
令和元年１２月末現在

圏域 医療機関名 医師名 連絡先 診療科目

甲府市 塚原町359 甲府相川ケアセンター 花輪　孝雄 055-252-1600 消化器科、外科

甲府市 天神町11-35 独立行政法人国立病院機構 甲府病院 長沼　博文 055-253-6131 脳神経外科

甲府市 天神町14-45 日原内科小児科医院 日原　敏彦 055-252-8786 内科、小児科

甲府市 天神町14-45 日原内科小児科医院 日原　良二 055-252-8786 内科、小児科

甲府市 美咲1-11-15 竹居医院 齊藤　眞知子 055-252-3908 内科、小児科

甲府市 大手3-1-37 ひはら整形外科 日原　聡 055-254-7778 整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科

甲府市 屋形2-1-6 武田内科小児科医院 保坂　洋一郎 055-251-3663 内科、小児科

甲府市 北口3-1-1 （医）社団 箭本外科整形外科医院 箭本　浩 055-253-3532 外科、整形外科

甲府市 北口3-1-1 （医）社団 箭本外科整形外科医院 箭本　光子 055-253-3532 外科

甲府市 朝日1-4-12 （医）帝昌会 井上内科小児科医院 井上　利男 055-251-7700 内科、小児科、物忘れ外来

甲府市 朝日1-4-12 （医）帝昌会 井上内科小児科医院 山田　達央 055-251-7700 神経内科、内科、小児科

甲府市 塩部1-10-6 すずきネフロクリニック 内山　俊介 055-252-3811 人工透析、泌尿器科

甲府市 塩部1-10-6 すずきネフロクリニック 三神　裕紀 055-252-3811 人工透析、泌尿器科

甲府市 塩部1-11-12 鈴木・野村泌尿器科クリニック 鈴木　斐庫人 055-251-7811 泌尿器科

甲府市 塩部4-4-8 前田内科クリニック 前田　達朗 055-253-8528 内科、循環器内科

甲府市 塩部4-16-2 （医）望月会 望月クリニック 望月　裕文 055-220-3311 整形外科、小児科、リハビリテーション科

甲府市 塩部4-15-16 （医）藤原医院 藤原　ひとみ 055-252-2588 内科・心療内科

甲府市 富士見1-1-1 山梨県立中央病院 阿部　文明 055-253-7111 緩和ケア科

甲府市 富士見1-1-1 山梨県立中央病院 梅谷　健 055-253-7111 循環器内科

甲府市 富士見1-7-35 のだ内科クリニック 野田　嘉明 055-253-2119 内科、循環器科

甲府市 富士見1-7-35 のだ内科クリニック 瀬戸　俊邦 055-253-2119 内科、循環器科

甲府市 丸の内1-19-18 （医）大久保内科呼吸器科クリニック 深澤　一裕 055-235-2713 内科（呼吸器科）

甲府市 丸の内1-12-3 (財)山梨整肢更生会 中村外科医院 中村　士郎 055-233-4106
外科、整形外科、リハビリテーション科、内科一般、呼吸
器内科

甲府市 丸の内2-34-4 内藤医院(丸の内） 内藤　八洲男 055-222-3619 内科、胃腸科、放射線科

甲府市 丸の内2-12-1 三井医院 三井　忠造 055-222-5224 内科・小児科

甲府市 丸の内3-8-7 鈴木外科医院 鈴木　保巳 055-222-3088 外科

甲府市 中央1-8-6 今井内科医院 今井　紀雄 055-235-3268 内科

甲府市 中央1-12-33 小宮山外科医院 小宮山　清洋 055-235-3311 外科、整形外科

甲府市 中央4-9-2 露木耳鼻咽喉科医院 露木　弘光 055-235-3387 耳鼻咽喉科

甲府市 中央4-12-26 保坂内科消化器科 保坂　圭 055-233-7241 内科、消化器科

甲府市 寿町14-2 医療法人　ゆうゆう会　ことぶき整形外科 保坂　雄大 055-287-7000 整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科

甲府市 宝1-10-5 甲府共立診療所 加茂　純子 055-221-1000 眼科

甲府市 宝2-25-11 樋口内科医院 樋口　幸司 055-226-0155 内科、腎臓内科

甲府市 飯田1-1-26 山梨県厚生連健康管理センター 依田　芳起 055-223-3635 内科

甲府市 上石田2-36-11 山田整形外科ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｸﾘﾆｯｸ 山田　治洋 055-226-3481 整形外科、リハビリテーション科、リウマチ科

