
指定小児慢性特定疾病医療機関一覧（医療機関）

区域 名称 住所 電話番号 指定日
桜こどもクリニック 甲斐市 中下条1900 055-267-0505 H27.1.1
敷島クリニック 甲斐市 中下条246 055-277-8300 H27.1.1
医）仁和会 竜王リハビリテーション病院 甲斐市 万才287-7 055-276-1155 H27.1.1
芦沢内科小児科医院 甲斐市 玉川159-1 055-279-3355 H27.1.1
医社）慈成会 三枝病院 甲斐市 竜王新町字西裏1440 055-279-0222 H27.1.1
医）茜潤会　さいとう皮ふ科クリニック 甲斐市 中下条926番地2 055-267-0030 H27.1.1
三井小児科医院 甲斐市 西八幡1338-1 055-278-2555 H27.1.1
大房整形外科眼科医院 甲斐市 島上条714-1 055-230-9200 H27.3.1
いいの整形外科 甲斐市 竜王764-1 055-240-8580 H27.6.1
細田眼科医院 甲斐市 長塚12-1 055-267-2288 H27.7.1
内科・呼吸器内科　保坂クリニック 甲斐市 竜王新町2298-6 055-225-5070 H28.1.1
医療法人久晴会　甲斐リハビリテーションクリニック 甲斐市 西八幡3990 055-278-2016 H28.4.1
竜王みついクリニック 甲斐市 大下条1606-1 055-225-5081 H28.10.1
くろだ小児科・耳鼻科 甲斐市 西八幡1939-2 055-225-6600 H29.4.3
あすか在宅クリニック 甲斐市島上条368 055-244-7022 H30.5.1
ごとう眼科 甲斐市西八幡1942-1 055-225-5000 H30.8.1
今村耳鼻咽喉科 めまい・難聴クリニック 甲斐市 中下条868 055-277-8741 H31.2.1
山梨大学医学部附属病院 中央市 下河東1110 055-273-1111 H27.1.1
玉穂眼科クリニック 中央市 成島1400-1 055-287-6650 H27.1.1
玉穂ふれあい診療所 中央市 成島2439番1 055-278-5670 H27.1.1
保坂眼科医院 中央市 西花輪56番地の2 055-273-6600 H27.1.1
きたむらクリニック 中央市 若宮23番地2 055-220-4112 H27.6.1
おぎの医院 中央市 井之口980番地4 055-274-6100 H27.8.1
こばやしこどもクリニック 中央市 若宮46-8 055-278-5525 H27.11.1
医療法人社団篠原会　山梨ＰＥＴ画像診断クリニック 中央市 下河東3046-2 055-278-5500 H29.9.1
まつしたこどもクリニック 中巨摩郡昭和町 清水新居1278-3 055-269-6711 H27.1.1
甲府昭和形成外科クリニック 中巨摩郡昭和町 西条5266-1 055-240-7766 H27.1.1
しょうわまち歯科口腔外科クリニック 中巨摩郡昭和町 西条5222 055-275-8080 H27.1.1
太田整形外科医院 中巨摩郡昭和町 清水新居498 055-226-0999 H27.6.1
高山皮フ科形成クリニック 中巨摩郡昭和町 清水新居1278-3 2F 055-237-7012 H27.7.1
昭和南耳鼻咽喉科クリニック 中巨摩郡昭和町河東中島1583-16 055-231-5426 H31.4.1
北杜市立甲陽病院 北杜市 長坂町大八田3954 0551-32-3221 H27.1.1
北杜市立 塩川病院 北杜市 須玉町藤田773 0551-42-2221 H27.1.1
吉田医院 北杜市 白州町白須1008番地1 0551-35-0121 H27.6.1
いいづかこどもクリニック 北杜市 長坂町大八田3874-1 0551-45-7600 H31.3.1
武川診療所 北杜市 武川町牧原1371 0551-26-3131 H27.8.1
まえざわクリニック 韮崎市 若宮二丁目14-1 0551-21-2333 H27.1.1
韮崎市国民健康保険 韮崎市立病院 韮崎市 本町三丁目5-3 0551-22-1221 H27.1.1
にこにこクリニックこでら小児科 韮崎市 龍岡町下條南割1045 0551-23-6677 H27.1.1
山梨県立あけぼの医療福祉センター 韮崎市 旭町上條南割3251-1 0551-22-6111 H27.1.1
こまいこどもクリニック 韮崎市中田町中條1642-4 0551-45-6033 H31.4.1
こうの内科クリニック 南ｱﾙﾌﾟｽ市 桃園1688-3 055-283-8100 H27.1.1
巨摩共立病院 南ｱﾙﾌﾟｽ市 桃園340 055-283-3131 H27.1.1
医療法人　臨医研　堀内眼科 南ｱﾙﾌﾟｽ市 小笠原386 055-282-0229 H27.1.1
アルプスこどもクリニック 南ｱﾙﾌﾟｽ市 吉田864-1 055-283-5005 H27.6.1
こもれびこどもクリニック 南ｱﾙﾌﾟｽ市 在家塚67-1 055-298-4000 H27.7.1
青沼整形外科 南ｱﾙﾌﾟｽ市 小笠原1611-1 055-282-0811 H27.7.1
医療法人まつざきクリニック 南ｱﾙﾌﾟｽ市 下宮地624 055-287-8787 H28.5.1
あんどう皮フ科クリニック 南ｱﾙﾌﾟｽ市 上今諏訪1315-22 055-280-2222 H28.5.1
白倉耳鼻咽喉科医院 山梨市 歌田319-5 0553-23-3339 H27.1.1
