
山　形　県　病　院　一　覧 令和5年4月１日現在

計 精神 感染症 結核 療養 一般

●村山二次保健医療圏

医療法人篠田好生会
千歳篠田病院

990-0811 山形市長町二丁目１０番５６号 医療法人篠田好生会 木村　正之 023-684-5331 内科、精神科、心療内科 300 300

社会医療法人二本松会
かみのやま病院

999-3103 上山市金谷字下河原１３７０番地 社会医療法人二本松会 村岡　義明 023-672-2551 内科、精神科、心療内科 354 354

社会医療法人二本松会
山形さくら町病院

990-0045 山形市桜町２番７５号 社会医療法人二本松会 江口　拓也 023-631-2315 精神科、心療内科 339 339

医療法人社団斗南会
秋野病院

994-0012 天童市大字久野本３６２番地の１ 医療法人社団斗南会 伊藤　正尚 023-653-5725 内科、精神科、神経科、心療内科 226 226

若宮病院 990-2451 山形市吉原二丁目１５番３号 社会医療法人公徳会 田中　武 023-643-8222 精神科、心療内科、児童精神科、老年精神科 113 113

山形厚生病院 990-2362 山形市大字菅沢字鬼越２５５番地 医療法人東北医療福祉会 小林　健一 023-645-8118 内科、精神科 312 312

南さがえ病院 991-0043 寒河江市大字島字島東８７番地２ 医療法人ゆうし会 中西　圭吉 0237-85-6611 内科、精神科、心療内科 130 130

小原病院 999-3511 河北町谷地字月山堂１５１番地１ 医療法人風心堂 小原　正久 0237-72-7811 内科、精神科、心療内科 176 176

●最上二次保健医療圏

医療法人社団清明会
PFC HOSPITAL

996-0053 新庄市大字福田８０６番地 医療法人社団清明会 児玉　武浩 0233-22-2047 内科、神経内科、心療内科、精神科 180 180

●置賜二次保健医療圏

佐藤病院 999-2221 南陽市椚塚９４８番地の１ 社会医療法人公徳会 沼田　由紀夫 0238-40-3170 内科、精神科、心療内科、児童精神科、老年精神科 114 114

米沢こころの病院 992-0119 米沢市アルカディア一丁目８０８番地３２ 社会医療法人公徳会 長谷川　朝穂 0238-27-0506 精神科、心療内科、児童精神科、老年精神科 120 120
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●庄内二次保健医療圏

山容病院 998-0074 酒田市浜松町１番７号 医療法人山容会 小林　和人 0234-33-3355 精神科、内科 220 220

医療法人酒田東病院 998-0878 酒田市こあら３丁目５番地の２ 医療法人酒田東病院 中村　成 0234-22-9611 精神科、神経科 120 120

山形県立こころの医療センター 997-8510 鶴岡市北茅原町13-1 山形県 神田　秀人 0235-64-8100 精神科、心療内科、児童思春期精神科 214 214

●村山二次保健医療圏

国立大学法人
山形大学医学部附属病院

990-2331 山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学 土谷　順彦 023-633-1122

内科、循環器内科、小児科、精神科、皮膚科、放射線科、外科、心臓血管外
科、脳神経外科、整形外科、産科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、麻
酔科、歯科口腔外科、形成外科、病理診断科、救急科、リハビリテーション科、
消化器内科、脳神経内科、消化器外科、呼吸器外科

637 36 601

山形県立中央病院 990-2292 山形市大字青柳１８００番地 山形県 武田　弘明 023-685-2626

内科、心療内科、精神科、脳神経内科、消化器内科、循環器内科、疼痛緩和内科、腫瘍内
科、小児科、、新生児内科、外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血
管外科、消化器外科、乳腺外科、小児外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、頭頸部・
耳鼻いんこう科、放射線科、歯科口腔外科、麻酔科、救急科、病理診断科、呼吸器内科、腎
臓内科、血液内科、糖尿病・内分泌内科、感染症内科

