
令和５年５月１日現在

※難病指定医は、医療費助成申請時の新規申請用、更新申請用いずれの診断書も作成できる。
※協力難病指定医は、医療費助成申請時の更新申請用のみ診断書を作成できる。

医療機関所在地 医療機関名 指定医区分 氏名 診療科名

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 相澤　桂子 第三内科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 赤羽　梢 眼科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 赤羽　武 整形外科

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 麻生　正 整形外科

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 安逹　功武 眼科

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 安孫子　雅之 小児科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 安孫子　優 小児科

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 阿部　靖彦 消化器内科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 阿部　優子 皮膚科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 新井　陽介 皮膚科

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 荒木　勇太 皮膚科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 荒木　由梨 皮膚科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 有本　貴範 循環器内科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 飯澤　和恵 麻酔科              

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 五十嵐　朗 呼吸器内科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 五十嵐　貴宏 整形外科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 猪狩　龍佑 第三内科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 石井　康大 第三内科

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 石垣　隆介 小児科

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 石澤　賢一 第三内科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 石澤　哲也 消化器内科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 伊関　千書 高次脳機能科 神経内科      

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 市川　一誠 腎臓膠原病内科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 伊藤　重治 整形外科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 伊藤　巧 第三内科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 伊藤　吏 耳鼻咽喉・頭頸部外科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 伊藤　美以子 脳神経外科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 伊藤　南 消化器内科

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 井上　純人 呼吸器内科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 岩田　香織 麻酔科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 上野　義之 消化器内科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 上村　雄太 小児科

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 内田　徹郎 心臓血管外科

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 宇野　智洋 整形外科

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 江口　誠 小児科

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 枝松　瞳 眼科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 大石　隆太 整形外科

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 太田　康之 脳神経内科

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 大瀧　陽一郎 第一内科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 岡崎　慎史 外科       

難病指定医・協力難病指定医一覧
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山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 岡崎　尚子 皮膚科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 岡村　賢 皮膚科

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 荻野　大助 小児科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 柿﨑　泰明 消化器内科

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 欠畑　誠治 耳鼻いんこう科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 勝見　智大 第二内科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 加藤　重彦 第一内科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 加藤　裕一 血液内科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 金子　昌行 耳鼻咽喉科　頭頸部外科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 金子　優 眼科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 亀井　啓太 腎臓内科

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 亀田　亘 神経内科 内分泌内科 血液内科     

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 嘉山　孝正 脳神経外科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 柄澤　繁 糖尿病 内分泌内科      

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 川合　唯 耳鼻咽喉科

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 川崎　直未 小児科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 川村　一郎 外科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 菅野　秀典 泌尿器科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 簡野　美弥子 小児科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 桐井　枝里子 眼科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 沓澤　大輔 第一内科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 倉上　和也 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 小久保　安昭 脳神経外科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 小林　真紀 呼吸器内科

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 小林　良太 精神科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 今田　恒夫 腎臓膠原病内科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 近藤　敏行 第三内科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 紺野　恵理子 皮膚科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 紺野　隆之 皮膚科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 齋藤　貴史 消化器科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 齊藤　亨 皮膚科

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 寒河江　拓盛 整形外科

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 櫻井　俊彦 腎泌尿器外科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 櫻田　香 脳神経外科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 佐々木　悠 消化器内科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 佐竹　寛史 整形外科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 佐藤　建人 呼吸器内科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 佐藤　慎治 脳神経外科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 佐藤　慎哉 脳神経外科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 佐藤　裕康 神経内科 内分泌内科 血液内科     
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山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 佐藤　正道 呼吸器内科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 佐藤　裕子 小児科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 鮫島　健志 整形外科

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 塩野　知志 呼吸器外科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 新川　智佳子 耳鼻咽喉・頭頸部外科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 水本　尚子 第二内科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 菅原　正登 整形外科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 諏佐　真治 神経内科 内分泌内科 血液内科     

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 鈴木　朱美 整形外科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 鈴木　康太 小児科

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 鈴木　修平 腫瘍内科

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 鈴木　貴也 腎臓・膠原病内科

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 鈴木　琢磨 血液内科

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 鈴木　民夫 皮膚科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 鈴木　智人 整形外科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 鈴木　祐輔 耳鼻いんこう科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 須藤　陽介 小児科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 園田　順彦 脳神経外科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 高木　理彰 整形外科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 高窪　祐弥 整形外科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 高瀬　薫 第三内科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 高橋　大 循環器内科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 高橋　辰徳 小児科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 高原　大一郎 整形外科

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 武田　祐介 眼科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 田村　晴俊 内科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 千葉　真人 耳鼻咽喉科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 土谷　順彦 泌尿器科

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 東梅　友美 第三内科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 豊野　修二 整形外科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 内藤　整 泌尿器科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 長岡　杏子 第三内科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 永沢　倫 眼科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 協力難病指定医 中野　祥子 皮膚科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 中村　和幸 小児科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 中村　健 心臓血管外科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 中村　秀平 第二内科

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 中村　潤 小児外科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 成澤　貴史 泌尿器科

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 成田　亜矢 整形外科       
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山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 二階堂　まり子 皮膚科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 西　勝弘 眼科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 西　美智 産婦人科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 西田　隼人 泌尿器科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 西塚　弘一 眼科

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 西山　悟史 循環器科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 西脇　道子 第一内科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 仁藤　敏哉 整形外科

