田町15番3号 0234-24-1856

医療法人宏友会　上田診療所 山形県酒田市上野曽根字上中割73 0234-27-3306

医療法人尾形内科胃腸科医院 山形県酒田市みずほ一丁目2番28号 0234-26-6800

丸岡医院 山形県酒田市松原南15番1号 0234-23-8166

大山内科循環器科クリニック 山形県酒田市亀ケ崎三丁目8番11号 0234-24-7776

松浦内科医院 山形県酒田市こあら二丁目3番地の9 0234-22-6320

石沢内科胃腸科医院 山形県酒田市亀ケ崎二丁目2番57号 0234-21-6110

いくま内科胃腸科クリニック 山形県酒田市錦町五丁目32番698号 0234-41-1855

さとう内科クリニック 山形県酒田市東泉町一丁目12番50号 0234-21-0155

健生ふれあいクリニック 山形県酒田市泉町1番16号 0234-33-6333
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内科・小児科桜井医院 山形県酒田市北今町1番35号 0234-22-0373

岡田内科循環器科クリニック 山形県酒田市東大町三丁目38番3号 0234-21-3715

ほんまクリニック 山形県酒田市新橋一丁目14番10号 0234-21-6055

浅野内科クリニック 山形県酒田市あきほ町653番地の9 0234-22-1880

医療法人影沢内科医院 山形県酒田市砂越字粕町100 0234-52-3933

くろき脳神経クリニック 山形県酒田市富士見町三丁目2番3号 0234-31-7151

医療法人社団池田内科医院 山形県酒田市広野字末広105番地4 0234-92-2210

外科内科渡邊クリニック 山形県酒田市亀ケ崎三丁目2番1号 0234-21-6211

水戸部クリニック 山形県酒田市駅東二丁目6番11号 0234-21-3620

今泉クリニック 山形県酒田市若浜町5番29号 0234-43-8108

鈴木医院 山形県酒田市寿町5番24号 0234-22-0177

あきばクリニック 山形県酒田市住吉町17番1号 0234-33-5248

本間医院 山形県酒田市南千日町10番48号 0234-22-1093

ほんま内科胃腸科医院 山形県酒田市光ヶ丘二丁目4番18号 0234-33-0738

日本海八幡クリニック 山形県酒田市小泉字前田37 0234-64-3311

松山診療所 山形県酒田市字西田8-1 0234-62-2032

わたべクリニック 山形県酒田市みずほ一丁目2番20号 0234-43-1337

しんばしクリニック 山形県酒田市新橋三丁目1番38号 0234-25-0700

医療法人社団　　きねぶち医院 山形県新庄市十日町2764－1 0233-23-5866

医療法人社団緑星会　国井クリニック 山形県寒河江市大字中郷1450番地の1 0237-84-4103

医療法人社団博誠会原田医院 山形県上山市石崎二丁目1番8号 023-672-1028

長岡医院 山形県上山市沢丁9番13号 023-672-0308

みゆき会病院 山形県上山市弁天二丁目2番11号 023-672-8282

上山ファミリークリニック 山形県上山市河崎1丁目2番39号 023-673-1680

渋谷医院 山形県上山市十日町7番3号 023-672-2501

青山医院 山形県上山市八日町4番21号 023-672-7777

吉井内科胃腸科クリニック 山形県上山市金生東一丁目10番15号 023-673-7515

新田クリニック 山形県上山市金生一丁目15番10号 023-672-8001

高野せきね外科眼科クリニック 山形県上山市八日町1番1号 023-672-0239

金沢医院 山形県上山市新町二丁目2番34号 023-672-3230

外田医院 山形県長井市大町8番6号 0238-84-2016

松下クリニック 山形県長井市本町一丁目9番27－1号 0238-88-2538

公立置賜長井病院 山形県長井市屋城町2番1号 0238-84-2161

天童温泉篠田病院 山形県天童市鎌田一丁目7番1号 023-653-5711

神村内科医院 山形県天童市鍬ノ町一丁目3番22号 023-654-0300

いがらしクリニック 山形県天童市東長岡二丁目8番8号 023-658-1123

天童市民病院 山形県天童市駅西五丁目2番1号 023-654-2511

宮脇医院 山形県天童市東本町三丁目4番13号 023-653-5005

医療法人社団明山会　山形ロイヤル病院 山形県東根市大森二丁目3-6 0237-43-8080

医療法人山本内科医院 山形県東根市中央四丁目五番２４号 0237-43-0180

至誠堂総合病院附属中山診療所 山形県東村山郡中山町長崎3030-1 023-662-5011

医療法人花開瞭鈴木医院 山形県東村山郡山辺町大字山辺1068 023-664-5345

医療法人ひでたま胃腸科眼科クリニック 山形県東村山郡山辺町大字山辺6139-6 023-665-8876

医療法人阿部内科胃腸科医院 山形県東田川郡庄内町南野字南浦95-1 0234-44-2121

医療法人崇仁会成澤医院 山形県東田川郡庄内町清川字腹巻野45の1 0234-57-2030

かとう医院 山形県東田川郡庄内町余目字町15番地1 0234-43-3032

医療法人奥山医院 山形県東田川郡庄内町狩川小野里117 0234-56-2013

医療法人社団天真堂菅原医院 山形県東田川郡庄内町余目字町265 0234-43-3010

森田内科クリニック 山形県東田川郡庄内町余目字土堤下19-3 0234-43-8701

順仁堂　遊佐病院 山形県飽海郡遊佐町遊佐字石田7 0234-72-2522

医療法人社団菅原医院 山形県飽海郡遊佐町北目字菅野谷地102 0234-77-2507
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土門医院 山形県飽海郡遊佐町庄泉字開元65 0234-76-2325