甲府市 国母1-4-8 古川内科・皮フ科 古川　尚志 055-228-6100 内科

甲府市 国母1-6-17 いいづか医院 飯塚　一美 055-233-0808 内科、小児科

甲府市 国母1-22-20 （医）ふなやまペインクリニック 船山  忠久 055-221-1374 麻酔科、内科

甲府市 国母2-22-3 髙畑診療所 岸本　昭二 055-224-2355 内科

甲府市 国母5-19-18 深澤内科クリニック 深澤　学 055-221-1177 内科、消化器科

甲府市 古上条町446 （医）笹本会 笹本整形外科 笹本　憲男 055-243-1717 整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科

甲府市 大里町2151-1 三神医院 三神　貴 055-243-2861 脳神経外科、内科、呼吸器内科、整形外科

甲府市 大里町5125 （医）笹本会 おおくにクリニック 村上　恭紀 055-288-0092 外科、乳腺外科、消化器外科

甲府市 大里町2940 （医）清水医院 清水　雅樹 055-241-1181 内科

甲府市 西下条町１３ 長田在宅クリニック 長田　忠大 055-242-3700 内科、外科、呼吸器内科、神経内科

甲府市 宮原町88-1 ながまつ医院 永松　正明 055-242-2015 内科、神経内科

甲府市 荒川1-11-11 （医）中込内科消化器科医院 中込　洋子 055-253-5666 内科、消化器科

甲府市 荒川2-7-5 薬袋内科循環器科医院 薬袋　興児 055-251-2622 内科、循環器科

甲府市 下飯田2-4-6 おさだクリニック 長田　高典 055-236-3355 内科、循環器科

所在地

中
北
地
域

◆ 県の「かかりつけ医認知症対応力向上研修」を修了した医師のうち、名簿の公表に同意のあった医師の名簿です。

◆ ご相談の際には、事前に電話で確認してください。

【参考】 「かかりつけ医認知症対応力向上研修」とは

認知症は誰しもが発症する可能性がある病気であり、認知症の人への日常的な診療や家族への支援など

は、かかりつけ医（高齢者などが日頃から受診する病院等の医師）に担っていただくことが重要であることか

ら、かかりつけ医に期待される役割や認知症診療の知識、専門医との連携などをかかりつけ医に習得してい

ただくための研修を山梨県医師会との連携により実施しています。
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甲府市 貢川2-2-11 内科小児科小野医院 小野　隆彦 055-228-8822 内科、小児科

甲府市 湯村1－5－19 順聖クリニック 内藤　修 055-251-2121 内科

甲府市 湯村1-10-28 堀内整形外科医院 堀内　富雄 055-252-9501 整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科