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 沼倉　周彦 小児科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 根本　貴子 第一内科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 野内　雄介 耳鼻咽喉・頭頸部外科

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 芳賀　弘明 第二内科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 橋本　淳一 整形外科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 羽田　幸里香 糖尿病内分泌内科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 梁　秀蘭 整形外科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 福田　憲翁 形成外科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 古山　広大 第一内科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 星川　恭子 消化器内科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 細川　由佳 第三内科

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 槙　慶太 第二内科

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 牧野　直彦 消化器内科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 松下　高幸 眼科

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 松田　暁子 消化器内科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 松田　憲一朗 脳神経外科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 丸山　真博 整形外科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 三井　哲夫 小児科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 村田　壱大 皮膚科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 村中　あかり 小児科

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 目黒　亨 小児科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 八木　周 消化器内科

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 八木　真由 泌尿器科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 矢口　順子 皮膚科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 山川　真由美 疼痛緩和内科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 山岸　敦史 泌尿器科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 山田　茜 第三内科

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 山田　裕樹 脳神経外科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 山内　敬子 産婦人科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 結城　一声 整形外科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 渡部　紗由美 第一内科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 渡邉　哲 循環器内科       
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山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 和根崎　真大 第一内科       

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 和根崎　禎大 整形外科

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 佐藤　大祐 第三内科

山形市飯田西二丁目２番２号 国立大学法人山形大学医学部附属病院 難病指定医 鈴木　奈都子 第一内科       

山形市行才１２６－２ 独立行政法人国立病院機構山形病院 難病指定医 宇留野　勝久 神経内科       

山形市行才１２６－２ 独立行政法人国立病院機構山形病院 難病指定医 加藤　丈夫 脳神経内科       

山形市行才１２６－２ 独立行政法人国立病院機構山形病院 難病指定医 亀谷　紫芙美 神経内科       

山形市行才１２６－２ 独立行政法人国立病院機構山形病院 難病指定医 川並　透 神経内科       

山形市行才１２６－２ 独立行政法人国立病院機構山形病院 難病指定医 朽木　秀雄 脳神経外科       

山形市行才１２６－２ 独立行政法人国立病院機構山形病院 難病指定医 黒川　克朗 神経内科       

山形市行才１２６－２ 独立行政法人国立病院機構山形病院 難病指定医 小林　和夫 神経内科       

山形市行才１２６－２ 独立行政法人国立病院機構山形病院 難病指定医 小山　信吾 脳神経内科       

山形市行才１２６－２ 独立行政法人国立病院機構山形病院 難病指定医 多田　敏彦 脳神経内科       

山形市行才１２６－２ 独立行政法人国立病院機構山形病院 難病指定医 寺下　京子 呼吸器内科       

山形市行才１２６－２ 独立行政法人国立病院機構山形病院 難病指定医 豊岡　志保 リハビリテーション科       

山形市行才１２６－２ 独立行政法人国立病院機構山形病院 難病指定医 宮林　隆夫 神経内科              

山形市行才１２６－２ 独立行政法人国立病院機構山形病院 難病指定医 守川　新人 神経内科       

山形市行才１２６－２ 独立行政法人国立病院機構山形病院 難病指定医 山川　達志 神経内科       

山形市行才１２６－２ 独立行政法人国立病院機構山形病院 難病指定医 渡邊　王志 小児科       

山形市馬見ヶ崎３丁目８番３５号 さとう花の森呼吸器内科クリニック 難病指定医 佐藤　千紗 呼吸器内科       

山形市桧町三丁目７-３０ のだ耳鼻咽喉科クリニック 難病指定医 野田　大介 耳鼻咽喉科       

山形市桧町２丁目６－２７ 杏リウマチクリニック 難病指定医 佐々木　明子 リウマチ科　リハビリテーション科       

山形市香澄町２丁目４番１号 山形眼科歯科 難病指定医 横山　大輔 眼科       

山形市銅町二丁目１３番１１号 訪問診療クリニックやまがた 難病指定医 小野寺　雄二 乳腺外科       

山形市銅町二丁目１３－１１ 訪問診療クリニックやまがた 難病指定医 佐藤　明 内科

山形市城北町２丁目１０-５ 城北すずき内科クリニック 難病指定医 鈴木　恒治 消化器内科　内科　内視鏡内科

山形市みはらしの丘４丁目１０－１ みはらしの丘こどもクリニック 難病指定医 豊田　健太郎 小児科       

山形市馬見ケ崎一丁目１８－６ 馬見ヶ崎こどもクリニック 難病指定医 大通　尚 小児科       

山形市嶋南３－８－１ 嶋南つちや整形外科 難病指定医 土屋　登嗣 整形外科       

山形市嶋北３丁目１０－１ かわぞえ嶋北泌尿器科内科クリニック 難病指定医 川添　久 泌尿器科　内科

山形市銅町二丁目１３－１１ 訪問診療クリニックやまがた 難病指定医 奥山　慎一郎 内科　精神科　麻酔科

山形市松波２－２－９ かわごえ内科クリニック 難病指定医 川越　圭 内科       

山形市南四番町７番１８号 ふるかわ整形外科クリニック 難病指定医 古川　孝志 整形外科       

山形市大字千手堂字大門９６番地１ かとう内科クリニック 難病指定医 加藤　直美 内科 循環器内科 呼吸器内科     

山形市城西町４－２７－２５ しろにし診療所 難病指定医 小川　裕 内科       

山形市清住町２丁目２－１２ いしだ耳鼻咽喉科クリニック 難病指定医 石田　晃弘 耳鼻咽喉科       

山形市松波２丁目２番６号 ふじもり形成外科クリニック 難病指定医 藤盛　成裕 外科 皮膚科 形成外科 美容外科    

山形市桜田東一丁目１４－１８ さいとう脳神経・内科クリニック 難病指定医 斎藤　尚宏 高次脳機能科       

山形市十日町三丁目１－３６ 片桐皮膚科医院 難病指定医 片桐　美之 皮膚科       

山形市上町４丁目１４番２０号 あかねヶ丘えんどう耳鼻咽喉科 難病指定医 遠藤　里見 耳鼻いんこう科       
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令和５年５月１日現在

※難病指定医は、医療費助成申請時の新規申請用、更新申請用いずれの診断書も作成できる。
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医療機関所在地 医療機関名 指定医区分 氏名 診療科名