独立行政法人国立病院機構米沢病院 山形県米沢市大字三沢26100-1 0238-22-3210

犬塚医院 山形県鶴岡市本町2丁目11番15号 0235-22-0283

鶴岡協立病院 山形県鶴岡市文園町9番34号 0235-23-6060

武田医院 山形県鶴岡市東新斎町14番8号 0235-25-1114

斎藤医院 山形県鶴岡市加茂177番地 0235-33-3030

池田内科医院 山形県鶴岡市本町3丁目17番17号 0235-23-6166

中目内科胃腸科医院 山形県鶴岡市昭和町10番5号 0235-25-2011

石田内科医院 山形県鶴岡市文園町1番52号 0235-23-0002

わかな内科医院 山形県鶴岡市家中新町11番41号 0235-25-2585

茅原クリニック 山形県鶴岡市茅原町26番23号 0235-22-8777

中里医院 山形県鶴岡市大山2丁目23番5号 0235-33-2142

おかべ内科胃腸科医院 山形県鶴岡市平成町11番18号 0235-33-1322

中村内科胃腸科医院 山形県鶴岡市新海町14番20号 0235-25-7800

川上医院 山形県鶴岡市本町3丁目7番10号 0235-22-3050

すこやかレディースクリニック 山形県鶴岡市東原町19番27号 0235-22-8418

おぎわら医院 山形県鶴岡市切添町21番2号 0235-25-3131

斎藤内科医院　 山形県鶴岡市本町2丁目6番30号 0235-22-3076

庄南クリニック 山形県鶴岡市美咲町24番8号 0235-29-4079

土田内科医院 山形県鶴岡市板井川字片茎75番地 0235-57-5100

丸岡真柄医院 山形県鶴岡市丸岡字町の内291番40号 0235-57-5110

いでは診療所 山形県鶴岡市羽黒町荒川字谷地堰42番4号 0235-62-3789

桂医院 山形県鶴岡市桂荒俣字下桂105番2号 0235-57-3303

佐藤診療所 山形県鶴岡市湯温海甲127 0235-43-2037

佐藤診療所 山形県鶴岡市鼡ケ関乙49番地 0235-44-2125

鶴岡市立荘内病院 山形県鶴岡市泉町4番20号 0235-26-5111

乙黒医院 山形県鶴岡市桜新町3番22号 0235-26-1011

須田内科クリニック 山形県鶴岡市宝田1丁目9番86号 0235-26-7555

岡田医院 山形県鶴岡市日吉町11番14号 0235-22-1442

菊地内科クリニック 山形県鶴岡市東原町25番51号 0235-29-0707

わだ内科医院 山形県鶴岡市下川字七窪2番1198号 0235-76-0011

斎藤胃腸クリニック 山形県鶴岡市本町二丁目2番35号 0235-24-7551

満天クリニック 山形県鶴岡市のぞみ町5番17号 0235-25-3222

温海クリニック 山形県鶴岡市温海字温海28番3号 0235-33-8299

遠藤医院 山形県鶴岡市板井川字片茎80番地 0235-57-2126

阿部医院 山形県鶴岡市湯温海甲122番1号 0235-43-2041

佐久間医院 山形県鶴岡市西荒屋字川原田98番地 0235-57-2123

山内循環器クリニック 山形県鶴岡市泉町7番56号 0235-64-1914

小真木原クリニック 山形県鶴岡市日枝字小真木原116番地3号 0235-26-7373

ましま内科クリニック 山形県鶴岡市ほなみ町7番11号 0235-33-9777

藤吉内科医院 山形県鶴岡市山王町14番15号 0235-23-0072

みやはらクリニック 山形県鶴岡市三和町1番53号 0235-23-3311

さくまクリニック 山形県鶴岡市湯田川字中田8番3号 0235-35-4455

山形市医師会健診センター 山形県山形市南館五丁目3番10号 023-645-7222

一般社団法人寒河江市西村山郡医師会　総合健診センター 山形県寒河江市大字寒河江字久保5番地 0237-84-0800

公益財団法人やまがた健康推進機構山形検診センター 山形県山形市蔵王成沢向久保田2220 023-688-6511

公益財団法人やまがた健康推進機構庄内検診センター 山形県酒田市東町1-23-1 0234-26-1882

公益財団法人やまがた健康推進機構最上検診センター 山形県新庄市大手町2-49 0233-23-3411

公益財団法人やまがた健康推進機構会米沢検診センター 山形県米沢市西大通1-5-66 0238-21-8811

公益財団法人やまがた健康推進機構南陽検診センター 山形県南陽市三間通466-5 0238-43-6303

荘内地区健康管理センター 山形県鶴岡市馬場町1番45号 0235-22-6445
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白鷹町立病院 山形県西置賜郡白鷹町大字荒砥甲501番地 0238-85-2155

西川町立病院 山形県西村山郡西川町大字海味581 0237-74-2211

医療法人徳洲会庄内余目病院 山形県東田川郡庄内町松陽1-1-1 0234-43-3434

小国町立病院 山形県西置賜郡小国町大字あけぼの一丁目１番地 0238-61-1111

公立高畠病院 山形県東置賜郡高畠町大字高畠386 0238-52-1500

医療法人健友会本間病院 山形県酒田市中町3-5-23 0234-22-3051

最上町立最上病院 山形県最上郡最上町大字向町64番地の3 0233-43-2112
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