甲府市 千塚4-9-16 清水内科外科医院 清水　一仁 055-252-3986 内科

甲府市 千塚5-13-21 しまづ脳神経クリニック 嶋津　基彦 055-254-1200 脳神経外科、内科、リハビリテーション科

甲府市 山宮町18-1 おさだ内科クリニック 長田　満 055-220-3703 内科、循環器科

甲府市 酒折1-16-18 甲府脳神経外科病院 篠原　豊明 055-235-0995 脳神経外科

甲府市 酒折1-16-18 甲府脳神経外科病院 山崎　直美 055-235-0995 脳神経外科

甲府市 善光寺1-11-14 杉田医院 杉田　勝一 055-233-5251 内科

甲府市 和戸町389-3 (医)星野内科循環器科 星野　和實 055-235-5225 内科、循環器科

甲府市 蓬沢町1099-1 あさなぎクリニック 反田　克彦 055-227-1000 心療内科

甲府市 小瀬町3-4 （医）陽明会　小林医院 小林　章一 055-241-5293 内科、小児科

甲府市 小瀬町1140-1 うえむらクリニック 植村　一幸 055-242-2111 内科、消化器内科

甲府市 東下条町80-2 あきやま医院 秋山　健太郎 055-243-0500 内科、小児科、循環器科

甲府市 上今井町2281 久保島医院 苅部　和子 055-241-2747 内科

甲府市 住吉1-10-4 （医）恭栄会 今井循環器呼吸器科 今井　恭史 055-235-2278 内科、小児科、循環器科、呼吸器科

甲府市 住吉4-24-21 今井胃腸科内科医院 今井　三範 055-235-8899 内科、胃腸科

甲府市 上阿原町338-1 恵信甲府病院 横山　宏 055-223-7333 内科、小児科、臨床検査

甲府市 上阿原町338-1 恵信甲府病院 山﨑　弘道 055-223-7333 脳神経外科

甲府市 上阿原町1151 今井整形外科医院 今井　立史 055-232-7411 整形外科

甲府市 上阿原町1151 今井整形外科医院 今井　大助 055-232-7411 整形外科

甲府市 中小河原1-9-12 中小河原　ひろクリニック 髙橋　章弘 055-241-2313 消化器内科、腫瘍内科、乳腺外科、外科

甲府市 中小河原1-9-12 中小河原　ひろクリニック 髙橋　ひふみ 055-241-2313 消化器内科、腫瘍内科、乳腺外科、外科

甲府市 幸町6-15 原整形外科医院 原　寛 055-233-8832 整形外科

甲府市 幸町22-11 古守医院 古守　泰典 055-233-5230 内科、呼吸器内科、放射線科

甲府市 城東4-13-15 （医）城東病院 佐藤　仁美 055-233-6411 内科

甲府市 城東4-13-15 （医）城東病院 大塚　昌樹 055-233-6411 内科、リハビリテーション科

甲府市 湯田2-19-2 わかみや内科クリニック 若宮　稔 055-287-6377 内科、肝臓・消化器内科

甲府市 下曽根町781-1 北野医院 北野　徹 055-266-3027 内科、小児科、消化器科

韮崎市 若宮2-14-1 まえざわクリニック 前澤　浩明 0551-21-2333 泌尿器科

韮崎市 本町3-5-3 韮崎市立病院 鈴木　修 0551-22-1221 外科

韮崎市 富士見2-13-2 薬袋整形外科医院 薬袋　一郎 0551-22-0203 整形外科、リハビリテーション科、リウマチ科、内科、外科

韮崎市 大草町若尾1330 （医）秋山脳外科 秋山　巖 0551-22-8881 脳外科、神経内科

南アルプス市 上今諏訪1315-22 あんどう皮フ科クリニック 安藤　典子 055-280-2222 皮フ科、アレルギー科

南アルプス市 上今諏訪1750 （医）弘済会 宮川病院 宮川　直登 055-282-1107 消化器科

南アルプス市 下今諏訪351 竹川内科クリニック 竹川　正純 055-284-6611 内科、小児科、消化器科

南アルプス市 西野2294-2 白根徳州会病院 石川　真 055-284-7711 外科