難病指定医・協力難病指定医一覧

山形市青田南２４－２５ つのだ内科クリニック 難病指定医 角田　裕一 内科       

山形市北山形２丁目５番４３号 橘内科循環器内科クリニック 難病指定医 橘　英明 循環器科       

山形市嶋北三丁目１番１１号 ＴＦメディカル嶋北内科脳神経外科クリニック 難病指定医 佐藤　篤 脳神経外科       

山形市嶋北三丁目１番１１号 ＴＦメディカル嶋北内科脳神経外科クリニック 難病指定医 渡會　光 内科　呼吸器外科　呼吸器内科

山形市西崎４９－６ 全日本労働福祉協会　東北支部　山形健診センター 難病指定医 大塚　茂 婦人科

山形市大字松原488-18 にとうべ内科 難病指定医 二藤部　丈司 内科 呼吸器内科 循環器内科     

山形市嶋南２丁目７－３ ブレインクリニック妻沼 難病指定医 大本　英次郎 血液内科       

山形市嶋南２丁目７－３ ブレインクリニック妻沼 難病指定医 妻沼　到 内科 リハビリテーション科 脳神経外科     

山形市双葉町２丁目４－２３ 霞城眼科クリニック 難病指定医 窪寺　俊晴 眼科       

山形市桧町２丁目１１－１５ まつだクリニック 難病指定医 松田　綵子 内科       

山形市桧町２丁目１１－１５ まつだクリニック 難病指定医 松田　剛 内科 消化器内科      

山形市南原町三丁目１番３号 皮ふ科桜井医院 難病指定医 櫻井　學 皮膚科       

山形市上町３丁目１２番１２号 医療法人社団一庸会　いちかわ整形外科 難病指定医 依知川　潔 整形外科       

山形市陣場一丁目９番２１号 医療法人社団白壁内科クリニック 難病指定医 白壁　昌憲 内科 循環器内科      

山形市嶋北四丁目５－５ 矢吹病院 難病指定医 伊東　稔 腎臓内科       

山形市嶋北四丁目５－５ 矢吹病院 難病指定医 柏原　俊彦 消化器内科

山形市嶋北四丁目５－５ 矢吹病院 難病指定医 土田　文宏 内科       

山形市嶋北四丁目５－５ 矢吹病院 難病指定医 永澤　亜美 腎臓内科       

山形市嶋北四丁目５－５ 矢吹病院 難病指定医 政金　生人 腎臓内科　内科

山形市松波１丁目１１番３５号 相馬脳神経クリニック 難病指定医 相馬　正男 脳神経外科       

山形市桜田東２－１０－４０ 横田耳鼻咽喉科医院 難病指定医 横田　雅司 耳鼻いんこう科       

山形市本町一丁目６－１７ 本町矢吹クリニック 難病指定医 金谷　透 内科       

山形市本町一丁目６－１７ 本町矢吹クリニック 難病指定医 工藤　健一 腎臓内科       

山形市本町一丁目６－１７ 本町矢吹クリニック 難病指定医 谷田　秀樹 腎臓内科・内科         

山形市久保田一丁目８番１３号 医療法人社団笠原整形外科 難病指定医 笠原　慎逸 整形外科       

山形市松見町１６－２４ きくち内科医院 協力難病指定医 菊地　義文 内科 消化器内科      

山形市南三番町７番１８号 おおたけ医院 難病指定医 大竹　祐輔 耳鼻いんこう科       

山形市銅町一丁目６番３５号 佐藤眼科医院銅町クリニック 難病指定医 神尾　聡美 眼科       

山形市銅町一丁目６番３５号 佐藤眼科医院銅町クリニック 難病指定医 佐藤　さくら 眼科       

山形市城西町５丁目２９－２２ かわしま内科循環器科クリニック 難病指定医 川島　祐彦 循環器科       

山形市西田２丁目２－１０ まつながキッズクリニック 難病指定医 松永　明 小児科 腎臓内科      

山形市南四番町１２－１０ あきらクリニック 難病指定医 渡辺　章 内科 リハビリテーション科 呼吸器内科 循環器内科    

山形市大字松原３１１－１ 池田小児科クリニック 協力難病指定医 池田　博行 小児科       

山形市吉原２－１０－５ かんの眼科 難病指定医 菅野　智華子 眼科       

山形市吉原２－１０－５ かんの眼科 難病指定医 菅野　誠 眼科       

山形市小荷駄町１２番３２号 こにだ高橋クリニック 難病指定医 髙橋　健太郎 内科 呼吸器内科 循環器内科     

山形市小荷駄町１２番３２号 こにだ高橋クリニック 難病指定医 髙橋　紀子 内科 循環器科 呼吸器科     

山形市十日町三丁目７番２２号 高柳整形外科クリニック 難病指定医 高柳　誠 リウマチ科 リハビリテーション科 整形外科     

山形市あこや町二丁目２番２３号 さがえ整形外科クリニック 難病指定医 寒河江　正明 整形外科 リハビリテーション科      

山形市成沢西２丁目１番２１号 林内科・レディースクリニック 難病指定医 林　朋博 内科       
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令和５年５月１日現在