609 2 607

山形県立こども医療療育センター 999-3145 上山市河崎三丁目７番１号 山形県 伊東　愛子 023-673-3366
小児科、精神科、整形外科、耳鼻いんこう科、泌尿器科、リハビリテーション
科、歯科

60 60

山形市立病院済生館 990-8533 山形市七日町一丁目３番２６号 山形市 貞弘　光章 023-625-5555

内科、消化器内科、呼吸器内科、循環器内科、糖尿病・内分泌内科、腎臓内科、血液
内科、精神科、脳神経内科、小児科、皮膚科、放射線科、外科、内視鏡外科、消化器
外科、血管外科、乳腺外科、整形外科、脳神経外科、脳・血管放射線科、リハビリ
テーション科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉・頭頸部外科、形成外科、麻酔
科、病理診断科、救急科、歯科、歯科口腔外科

528 528

天童市民病院 994-0047 天童市駅西五丁目２番１号 天童市 高畠　典明 023-654-2511 内科、小児科、外科、脳神経外科、産婦人科、皮膚科、整形外科 84 30 54

社会福祉法人恩賜財団済生会
山形済生病院

990-8545 山形市沖町７９番地の１
社会福祉法人
恩賜財団済生会

石井　政次 023-682-1111

内科、小児科、神経内科、精神科、リウマチ科、外科、乳腺外科、整形外科、
形成外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、産婦人科、眼科、耳鼻
いんこう科、皮膚科、泌尿器科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、消
化器内科、糖尿病・内分泌内科、循環器内科、呼吸器内科、腎臓内科、血液
内科

459 459

公立学校共済組合
東北中央病院

990-8510 山形市和合町三丁目２番５号 公立学校共済組合 田中　靖久 023-623-5111
内科、呼吸器内科、消化器・肝臓内科、糖尿病内科、循環器科、外科、整形外
科、婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、泌尿器科、リハビリテーション科、放射線
科、麻酔科、歯科

252 252

医療法人篠田好生会
篠田総合病院

990-0045 山形市桜町２番６８号 医療法人篠田好生会 篠田　淳男 023-623-1711

内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、小児科、精神科、神経内科、外科、整
形外科、脳神経外科、心臓血管外科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、皮膚
科、泌尿器科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、歯科口腔外科、形成
外科

383 160 223

医療法人横山厚生会
横山病院

990-0031 山形市十日町三丁目６番４８号 医療法人横山厚生会 横山　智之 023-622-3415 小児科、産婦人科 30 30

一　般　病　院
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医療法人篠田好生会
天童温泉篠田病院

994-0024 天童市鎌田一丁目７番１号 医療法人篠田好生会 細谷　幸雄 023-653-5711
内科、精神科、外科、整形外科、脳神経外科、婦人科、耳鼻いんこう科、リハビ
リテーション科、歯科、歯科口腔外科

124 60 64

社会医療法人松柏会
至誠堂総合病院

990-0045 山形市桜町７番４４号 社会医療法人松柏会 小林　真司 023-622-7181
内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、糖尿病内科、外科、整形外科、
脳神経内科、婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、皮膚科、リハビリテーション科、
放射線科、リウマチ科、緩和ケア内科

230 230

医療法人社団
小白川至誠堂病院

990-0034 山形市東原町一丁目１２番２６号
医療法人社団
小白川至誠堂病院

大江　正敏 023-641-6075
内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、外科、心臓血管外科、こう門外
科、リハビリテーション科、麻酔科、脳神経外科、消化器外科

145 50 95

矢吹病院 990-0885 山形市嶋北四丁目５番５号 医療法人社団清永会 政金　生人 023-682-8566
内科、外科、消化器内科、整形外科、リハビリテーション科、腎臓内科、心療内
科、放射線科