南アルプス市 在家塚52-6 白根なかざわクリニック 中澤　茂樹 055-280-8800 内科、神経内科

南アルプス市 在家塚68-1 もちづき整形外科リハビリクリニック 望月　和憲 055-287-7600 整形外科、リウマチ科、リハ科

南アルプス市 在家塚155 女性クリニック秋山医院 秋山　尚美 055-282-2017 産婦人科、内科、小児科

南アルプス市 在家塚1189 斉藤医院 斉藤　和磨 055-284-5771 内科、消化器科

南アルプス市 在家塚1189 斉藤医院 斉藤　磨喜美 055-284-5771 耳鼻咽喉科

南アルプス市 飯野2753 髙畑内科小児科医院 髙畑　賢司 055-283-2955 内科

南アルプス市 吉田1260-8 クリニックいのうえ 井上　勝六 055-283-1311 胃腸科、外科

南アルプス市 小笠原386 堀内眼科 堀内　二彦 055-282-0229 眼科

南アルプス市 加々美2885 津久井胃腸科医院 津久井　敏郎 055-284-6311 内科、外科

南アルプス市 加々美2885 津久井胃腸科医院 津久井　雄也 055-284-6311 消化器内科、内科

南アルプス市 古市場175-1 いやま整形外科クリニック 井山　晴仁 055-282-8688 整形外科、リハビリテーション科

南アルプス市 下宮地433-1 笹本クリニック 笹本　清 055-282-4114 外科、整形外科、内科、消化器科、心療内科

南アルプス市 荊澤255 （医）高原病院 高原　仁 055-282-1455 内科

南アルプス市 荊澤255 （医）高原病院 壬生倉　徹志 055-282-1455 内科

南アルプス市 荊澤410 志村内科医院 志村　和政 055-282-3646 内科

北杜市 長坂町大八田3874-1 いいづかこどもクリニック 飯塚　恵美子 0551-45-7600 小児科

北杜市 長坂町大八田3954 北杜市立甲陽病院 飯塚　秀彦 0551-32-3221 外科、消化器科

北杜市 長坂町大八田3954 北杜市立甲陽病院 田中　克之 0551-32-3221 脳神経外科

北杜市 長坂町大八田3954 北杜市立甲陽病院 岩村　文彦 0551-32-3221 内科

北杜市 長坂町大八田3954 北杜市立甲陽病院 井出澤　剛直 0551-32-3221 外科

北杜市 長坂町大八田3954 北杜市立甲陽病院 中瀬　一 0551-32-3221 外科

北杜市 須玉町藤田773 北杜市立塩川病院 都倉　昭彦 0551-42-2221 内科

北杜市 明野町上手1-12 北杜市国保辺見診療所 三井　梓 0551-25-2006 内科

北杜市 武川町牧原1371 武川診療所 遠藤　武男 0551-26-3131 内科

北杜市 白州町白須1008-1 （医）和州会 吉田医院 吉田　和徳 0551-35-0121 内科、外科、整形外科

甲斐市 龍地2795-10 ふたば内科消化器科医院 知見  貴雄 0551-28-8227 内科、消化器内科、小児科

甲斐市 龍地4710-1 双葉クリニック 宮澤　敏彦 0551-28-6789 内科、小児科、産婦人科

甲斐市 龍地6660 登美の丘クリニック 中澤　美知雄 0551-28-6887 外科、消化器科

甲斐市 岩森1111 恵信梨北リハビリテーション病院 神田　史大 0551-28-8820 内科、リハビリ科

甲斐市 宇津谷1111 ひかりの里クリニック 田坂　捷雄 0551-20-3900 内科

甲斐市 竜王新町2128 山梨ライフケア・ホーム 花輪　孝雄 055-279-4711 消化器内科

甲斐市 富竹新田231-1 竜王共立診療所 武藤　巖 055-279-8611 内科
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甲斐市 富竹新田1757-1 竜王ファミリークリニック 中澤　一弘 055-276-2300 内科、小児科、皮膚科、外科