※難病指定医は、医療費助成申請時の新規申請用、更新申請用いずれの診断書も作成できる。
※協力難病指定医は、医療費助成申請時の更新申請用のみ診断書を作成できる。

医療機関所在地 医療機関名 指定医区分 氏名 診療科名

難病指定医・協力難病指定医一覧

山形市成沢西２丁目１番２１号 林内科・レディースクリニック 難病指定医 林　淑子 婦人科       

山形市緑町四丁目１４番８号 桃井整形外科 難病指定医 桃井　義敬 整形外科       

山形市成沢西四丁目１１番３２号 べにばな内科クリニック 難病指定医 齋藤　博 内科 呼吸器内科 消化器内科 心療内科 腫瘍内科 漢方内科  

山形市旅篭町１丁目７番２３号 医療法人社団松柏会わかばクリニック 難病指定医 伊藤　英三 内科       

山形市篭田三丁目１番２号 医療法人社団いなむらクリニック 難病指定医 稲村　博雄 耳鼻いんこう科       

山形市嶋北一丁目１４番１３号 レディースクリニック高山 難病指定医 髙山　和人 産婦人科       

山形市十日町４丁目７－２３メディカルプラザ十日町３Ｆ 村田内科医院 難病指定医 村田　光太郎 内科 呼吸器内科 消化器内科 循環器内科    

山形市成沢西四丁目４番５号 板垣クリニック 難病指定医 板垣　晋一 脳神経外科       

山形市南館四丁目１番４５号 南館クリニック 難病指定医 阿部　吉弘 内科       

山形市七日町四丁目１３－３３ 黒田内科クリニック 難病指定医 黒田　衛 内科       

山形市嶋北一丁目１４番３号 杉山内科クリニック 難病指定医 杉山　和彦 内科 糖尿病内科 内分泌内科     

山形市瀬波一丁目６－１５ 金井たかはし眼科 難病指定医 高橋　義徳 眼科       

山形市深町３－１－２０ 奥山内科胃腸科クリニック 難病指定医 奥山　芳見 内科 胃腸科      

山形市荒楯町２－２０－２１ 横山クリニック 難病指定医 横山　智 外科       

山形市荒楯町２－２０－２１ 横山小児科医院 難病指定医 横山　新吉 小児科       

山形市江俣４－６－２３ 医療法人板坂胃腸科内科クリニック 難病指定医 板坂　哲 消化器科       

山形市元木２－１３－８ 小松内科医院 難病指定医 小松　義昌 内科       

山形市双葉町２－１－２２ 松本内科クリニック 難病指定医 松本　光生 内科 糖尿病内科 内分泌代謝内科     

山形市大字片谷地１２１－１２ 小田消化器科内科クリニック 難病指定医 小田　聡二 内科 消化器科      

山形市小立３－１３－２５ 医療法人社団佐藤整形外科クリニック 難病指定医 佐藤　信彦 整形外科       

山形市銅町２－２４－５ いがらし内科循環器科クリニック 難病指定医 五十嵐　秀 内科 循環器内科      

山形市吉原２－１５－３ 若宮病院 難病指定医 阿部　詔子 精神科       

山形市吉原２－１５－３ 若宮病院 難病指定医 石井　玄樹 精神科       

山形市吉原２－１５－３ 若宮病院 難病指定医 奥山　有里子 精神科       

山形市吉原２－１５－３ 若宮病院 難病指定医 田中　武 精神科       

山形市吉原２－１５－３ 若宮病院 難病指定医 日向　正光 精神科       

山形市あこや町２－１５－１ 医療法人社団芳優会芳賀胃腸科内科クリニック 難病指定医 芳賀　陽一 内科 消化器科      

山形市瀬波１－１－３６ 橋本こどもクリニック 難病指定医 橋本　基也 小児科       

山形市七日町５－１２－１４ 山口内科クリニック 難病指定医 山口　佳子 循環器科       

山形市成沢西５－６－２２ やさく医院 難病指定医 矢作　祐一 内科       

山形市西田２－３－３ 吉原眼科 難病指定医 吉原　堅一郎 眼科       

山形市元木３丁目３番７号 やまもと眼科クリニック 難病指定医 山本　崇 眼科       

山形市香澄町１－１１－１５ つげ医院 難病指定医 柘植　とおる 内科 外科 胃腸科 肛門科    

山形市城西町４丁目５番１９号 わたなべ耳鼻咽喉科クリニック 難病指定医 渡部　浩伸 耳鼻いんこう科       

山形市あこや町２丁目２－１５ 小関皮ふ科眼科クリニック 難病指定医 小関　伸 皮膚科       

山形市あこや町２丁目２－１５ 小関皮ふ科眼科クリニック 難病指定医 小関　紀子 眼科       

山形市落合町５２８番地の５ 小川クリニック 難病指定医 小川　淳 内科       

山形市清住町２丁目３番５１号 山形徳洲会病院 難病指定医 阿部　真也 循環器科       

山形市清住町２丁目３番５１号 山形徳洲会病院 難病指定医 天笠　雅春 脳神経外科       

山形市清住町２丁目３番５１号 山形徳洲会病院 難病指定医 新井　隆 内科       

7/34



令和５年５月１日現在

※難病指定医は、医療費助成申請時の新規申請用、更新申請用いずれの診断書も作成できる。
※協力難病指定医は、医療費助成申請時の更新申請用のみ診断書を作成できる。

医療機関所在地 医療機関名 指定医区分 氏名 診療科名

難病指定医・協力難病指定医一覧

山形市清住町２丁目３番５１号 山形徳洲会病院 難病指定医 大沼　寧 整形外科       

山形市清住町２丁目３番５１号 山形徳洲会病院 難病指定医 笹川　五十次 泌尿器科       

山形市清住町２丁目３番５１号 山形徳洲会病院 難病指定医 高橋　里佳 リハビリテーション科       

山形市清住町２丁目３番５１号 山形徳洲会病院 難病指定医 盛谷　和政 内科       

山形市南原町３－１９－２６ 南原耳鼻咽喉科医院 難病指定医 原田　浩二 耳鼻いんこう科       

山形市落合町１９５－３ 深瀬内科医院 難病指定医 深瀬　憲雄 胃腸科内科       

山形市あかねケ丘２－１０－２ 早坂内科循環器科医院 難病指定医 早坂　真喜雄 循環器内科       

山形市北町３－７－１ 消化器科・内科井上クリニック 難病指定医 井上　隆 消化器内科 内科      

山形市花楯２－５０－３ 山口ハートクリニック 難病指定医 山口　清司 内科 循環器科 呼吸器科     

山形市富の中４－１－１２ 吉川皮ふ科クリニック 難病指定医 吉川　賢一 皮膚科       

山形市南原町２－７－４４ 濱井眼科 難病指定医 濵井　保名 眼科       

山形市千石６５ 平本整形外科 難病指定医 平本　典利 リハビリテーション科 整形外科      

山形市花楯２－７－６ くわぞえ整形外科クリニック 難病指定医 桑添　裕光 リハビリテーション科 整形外科      

山形市城南町３－５－２８ みさわクリニック 難病指定医 三澤　裕之 内科 胃腸科      

山形市鈴川町３－１５－６１ 武田内科胃腸科医院 難病指定医 武田　義雄 内科 消化器内科      

山形市富の中４－４－２１ こまつ整形外科クリニック 難病指定医 小松　芳之 整形外科       

山形市桜田東２－１０－３７ 和田内科クリニック 難病指定医 和田　克彦 内科       

山形市吉原２丁目４－１９ 小松胃腸科内科クリニック 難病指定医 小松　博 内科 胃腸科内科      

山形市長谷堂字出倉４４６４ おかべクリニック 難病指定医 岡部　健二 内科 外科      

山形市春日町１３－２７ 医療法人城西医院 難病指定医 沼澤　和典 内科 呼吸器内科 消化器内科 循環器内科    

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 赤松　学 消化器内科       

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 浅野　多聞 整形外科       

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 阿部　和男 心臓血管内科       

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 阿部　修一 感染症内科       

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 飯澤　肇 外科       

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 伊藤　美保 消化器内科

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 井上　明 脳神経外科       

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 太田　啓貴 呼吸器内科