40 40

吉岡病院 994-0026 天童市東本町三丁目５番２１号 医療法人社団丹心会 吉岡　信弥 023-654-1188 内科、リウマチ科、整形外科、脳神経外科、リハビリテーション科 126 48 78

みゆき会病院 999-3161 上山市弁天二丁目２番１１号 社会医療法人みゆき会 安藤　常浩 023-672-8282 内科、整形外科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、歯科、脳神経外科 183 90 93

井出眼科病院 990-0039 山形市香澄町三丁目６番１３号 医療法人社団慈心会 井出　智子 023-641-3111 眼科 26 26

独立行政法人国立病院機構
山形病院

990-0876 山形市行才１２６番地の２ 独立行政法人国立病院機構 川並　透 023-684-5566
内科、精神科、脳神経内科、脳神経外科、呼吸器内科、循環器内科、小児科、
整形外科、皮膚科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線科、
歯科

300 300

山形県立河北病院 999-3511 河北町谷地字月山堂１１１番地 山形県 森野　一真 0237-73-3131
救急科、内科、小児科、脳神経内科、疼痛緩和内科、外科、整形外科、脳神経
外科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、皮膚科、泌尿器科、リハビリテーショ
ン科、放射線科、麻酔科

136 6 130

寒河江市立病院 991-8508 寒河江市大字寒河江字塩水８０番地 寒河江市 後藤　康夫 0237-86-2101 内科、外科、整形外科、眼科、皮膚科、リハビリテーション科 98 42 56

朝日町立病院 990-1442 朝日町大字宮宿８４３番地 朝日町 小林　達 0237-67-2125 内科、外科、整形外科、眼科 50 50

西川町立病院 990-0702 西川町大字海味５８１番地 西川町 武田　隆 0237-74-2211 内科、小児科、外科、整形外科 43 43

北村山公立病院 999-0037 東根市温泉町二丁目１５番１号 北村山公立病院組合 國本　健太 0237-42-2111
内科、小児科、循環器内科、腎臓内科、消化器内科、脳神経内科、外科、整形
外科、形成外科、脳神経外科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、皮膚科、泌
尿器科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、乳腺外科

300 300
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医療法人社団明山会
山形ロイヤル病院

999-3712 東根市大森二丁目３番６号 医療法人社団明山会 熱海　裕之 0237-43-8080 内科、リハビリテーション科 322 322

山形徳洲会病院 990-0834 山形市清住町二丁目３番５１号 医療法人徳洲会 笹川　五十次 023-647-3434
内科、消化器科、循環器科、神経内科、外科、整形外科、脳神経外科、婦人
科、皮膚科、泌尿器科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、歯科口腔外
科

283 90 193

医療法人敬愛会
尾花沢病院

999-4222 尾花沢市大字朧気６９５番地の３ 医療法人敬愛会 渋谷　磯夫 0237-23-3637 内科、消化器科、精神科、神経内科、心療内科、リハビリテーション科 152 126 26

●最上二次保健医療圏

山形県立新庄病院 996-0025 新庄市若葉町１２－５５ 山形県 八戸　茂美 0233-22-5525
内科、循環器内科、消化器内科、呼吸器内科、小児科、脳神経内科、腫瘍内
科、外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう
科、皮膚科、泌尿器科、放射線科、麻酔科、乳腺外科、血液内科、救急科

454 2 452

町立真室川病院 999-5312 真室川町大字新町４６９番１ 真室川町 室岡　久爾夫 0233-62-2211 内科、整形外科、耳鼻いんこう科 55 55

最上町立最上病院 999-6101 最上町大字向町６４番地の３ 最上町 佐藤　俊浩 0233-43-2112 内科、外科、整形外科、婦人科、眼科 60 60

新庄徳洲会病院 996-0041 新庄市大字鳥越字駒場４６２３ 医療法人徳洲会 笹壁　弘嗣 0233-23-3434
内科、外科、整形外科、泌尿器科、腎臓内科、耳鼻いんこう科、循環器科、婦
人科、歯科口腔外科、リハビリテーション科、放射線科