甲斐市 万才287-7 （医）仁和会 竜王リハビリテーション病院 曽根　順子 055-276-1155 内科、リハビリテーション科、循環器内科、神経内科

甲斐市 万才287-7 （医）仁和会 竜王リハビリテーション病院 中原　英幸 055-276-1155 外科、整形外科

甲斐市 万才833-1 おかべ内科・神経内科クリニック 岡部  和穂 055-275-1117 内科、神経内科

甲斐市 篠原1429-1 （医）清水内科循環器科医院 清水　憲明 055-279-3366 内科、循環器科、小児科

甲斐市 玉川210-1 木下整形外科クリニック 木下　哲也 055-288-1768 整形外科

甲斐市 西八幡693-1 （医）田辺眼科 田辺　譲二 055-278-0001 眼科

甲斐市 西八幡3990 甲斐リハビリテーションクリニック 稲田　秀俊 055-278-2016 内科、神経内科、リハビリテーション科

甲斐市 竜王3091-1 中沢クリニック 中澤　肇 055-276-8111 内科、小児科、消化器科

甲斐市 島上条368 あすか在宅クリニック 髙添　明日香 055-244-7022 内科

甲斐市 島上條492-1 小山医院 小山　武彦 055-277-5102 内科、消化器科、小児科

甲斐市 中下条246 敷島クリニック 小松　攻 055-277-8300 内科

甲斐市 中下条1844-3 （医）斐水会　ながせき頭痛クリニック 永関　慶重 055-267-2211 脳神経外科、心療内科

甲斐市 大下条1600-5 竜王ペインクリニック 長嶺　教光 055-298-6666 麻酔科、内科、整形外科

甲斐市 大下条1606-1 竜王みついクリニック 三井　文彦 055-225-5081 内科、消化器科、外科

中央市 浅利1686-2 若葉クリニック 小林　正洋 055-269-3305 内科、外科

中央市 西新居1-131 （医）望会 愛クリニック 望月　阿南 055-274-3091 精神科

中央市 若宮23-2 きたむらクリニック 北村　敬利 055-220-4112 内科、消化器内科

中央市 成島2439-1
（医）どちペインクリニック
玉穂ふれあい診療所

土地　邦彦 055-278-5670 内科、麻酔科

中央市 布施2074 （医）木之瀬医院 木之瀬　正 055-273-2216 内科、小児科

中央市 東花輪669-2 東花輪駅前小俣内科クリニック 小俣　俊明 055-274-2553 内科

中央市 山之神1533-21 古屋クリニック 古屋　秀夫 055-274-3773 内科、循環器科

中央市 山之神2389-1 （医）西野内科医院 西野　義久 055-273-6656 内科

中央市 山之神2389-1 （医）西野内科医院 西野　顕久 055-273-6656 内科、循環器科、小児科

昭和町 飯喰1277 (医)武川会　武川病院 武川　修 055-275-7311 外科・整形外科

昭和町 飯喰1277 (医)武川会　武川病院 工藤　尚 055-275-7311 整形外科

昭和町 飯喰1277 (医)武川会　武川病院 武川　悟 055-275-7311 外科・内科

昭和町 河東中島443 老健施設　ノイエス 窪田　重美 055-275-1166 整形外科

昭和町 河東中島1583-16 昭和南耳鼻咽喉科クリニック 呂　旭原 055-231-5426 耳鼻咽喉科

昭和町 河東中島1590-3 土田クリニック腎・泌尿器科 土田　孝之 055-275-5656 泌尿器科、腎内科

昭和町 河東中島1903 森川医院 松井　孝道 055-275-2070 内科、小児科

昭和町 押越789 まつした腎クリニック 松下　和通 055-275-6550 内科、泌尿器科

昭和町 西条1481-2 あいのた内科・消化器科クリニック 相野田　隆雄 055-240-7110 内科、消化器科

山梨市 牧丘町窪平772 西川医院 西川　壽昭 0553-35-2051 内科、小児科

山梨市 七日市場805-1 （医）三輝会　山梨北整形外科 佐野　三千広 0553-23-3111 整形外科

山梨市 下石森1338-25 つつじクリニック 鶴田  好孝 0553-20-8188 内科、外科、循環器科

山梨市 落合860 山梨厚生病院 飯塚　恒 0553-23-1311 外科、乳腺外科

山梨市 落合860 山梨厚生病院 山寺　陽一 0553-23-1311 外科

山梨市 落合860 山梨厚生病院 三井　いずみ 0553-23-1311 内科・呼吸器内科

山梨市 落合860 山梨厚生病院 内田　幹人 0553-23-1311 脳外科

山梨市 下神内川208-3 （医）英会　寺本医院 寺本　英樹 0553-22-0121 内科、外科

山梨市 上神内川47 中央内科クリニック 飯島　幹夫 0553-22-1008 内科

山梨市 上神内川174 （医）悠紀会 武井医院 武井　茂樹 0553-22-0029 内科