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 太田　寛 小児外科       

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 緒形　真也 病理診断科       

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 奥山　修平 血液内科

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 小野田　正志 小児科       

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 風間　理郎 小児外科       

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 樺澤　麻実 腎臓内科       

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 川原　優 心臓血管外科       

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 岸　真知子 心療内科       

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 公平　瑠奈 脳神経内科

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 饗場　智 小児科       

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 工藤　俊 乳腺外科       

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 熊谷　孝 脳神経外科       
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山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 熊谷　恒良 皮膚科       

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 熊谷　裕昭 血液内科

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 小池　修治 頭頚部・耳鼻咽喉科

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 櫻井　直樹 外科       

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 佐々木　真太郎 循環器内科       

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 佐藤　裕人 消化器内科

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 白幡　名香雄 内科 消化器内科      

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 神保　康志 脳神経外科

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 菅井　努 脳神経外科       

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 杉田　誠 整形外科       

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 鈴木　克典 消化器内科       

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 鈴木　恵綾 糖尿病・内分泌内科

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 鈴木　博貴 呼吸器内科

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 須藤　剛 外科       

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 瀬尾　恭一 脳神経外科       

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 大道寺　飛雄馬 循環器内科       

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 高梨　以美 放射線科       

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 髙橋　克明 循環器内科       

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 髙橋　俊之 腎臓内科       

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 武田　健一郎 救急科       

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 武田　弘明 消化器内科       

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 田嶋　克史 血液内科       

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 田中　賢 整形外科

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 玉田　芳明 循環器内科       

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 近岡　秀二 小児科       

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 辻本　雄太 救急科       

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 土屋　匡央 整形外科

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 妻沼　りこ 血液内科       

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 寺田　太一 血液内科

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 永沢　光 脳神経内科       

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 長澤　正樹 呼吸器内科       

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 中原　健次 産婦人科       

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 名木野　匡 消化器内科       

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 二井　一則 頭頚部・耳鼻咽喉科

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 沼畑　健司 泌尿器科       

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 根本　信仁 整形外科 救急科      

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 野川　ひとみ 呼吸器内科

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 野村　尚 外科       

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 長谷川　浩士 整形外科       

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 長谷川　寛真 循環器内科       
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難病指定医・協力難病指定医一覧