270 92 178

●置賜二次保健医療圏

公立置賜長井病院 993-0002 長井市屋城町２番１号 置賜広域病院企業団 齋藤　秀樹 0238-84-2161
内科、精神科、外科、整形外科、脳神経外科、婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、
泌尿器科、リハビリテーション科

50 50

白鷹町立病院 992-0831 白鷹町大字荒砥甲５０１番地 白鷹町 藤島　丈 0238-85-2155 内科、外科、整形外科、婦人科、皮膚科 60 60

小国町立病院 999-1356 小国町大字あけぼの一丁目１番地 小国町 伊藤　宏 0238-61-1111 内科、小児科、外科、整形外科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、歯科 45 45

米沢市立病院 992-8502 米沢市相生町６番３６号 米沢市 長岡　明 0238-22-2450

内科、循環器内科、消化器内科、内視鏡内科、糖尿病・内分泌内科、血液内科、呼吸器内科、神経内科、
腎臓内科、腎臓・膠原病内科、リウマチ科、緩和ケア内科、小児科、小児アレルギー科、精神科、皮膚科、
アレルギー科、放射線科、外科、消化器外科、内視鏡外科、乳腺外科、呼吸器外科、心臓血管外科、整形
外科、形成外科、脳神経外科、泌尿器科、泌尿器科（人工透析）、女性泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻
咽喉科、麻酔科、リハビリテーション科、救急科、病理診断科、歯科、歯科口腔外科

322 322

公立置賜南陽病院 992-0472 南陽市宮内１２０４番地 置賜広域病院企業団 横澤　秀一 0238-47-3000
内科、小児科、精神科、外科、脳神経外科、整形外科、眼科、耳鼻いんこう科、
泌尿器科、リハビリテーション科、形成外科、循環器内科

50 50
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公立高畠病院 992-0351 高畠町大字高畠３８６番地 高畠町 泉谷　健 0238-52-1500
内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、糖尿病内科、腎臓内科、神経
内科、漢方内科、外科、乳腺外科、消化器外科、整形外科、産婦人科、小児
科、眼科、泌尿器科、皮膚科、リハビリテーション科

130 36 94

公立置賜総合病院 992-0601 川西町大字西大塚２０００番地 置賜広域病院企業団 林　雅弘 0238-46-5000

内科、精神科、神経内科、消化器内科、循環器内科、小児科、外科、整形外
科、消化器外科、呼吸器外科、脳神経外科、心臓血管外科、皮膚科、泌尿器
科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線科、歯科口腔
外科、麻酔科、形成外科、救急科、乳腺外科

496 46 4 446

三友堂病院 992-0045 米沢市中央六丁目１番２１９号 一般財団法人三友堂病院 仁科　盛之 0238-24-3700

内科、神経内科、外科、整形外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、
婦人科、眼科、皮膚科、泌尿器科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、
消化器内科、呼吸器内科、心臓・循環器内科、アレルギー疾患内科、心療内
科、精神科、緩和ケア内科、緩和ケア外科、救急科、腫瘍内科

185 185

医療法人舟山病院 992-0027 米沢市駅前二丁目４番８号 医療法人舟山病院 舟山　哲 0238-23-4435
内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、小児科、外科、整形外科、形成
外科、脳神経外科、小児外科、婦人科、眼科、泌尿器科、こう門外科、リハビリ
テーション科

174 54 120

独立行政法人国立病院機構
米沢病院

992-1202 米沢市大字三沢２６１００番地の１ 独立行政法人国立病院機構 飛田　宗重 0238-22-3210
内科、脳神経内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、漢方内科、小児
科、外科、整形外科、脳神経外科、リハビリテーション科、放射線科、精神科、
歯科

220 220

三友堂リハビリテーションセンター 992-0057 米沢市成島町三丁目２番９０号 一般財団法人三友堂病院 穂坂　雅之 0238-21-8100 内科、神経内科、リハビリテーション科 120 120