山梨市 上神内川174 （医）悠紀会 武井医院 武井　尚子 0553-22-0029 内科

山梨市 上神内川1309 加納岩総合病院 関川　敬義 0553-22-2511 消化器科、外科

山梨市 上神内川1466 大竹整形外科医院 守　亮三 0553-22-5801 整形外科、外科、内科、リハビリテーション科

山梨市 北514-1 加々美医院 加々美　以文 0553-22-0404 内科

笛吹市 春日居町桑戸698-1 三科医院 三科　信昭 0553-26-3377 内科、小児科、循環器科

笛吹市 春日居町国府436 春日居サイバーナイフ・リハビリ病院 岩村　顕三 0553-26-4126 外科

笛吹市 春日居町国府436 春日居サイバーナイフ・リハビリ病院 須原　芳宏 0553-26-4126 内科

笛吹市 春日居町国府436 春日居サイバーナイフ・リハビリ病院 村松　光 0553-26-4126 内科

笛吹市 石和町八田330-5 石和温泉病院 天野　達也 055-263-0111 内科

笛吹市 石和町八田330-5 石和温泉病院 荻野　晃一 055-263-0111 内科

笛吹市 石和町市部716-5 黒沢内科 黒澤　明彦 055-263-3400 内科・小児科・消化器内科

笛吹市 石和町市部1021 （医）小林医院 小林　玄彦 055-262-3185 内科、皮膚科、小児科

笛吹市 石和町四日市場47-1 笛吹中央病院 三枝　宏伊 055-262-2185 脳神経外科

笛吹市 石和町四日市場2031 甲州リハビリテーション病院 中島　育昌 055-262-3121 整形外科、リハビリテーション科

笛吹市 石和町四日市場2031 甲州リハビリテーション病院 植田　重信 055-262-3121 内科、リハビリテーション科

笛吹市 石和町四日市場2031 甲州リハビリテーション病院 佐藤　吉沖 055-262-3121 内科、リハビリテーション科

笛吹市 石和町四日市場2031-106 磯山医院 磯山　藍 055-263-5777 内科

笛吹市 石和町広瀬623 石和共立病院 太田　昭生 055-263-3131 リハビリテーション科

笛吹市 石和町広瀬623 石和共立病院 高木　績 055-263-3131 内科

笛吹市 石和町広瀬772-1 笛吹脳神経外科内科 上野　武彦 055-261-7888 脳神経外科、内科

笛吹市 石和町東高橋131 しむら医院 志村　博基 055-262-0688 内科、胃腸科、小児科

笛吹市 石和町河内37-2 三枝クリニック 三枝　芳樹 055-261-2555 内科、小児科

笛吹市 一宮町塩田741-1
甲州リハビリテーション病院付属一宮診療
所

山田　創吾 0553-47-6604 内科、リハビリテーション科

笛吹市 一宮町末木864-2 弦間医院 弦間　和仁 0553-47-0510 内科
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笛吹市 御坂町夏目原750-1 古屋医院 古屋　国彦 055-262-0045 内科、外科、消化器科

笛吹市 御坂町栗合168 （医）徹也会 篠原医院 篠原　文雄 055-262-3006 内科

笛吹市 御坂町八千蔵538-1 御坂共立診療所 城所　佑吉 055-263-1655 内科

笛吹市 御坂町八千蔵538-1 御坂共立診療所 安田　慎一郎 055-263-1655 内科、外科、小児科、循環器科、消化器科

笛吹市 八代町高家304-1 八代戸田内科クリニック 戸田　貴人 055-265-3366 内科

笛吹市 境川町大坪103 花の丘たちかわクリニック 太刀川　一夫 055-266-8181 婦人科、内科，リハビリテーション科

笛吹市 境川町石橋2207-1 境川診療所 許山　厚 055-266-2012 内科

甲州市 塩山上粟生野13-1 甲州市大藤診療所 田中　千絵 0553-33-2649 内科

甲州市 塩山西広門田433-1 塩山市民病院 多和田　眞人 0553-32-5111 内科

甲州市 塩山下於曽1133-2 加田クリニック 加田　顕秀 0553-32-5507 整形外科、内科

甲州市 塩山三日市場1965 鶴田クリニック 鶴田  幸一郎 0553-32-1151 小児科、内科

甲州市 勝沼町休息1200-1 望月医院 望月　弘人 0553-44-2220 内科、循環器内科

甲州市 勝沼町下岩崎1052 阿部ファミリークリニック 阿部　理 0553-44-1131 外科、内科、整形外科、皮膚科

市川三郷町 岩間1890 (医)日雄会 髙橋医院 髙橋　英尚 0556-32-2521 内科、外科、小児科

市川三郷町 岩間2138 (医)磯野医院 磯野　真由樹 0556-32-1881 内科

市川三郷町 市川大門1235 （医）みぞべ会 溝部医院 溝部　政史 055-272-0003
内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、小児科、皮膚科、
アレルギー科