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 日野　俊彦 呼吸器内科       

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 深瀬　幸子 腎臓内科       

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 深瀬　正彦 外科

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 福井　昭男 循環器内科       

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 藤嶋　昌一郎 消化器内科       

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 本間　次男 放射線科       

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 牧野　孝俊 乳腺外科       

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 松井　幹之 循環器内科       

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 丸山　真弓 産婦人科       

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 村上　敬憲 眼科       

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 目時　嵩也 小児科       

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 山口　宏 糖尿病・内分泌内科

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 若林　崇 小児科       

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 和田　学 脳神経内科

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 渡辺　卓 心臓血管外科

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 渡辺　哲 小児科       

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 渡邉　祐介 消化器内科       

山形市青柳１８００ 山形県立中央病院 難病指定医 渡部　賢 循環器内科

山形市西田２－１－２７ 山田菊地医院 難病指定医 山田　修久 内科 外科 リハビリテーション科 脳神経外科 神経内科 整形外科  

山形市小白川町２－１－６５ 堺内科胃腸科医院 協力難病指定医 堺　順一 内科       

山形市緑町１－７－１６ 緑町関口クリニック 難病指定医 関口　賢太郎 脳神経外科 神経内科 内科     

山形市篭田１－１４－３０ 田中利治皮フ科 難病指定医 田中　利治 皮膚科       

山形市東原町３－１０－７ 鶴宮小児科医院 難病指定医 鶴宮　康 小児科       

山形市城西町５－３－５ 島﨑クリニック 難病指定医 島﨑　朋司 内科 外科 皮膚科 循環器内科    

山形市寿町１９－１ 医療法人社団羽根田産婦人科クリニック 難病指定医 羽根田　敦 産婦人科       

山形市あかねケ丘１－１－１ 中村医院 難病指定医 中村　東一郎 内科       

山形市東青田３－１１－１０ ごとう医院 難病指定医 後藤　成治 内科 アレルギー科 消化器科     

山形市あさひ町７－２５ あさひ町榊原耳鼻咽喉科医院 難病指定医 榊原　昭 アレルギー科 耳鼻咽喉科      

山形市小白川町４－８－１３ ねもとクリニック 難病指定医 根本　元 内科 外科 循環器内科 心臓血管外科    

山形市大字菅沢字鬼越２５５ 山形厚生病院 難病指定医 小林　健一 精神科       

山形市大字菅沢字鬼越２５５ 山形厚生病院 難病指定医 佐藤　光弥 内科    

山形市宮町１－５－２３ 二瓶内科クリニック 難病指定医 二瓶　邦信 内科 小児科 神経内科 消化器内科    

山形市印役町２－１－２ 長谷川医院 協力難病指定医 長谷川　和康 内科       

山形市桜田西４－３－４ 阿部クリニック 難病指定医 阿部　憲史 精神科       

山形市花楯１－１６－１１ 医療法人社団伸愛会中井こども医院 難病指定医 中井　伸一 小児科       

山形市沖町７９－１ 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 難病指定医 相澤　久範 糖尿病内科       

山形市沖町７９－１ 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 難病指定医 青木　倉揚 小児科       

山形市沖町７９－１ 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 難病指定医 赤羽　和博 小児科       

山形市沖町７９－１ 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 難病指定医 荒若　信子 糖尿病内科       

山形市沖町７９－１ 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 難病指定医 石井　政次 整形外科       
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山形市沖町７９－１ 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 難病指定医 石垣　大介 整形外科       

山形市沖町７９－１ 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 難病指定医 石川　朗 整形外科       

山形市沖町７９－１ 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 難病指定医 磯部　秀樹 外科       

山形市沖町７９－１ 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 難病指定医 伊東　貴史 整形外科

山形市沖町７９－１ 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 難病指定医 伊藤　友一 リハビリテーション科       

山形市沖町７９－１ 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 難病指定医 内海　秀明 整形外科       

山形市沖町７９－１ 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 難病指定医 浦山　雅弘 外科       

山形市沖町７９－１ 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 難病指定医 大木　弘治 整形外科

山形市沖町７９－１ 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 難病指定医 太田　圭治 外科       

山形市沖町７９－１ 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 難病指定医 大友　純 循環器科       

山形市沖町７９－１ 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 難病指定医 大貫　毅 産婦人科       

山形市沖町７９－１ 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 難病指定医 岡崎　慎一 総合診療科       

山形市沖町７９－１ 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 難病指定医 折田　博之 心臓血管外科       