山梨市立牧丘病院 山梨市 牧丘町窪平302-2 0553-35-2025 H27.1.1
秋元医院 山梨市 落合548 0553-22-7522 H27.1.1
財）山梨厚生会 山梨厚生病院 山梨市 落合860 0553-23-1311 H27.1.1
加納岩総合病院 山梨市 上神内川1309 0553-22-2511 H27.1.1
甲州リハビリテーション病院附属一宮診療所 笛吹市 一宮町塩田741-1 0553-47-6601 H27.1.1
医）桃花会 一宮温泉病院 笛吹市 一宮町坪井1745 0553-47-3131 H27.1.1
医療法人　景雲会　春日居サイバーナイフ・リハビリ病院 笛吹市 春日居町国府436 0553-26-4126 H27.1.1
山梨リハビリテーション病院 笛吹市 春日居町小松855 0553-26-3030 H27.1.1
いまい眼科 笛吹市 石和町井戸177-1 055-287-7772 H27.1.1
石和共立病院 笛吹市 石和町広瀬623 055-263-3131 H27.1.1
医）銀門会 甲州リハビリテーション病院 笛吹市 石和町四日市場2031 055-262-3121 H27.1.1
原皮膚科医院 笛吹市 石和町駅前6-7 055-288-0112 H27.10.1
おぎの歯科・矯正歯科クリニック 笛吹市 石和町松本41-3 055-263-9988 H29.12.1
春日居皮フ・リウマチクリニック 笛吹市春日居町別田164-1 0553-39-8658 H30.4.1
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岩瀬内科クリニック 甲州市 塩山上於曽1109 0553-33-8041 H27.1.1
甲州市立勝沼病院 甲州市 勝沼町勝沼950 0553-44-1166 H27.1.1
公益財団法人山梨厚生会　塩山市民病院 甲州市 塩山西広門田433-1 0553-32-5111 H27.1.1
おざわ歯科医院 甲州市 勝沼町勝沼976 0553-44-2772 H27.5.1
塩山皮フ科 甲州市 塩山下塩後336-1 0553-39-8888 H30.12.1
高橋医院 西八代郡市川三郷町 岩間1890 0556-32-2521 H27.1.1
高橋医院 南巨摩郡身延町 梅平2408 0556-62-0143 H27.1.1
身延町早川町国民健康保険病院一部事務組合立飯富病院 南巨摩郡身延町 飯富1628 0556-42-2322 H27.1.1
望月医院 南巨摩郡南部町 福士2705-1 0556-66-2102 H27.1.1
南部町国民健康保険診療所 南巨摩郡南部町 南部8050-1 0556-64-3117 H27.1.1
ゆう歯科クリニック 南巨摩郡南部町 万沢字上越渡1326-10 0556-67-1182 H27.9.1
峡南医療センター企業団　富士川病院 南巨摩郡富士川町 鰍沢340-1 0556-22-3135 H27.7.1
医療法人　コール　しぶや眼科 南巨摩郡富士川町 青柳町989-1 0556-22-2220 H27.9.1
峡南医療センター企業団　市川三郷病院 西八代郡市川三郷町 市川大門428-1 055-272-3000 H28.10.1
皆春堂田辺医院 富士吉田市 下吉田二丁目14-28 0555-22-0140 H27.1.1
富士の森クリニック 富士吉田市 上吉田7-12-14 0555-30-5522 H27.1.1
国民健康保険 富士吉田市立病院 富士吉田市 上吉田6530 0555-22-4111 H27.1.1
医療法人　雙寿会　ことぶき診療所 富士吉田市 上暮地5-8-16 0555-22-9011 H27.6.1
医療法人社団　富士至誠会　さいとう眼科クリニック 富士吉田市 下吉田八丁目18-26 0555-72-9111 H27.1.1
小林眼科医院 富士吉田市 新西原1-7-1 0555-24-1166 H29.11.1
大月市立中央病院 大月市 大月町花咲1225 0554-22-1251 H27.1.1
医療法人社団すずき整形外科医院 大月市 御太刀二丁目8-8 0554-22-6500 H27.1.1
花田医院 大月市 初狩町下初狩3290 0554-25-6035 H27.1.1
三枝医院 大月市 初狩町中初狩191-1 0554-25-6006 H27.8.1
上野原市立病院 上野原市 上野原3504-3 0554-62-5121 H27.1.1
上條内科クリニック 上野原市 大野1284 0554-66-1006 H28.1.1
山梨赤十字病院 南都留郡富士河口湖町 船津6663-1 0555-72-2222 H27.1.1
健康科学大学クリニック 南都留郡富士河口湖町 小立2487 0555-73-2800 H27.1.1
山梨県立富士・東部小児リハビリテーション診療所 南都留郡富士河口湖町 船津6663-1 0555-72-8528 H27.10.1
小舘クリニック 南都留郡富士河口湖町 船津字水ﾉ元7445-2 0555-83-5060 H29.7.1
医）誠仁会 武井クリニック 都留市 法能669 0554-45-6811 H27.1.1
富士・東部口腔保健センター 都留市 つる5-1-55 0554-56-8899 H27.5.1
都留市立病院 都留市 つる五丁目1-55 0554-45-1811 H27.7.1
丹波山村国民健康保険診療所 北都留郡丹波山村 903 0428-88-0303 H27.1.1
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