市川三郷町 高田518-1 市川メディカルクリニック 西尾　徹 055-272-3337 内科、外科、訪問診療

市川三郷町 高田2458 立川医院 立川　博邦 055-272-0355 内科、小児科

富士川町 青柳町50 くぼた内科胃腸科医院 窪田　良彦 0556-22-0301 内科、胃腸科、小児科

富士川町 青柳町1136-1 （医）快療会　くつま整形外科医院 久津間　健治 0556-22-6688 整形外科

富士川町 鰍沢340-1 峡南医療センター富士川病院 小林　正史 0556-22-3135 外科

富士川町 鰍沢340-1
峡南医療センター富士川病院、
サンビューふじかわ

山根　徹 0556-22-3135 病理診断科

富士川町 鰍沢340-1 峡南医療センター企業団 河野　哲夫 0556-22-3150 外科

富士川町 鰍沢1806 （医）峡南会 峡南病院 平井出　正紀 0556-22-4411 内科、神経内科

身延町 梅平2483-167 （公財）身延山病院 丸山　敦 0556-62-1061 総合、外科

南部町 福士1923 富河医院 飯野　哲 0556-66-2009 内科、外科

南部町 万沢3404-1 南部町国民健康保険万沢診療所 永谷　計 0556-67-1030 内科、外科

南部町 南部8050-1 南部町国民健康保険診療所 市川  万邦 0556-64-3117 内科、小児科

南部町 内船7202 佐野医院 佐野　主一 0556-64-2037 内科、消化器内科、外科

富士吉田市 上暮地5-8-16 〈医〉雙寿会　ことぶき診療所 田邉　好英 0555-22-9011 内科、外科、小児科、小児外科

富士吉田市 下吉田1-7-19 天野医院 天野　隆三 0555-22-4800 内科、外科、整形外科

富士吉田市 下吉田1-22-12 富士吉田泌尿器科クリニック 三神　裕紀 0555-28-5755 泌尿器科

富士吉田市 下吉田2-14-28 皆春堂田辺医院 田辺　誠 0555-22-0140 内科、胃腸科、消化器科

富士吉田市 下吉田3-9-13 （医）橘泉会 内藤医院 内藤　雄一 0555-22-0162 内科、小児科、循環器科

富士吉田市 下吉田4-13-17 佐藤医院 関戸　清貴 0555-22-5321 内科

富士吉田市
上吉田2-5-1　富士急ターミ
ナルビル5階

樂天堂整形外科 小俣　昌大 0555-21-1161 整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科

富士吉田市 上吉田2-10-22 （医）日慶会　トモエ医院 刑部　光太郎 0555-22-0589 内科

富士吉田市 上吉田2-13-2 （医）和顔会　くわざわクリニック 桑澤　二郎 0555-30-0133 内科・脳神経外科

富士吉田市 上吉田5-8-3 大田屋外科医院 佐藤　満 0555-24-0678 外科・整形外科・胃腸科・肛門科・内科・皮膚泌尿器科

富士吉田市 上吉田6-10-4 （医）信恵会　羽田レディースクリニック 羽田　義信 0555-30-0311 産婦人科、小児科、内科

富士吉田市 上吉田7-12-14 富士の森クリニック 渡辺　憲一 0555-30-5522 内科、消化器科、小児科

富士吉田市 上吉田844-7 かわむらクリニック 川村  喜太郎 0555-20-1180 内科、循環器科

富士吉田市 上吉田3626-6 高橋外科医院 高橋　常和 0555-22-5200 外科、内科、胃腸科

富士吉田市 上吉田4203-2 髙田内科クリニック 髙田　健右 0555-20-1760
内科、消化器内科、腎臓内科、循環器内科、アレル
ギー科

富士吉田市 上吉田4259-2 新西原クリニック 鈴木　博 0555-24-9911 消化器科、外科、内科、肛門科

富士吉田市 上吉田6530 富士吉田市立病院 石川　仁 0555-22-4111 外科

富士吉田市 中曽根1-5-10 吉田医院 刑部　利雄 0555-22-0142 小児科、内科

富士吉田市 新倉2671-3 渡辺整形外科 渡邉　洋 0555-24-5330 整形外科

富士吉田市 旭5-1-38 鈴木内科クリニック 鈴木　哲男 0555-30-0016 内科、循環器内科

富士吉田市 ときわ台1-1-23 ささき頭痛・脳神経クリニック 佐々木　健 0555-72-8877 脳神経外科、リハビリテーション科

都留市 四日市場188 ツル虎ノ門外科・リハビリテーション病院 廣田　健児 0554-45-8861 整形外科

都留市 四日市場270 回生堂病院 青木　勇人 0554-43-2291 精神科

都留市 四日市場270 回生堂病院 伊藤　千恵 0554-43-2291 精神科

都留市 法能669 武井クリニック 武井　治郎 0554-45-6811 内科、小児科

都留市 十日市場958-1 東桂メディカルクリニック 濱本　敏明 0554-20-8010
脳神経外科、リハビリテーション科、内科、消化器科、泌
尿器科、小児科、皮膚科