山形市沖町７９－１ 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 難病指定医 川口　清 外科       

山形市沖町７９－１ 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 難病指定医 髙﨑　聡 腎臓内科       

山形市沖町７９－１ 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 難病指定医 小林　なぎさ 麻酔科       

山形市沖町７９－１ 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 難病指定医 小松　尚 循環器内科       

山形市沖町７９－１ 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 難病指定医 今　孝志 消化器内科

山形市沖町７９－１ 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 難病指定医 齋藤　佑規 脳神経外科       

山形市沖町７９－１ 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 難病指定医 阪西　通夫 産婦人科       

山形市沖町７９－１ 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 難病指定医 佐々木　幹 整形外科       

山形市沖町７９－１ 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 難病指定医 宍戸　哲郎 循環器内科       

山形市沖町７９－１ 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 難病指定医 外田　洋孝 心臓血管外科       

山形市沖町７９－１ 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 難病指定医 大地　宏 泌尿器科       

山形市沖町７９－１ 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 難病指定医 武田　博明 呼吸器内科       

山形市沖町７９－１ 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 難病指定医 竹村　直 脳神経内科       

山形市沖町７９－１ 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 難病指定医 千葉　克司 整形外科       

山形市沖町７９－１ 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 難病指定医 中村　由紀子 消化器内科       

山形市沖町７９－１ 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 難病指定医 西塚　碧 内科

山形市沖町７９－１ 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 難病指定医 橋本　透 泌尿器科       

山形市沖町７９－１ 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 難病指定医 廣岡　茂樹 心臓血管外科       

山形市沖町７９－１ 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 難病指定医 福島　重宣 整形外科       

山形市沖町７９－１ 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 難病指定医 藤本　博人 外科       

山形市沖町７９－１ 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 難病指定医 本田　耕一 神経内科       

山形市沖町７９－１ 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 難病指定医 松内　祥子 小児科

山形市沖町７９－１ 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 難病指定医 松尾　拓 消化器内科       

山形市沖町７９－１ 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 難病指定医 間中　英夫 糖尿病・内分泌内科

山形市七日町３－５－１ なわの内科医院 協力難病指定医 縄野　光正 内科       

山形市小立２-７-２０ もんま医院 難病指定医 佐藤　文子 皮膚科       

山形市小立２－７－２０ もんま医院 難病指定医 門馬　節子 皮膚科       
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令和５年５月１日現在