川西湖山病院 999-0145 川西町大字下奥田３７９６番地２０号 医療法人社団緑愛会 乾　清重 0238-54-2100 内科、整形外科 109 109

吉川記念病院 993-0075 長井市成田１８８８番地１ 医療法人杏山会 吉川　順 0238-87-8000
内科、小児科、精神科、児童精神科、老年精神科、神経内科、リハビリテーショ
ン科

200 150 50

●庄内二次保健医療圏

日本海総合病院 998-8501 酒田市あきほ町３０番地
地方独立行政法人
山形県・酒田市病院機構

橋爪　英二 0234-26-2001

内科、小児科、精神科、神経内科、外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、
呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉・頭頸部
外科、皮膚科、泌尿器科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、歯科口腔
外科、消化器内科、乳腺外科、循環器内科、救急科、内視鏡内科、病理診断
科、緩和ケア内科

630 4 626

日本海酒田リハビリテーション病院 998-0843 酒田市千石町二丁目３番２０号
地方独立行政法人
山形県・酒田市病院機構

尾鷲　和也 0234-23-1111 内科、リハビリテーション科 114 114

医療法人本間病院 998-0044 酒田市中町三丁目５番２３号 医療法人健友会 菅原　保 0234-22-2556
内科、外科、泌尿器科、循環器内科、整形外科、消化器外科、腎臓内科、放射
線科

158 50 108

順仁堂遊佐病院 999-8301 遊佐町遊佐字石田７番地 医療法人社団順仁堂 佐藤　卓 0234-72-2522
内科、小児科、外科、婦人科、麻酔科、リハビリテーション科、疼痛緩和内科、
ペインクリニック外科

84 84
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医療法人徳洲会
庄内余目病院

999-7782 庄内町松陽一丁目１番１号 医療法人徳洲会 寺田　康 0234-43-3434

内科、精神科、神経内科、外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、呼吸器外
科、心臓血管外科、婦人科、皮膚科、泌尿器科、リハビリテーション科、放射線
科、麻酔科、歯科口腔外科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、内視鏡
外科、大腸・肛門外科、腎臓内科（人工透析）、消化器外科

324 122 202

鶴岡市立荘内病院 997-8515 鶴岡市泉町４番２０号 鶴岡市 鈴木　聡 0235-26-5111

内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、小児科、精神科、神経内科、外科、整
形外科、形成外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、産
科、婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、皮膚科、泌尿器科、リハビリテーション科、
放射線科、麻酔科、歯科口腔外科、病理診断科、漢方内科

521 521

鶴岡協立病院 997-0816 鶴岡市文園町９番３４号 医療生活協同組合やまがた 堀内　隆三 0235-23-6060
内科、小児科、外科、整形外科、心臓血管外科、産婦人科、気管食道科、皮膚
科、泌尿器科、リハビリテーション科、放射線科、消化器内科、循環器内科、脳
神経外科、歯科

199 199

産婦人科・小児科三井病院 997-0857 鶴岡市美咲町２８番１号 医療法人なごみ会 三井　卓弥 0235-22-3290 小児科、産婦人科 41 41

鶴岡協立
リハビリテーション病院

997-0346 鶴岡市上山添字神明前３８番地 医療生活協同組合やまがた 茂木　紹良 0235-78-7511 内科、神経内科、リハビリテーション科 156 156

鶴岡市立湯田川温泉
リハビリテーション病院

997-0752 鶴岡市湯田川字中田３５番地１０ 鶴岡市 武田　憲夫 0235-38-5151 内科、脳神経外科、リハビリテーション科 120 120

医療法人社団愛陽会
三川病院

997-1301 三川町大字横山字堤３９番 医療法人社団愛陽会 錦織　靖 0235-68-0150 内科、精神科、神経科、心療内科 194 96 98

※　病床数は、医療法第２７条の規定により使用許可を受けた病床の数を示す。
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