都留市 十日市場958-1 東桂メディカルクリニック 別府　秀幸 0554-20-8010 内科

都留市 桂町815-1 水島医院 水島　和一郎 0554-56-8220 内科

都留市 中央2-3-5 大戸内科医院 大戸　一志 0554-45-3188 内科、消化器内科

大月市 賑岡町畑倉1197-4 賑岡診療所 鄧　晁煕 0554-22-0466 内科、小児科

大月市 駒橋1-2-36 はちすか整形外科クリニック 蜂須賀　所明 0554-22-1117 整形外科、リハビリ科、内科

大月市 御太刀2-8-8 すずき整形外科医院 鈴木　昌則 0554-22-6500 整形外科、リハビリ科、リウマチ科

大月市 大月1-5-20 堀田医院 0554-22-0113 内科、小児科

大月市 大月1-15-18 武者医院 武者　吉英 0554-23-1166 内科、婦人科、皮膚科、泌尿器科

大月市 大月1-8-5 稚枝子おおつきクリニック 武者　稚枝子 0554-56-7766 婦人科、内科

大月市 大月1-17-23 (医)社団 富士厚生会 富士厚生クリニック 小俣　二也 0554-22-1450 泌尿器科、内科
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圏域 医療機関名 医師名 連絡先 診療科目所在地

大月市 大月町花咲1225 大月市立中央病院 野村　馨 0554-22-1251 総合診療科

大月市 大月町花咲1225 大月市立中央病院 進藤　廣成 0554-22-1251 外科

大月市 大月町花咲1225 大月市立中央病院 松尾　真吾 0554-22-1251 外科

大月市 大月町花咲1225 大月市立中央病院 山﨑　暁 0554-22-1251 内科

大月市 初狩町下初狩3290 花田医院 花田　代郎 0554-25-6035 内科、小児科

大月市 初狩町中初狩191-1 三枝医院 三枝　怜 0554-25-6006 内科、小児科

大月市 猿橋町伊良原91-1 藤本医院 藤本　健吉 0554-22-8155 内科、泌尿器科

大月市 猿橋町猿橋184 わたなべクリニック 渡辺　剛 0554-22-2428 内科

大月市 猿橋町猿橋184 わたなべクリニック 渡辺　芳江 0554-22-2428 耳鼻咽喉科

大月市 猿橋町殿上587-1 共立診療所さるはし 石原　秀文 0554-20-1311 内科

大月市 七保町葛野2387 奥秋医院 奥秋　保則 0554-23-1124 内科

上野原市 上野原509-1 (医)山下クリニック 山下　真 0554-62-6050 内科、循環器科

上野原市 上野原729-1 西井クリニック 西井  清行 0554-30-2201 内科

上野原市 上野原2105 鈴木医院 鈴木　正彦 0554-63-1612 内科

上野原市 上野原3504-3 上野原市立病院 長坂　光泰 0554-62-5121 脳神経外科

上野原市 上野原3504-3 上野原市立病院 村田　暢宏 0554-62-5121 内科

上野原市 上野原3753-1 渡部耳鼻咽喉科医院 渡部　一雄 0554-63-0621 耳鼻咽喉科

上野原市 松留644-2 山本内科クリニック 山本　雅人 0554-63-3600 内科

上野原市 大野1284 上條内科クリニック 上條　武雄 0554-66-1006 訪問診療・内科

西桂町 小沼1710-1 （医）しまだ医院 小田切　理純 0555-25-2388 内科、消化器内科

忍野村 忍草2748 富士聖ヨハネ学園診療所 井上　優子 0555-23-5155 内科、精神科

忍野村 内野4802 三浦医院 三浦　武 0555-84-2040 内科、小児科

富士河口湖町 船津1500 宮下医院 宮下　岳夫 0555-72-0320 内科、循環器内科、小児科

富士河口湖町 船津1501-3 渡辺クリニック 渡辺　洋一 0555-73-3000 内科

富士河口湖町 船津3425 外川医院 外川　信 0555-72-0766 内科、小児科、アレルギー科、放射線科

富士河口湖町 船津6663-1 山梨赤十字病院 小澤　宏史 0555-72-2222 脳神経外科

富士河口湖町 船津6663-1 山梨赤十字病院 伊藤　誠司 0555-72-2222 循環器内科

富士河口湖町 船津6887 （医）社団 青虎会 フジ河口湖クリニック 廣田　健児 0555-72-3298 整形外科

富士河口湖町 小立1838 宝司医院 梶原　喜昭 0555-72-1502 内科、小児科

富士河口湖町 小立4115-1 かわぐち湖ファミリークリニック 河内　恵介 0555-72-2000 内科、小児科、循環器科

富士河口湖町 勝山4575-10 勝山診療所 穂坂　路男 0555-20-9333 内科、心療内科
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