※難病指定医は、医療費助成申請時の新規申請用、更新申請用いずれの診断書も作成できる。
※協力難病指定医は、医療費助成申請時の更新申請用のみ診断書を作成できる。

医療機関所在地 医療機関名 指定医区分 氏名 診療科名

難病指定医・協力難病指定医一覧

山形市幸町１２－５０ 医療法人社団内ヶ崎医院 難病指定医 内ケ崎　じゅん 精神科 神経科 内科     

山形市桧町４－６－１６ 医療法人鈴木クリニック 難病指定医 鈴木　康之 内科 消化器内科      

山形市あかねケ丘２－１０－３ あかねヶ丘整形外科医院 難病指定医 佐藤　浩 整形外科       

山形市桧町２－６－４ ひのき町小松眼科 難病指定医 小松　正祥 眼科       

山形市元木２－１３－５ 小松眼科医院 難病指定医 小松　俊逸 眼科       

山形市城西町５－２１－１５ 医療法人社団至誠会大泉胃腸科内科クリニック 難病指定医 大泉　晴史 内科 胃腸科      

山形市大野目２－２－３７ 大野目耳鼻科 難病指定医 原田　次郎 耳鼻いんこう科       

山形市南館４－４－１２ 勝島小児科医院 難病指定医 勝島　史夫 小児科       

山形市南館４－４－１２ 勝島小児科医院 難病指定医 勝島　由利子 小児科       

山形市旅篭町１－９－２２ 明石医院 難病指定医 伊藤　義彦 皮膚科       

山形市鉄砲町１－４－２０ 内藤医院 難病指定医 内藤　章 眼科       

山形市十日町１－２－２９ 矢尾板医院 難病指定医 矢尾板　孝夫 消化器内科

山形市十日町１－２－２９ 矢尾板医院 難病指定医 矢尾板　信孝 内科       

山形市香澄町３－６－１３ 井出眼科病院 難病指定医 井出　醇 眼科       

山形市香澄町３－６－１３ 井出眼科病院 難病指定医 井出　智子 眼科       

山形市香澄町３－６－１３ 井出眼科病院 難病指定医 菅野　彰 眼科       

山形市上町３－１１－４ 医療法人社団大道寺内科医院 難病指定医 大道寺　七兵衛 内科 循環器内科      

山形市春日町２－２６ 田中皮膚科医院 難病指定医 鈴木　利明 皮膚科       

山形市西田４－９－１６ 橘医院 難病指定医 橘　英忠 内科 小児科 消化器内科 循環器内科    

山形市大野目３－６－２２ 大野目クリニック 難病指定医 横山　和則 内科       

山形市小姓町３－１０ 医療法人長嶋医院 難病指定医 長嶋　隆一 内科 胃腸科      

山形市三日町１－２－７ 医療法人音山医院 難病指定医 音山　和宣 皮膚科       

山形市七日町３－５－７ 土屋眼科医院 難病指定医 土屋　義明 眼科       

山形市美畑町１１－１１ 医療法人社団泰道会佐藤眼科医院 難病指定医 後藤　早紀子 眼科       

山形市美畑町１１－１１ 医療法人社団泰道会佐藤眼科医院 難病指定医 佐藤　浩章 眼科       

山形市美畑町１１－１１ 医療法人社団泰道会佐藤眼科医院 難病指定医 佐藤　泰司 眼科       

山形市木の実町７－４ 堀米医院 難病指定医 堀米　亨 泌尿器科       

山形市桜田西４－１－１４ 大島医院 難病指定医 安達　真人 放射線科       

山形市桜田西４－１－１４ 大島医院 難病指定医 五十嵐　仁子 内科 神経内科      

山形市桜田西４－１－１４ 大島医院 難病指定医 大島　真悟 内科       

山形市桜田西４－１－１４ 大島医院 難病指定医 大島　扶美 内科 リハビリテーション科 神経内科 整形外科    

山形市飯塚町字中道北４４８－３ 高橋胃腸科内科医院飯塚診療所 難病指定医 高橋　邦之 内科 胃腸科      

山形市春日町８－３０ 中島眼科医院 難病指定医 中島　久雄 眼科       

山形市松波２－８－１ 山形県職員診療所 難病指定医 小川　俊一 内科       

山形市東原町１丁目１２－２６ 医療法人社団小白川至誠堂病院 難病指定医 大江　正敏 内科       

山形市東原町１丁目１２－２６ 医療法人社団小白川至誠堂病院 難病指定医 小林　公 内科       

山形市東原町１丁目１２－２６ 医療法人社団小白川至誠堂病院 難病指定医 櫻井　克彦 内科       

山形市東原町１丁目１２－２６ 医療法人社団小白川至誠堂病院 難病指定医 笹本　信幸 外科 肛門外科 消化器外科     

山形市東原町１丁目１２－２６ 医療法人社団小白川至誠堂病院 難病指定医 瀬尾　伸夫 外科

山形市東原町１丁目１２－２６ 医療法人社団小白川至誠堂病院 難病指定医 田島　拓郎 内科       
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令和５年５月１日現在

※難病指定医は、医療費助成申請時の新規申請用、更新申請用いずれの診断書も作成できる。
※協力難病指定医は、医療費助成申請時の更新申請用のみ診断書を作成できる。

医療機関所在地 医療機関名 指定医区分 氏名 診療科名

難病指定医・協力難病指定医一覧

山形市東原町１丁目１２－２６ 医療法人社団小白川至誠堂病院 難病指定医 松澤　克典 外科 肛門外科 麻酔科 消化器外科    

山形市桜町７－４４ 医療法人社団松柏会至誠堂総合病院 難病指定医 荒生　剛 内科 呼吸器内科      

山形市桜町７－４４ 医療法人社団松柏会至誠堂総合病院 難病指定医 加藤　義洋 整形外科       

山形市桜町７－４４ 医療法人社団松柏会至誠堂総合病院 難病指定医 川瀨　隆一 内科

山形市桜町７－４４ 医療法人社団松柏会至誠堂総合病院 難病指定医 木村　友美 呼吸器内科       

山形市桜町７－４４ 医療法人社団松柏会至誠堂総合病院 難病指定医 小林　真司 リハビリテーション科 整形外科      

山形市桜町７－４４ 医療法人社団松柏会至誠堂総合病院 難病指定医 鈴木　光典 整形外科       

山形市桜町７－４４ 医療法人社団松柏会至誠堂総合病院 難病指定医 大門　眞 内科　糖尿病内科

山形市桜町７－４４ 医療法人社団松柏会至誠堂総合病院 難病指定医 髙橋　敬治 呼吸器内科       

山形市桜町７－４４ 医療法人社団松柏会至誠堂総合病院 難病指定医 冨樫　厚仁 糖尿病内科       

山形市桜町７－４４ 医療法人社団松柏会至誠堂総合病院 難病指定医 中島　幸裕 消化器内科       

山形市桜町７－４４ 医療法人社団松柏会至誠堂総合病院 難病指定医 毛利　勝也 リハビリテーション科

山形市桜町７－４４ 医療法人社団松柏会至誠堂総合病院 難病指定医 谷口　央 リハビリテーション科 脳神経内科      

山形市桜町７－４４ 医療法人社団松柏会至誠堂総合病院 難病指定医 谷口　昌光 脳神経内科       

山形市桜町２－７５ 社会医療法人二本松会山形さくら町病院 難病指定医 市川　信子 精神科       

山形市桜町２－７５ 社会医療法人二本松会山形さくら町病院 難病指定医 江口　拓也 精神科       

山形市桜町２－７５ 社会医療法人二本松会山形さくら町病院 難病指定医 後藤　裕 精神科       

山形市桜町２－７５ 社会医療法人二本松会山形さくら町病院 難病指定医 近藤　習子 精神科       

山形市桜町２－７５ 社会医療法人二本松会山形さくら町病院 難病指定医 中谷　真理子 精神科       

山形市桜町２－７５ 社会医療法人二本松会山形さくら町病院 難病指定医 横川　信弘 精神科       

山形市長町２－１０－５６ 医療法人篠田好生会千歳篠田病院 難病指定医 奥山　直行 精神科       

山形市長町２－１０－５６ 医療法人篠田好生会千歳篠田病院 難病指定医 木津　司 精神科       

山形市長町２－１０－５６ 医療法人篠田好生会千歳篠田病院 難病指定医 木村　正之 精神科       

山形市長町２－１０－５６ 医療法人篠田好生会千歳篠田病院 難病指定医 外崎　昭 精神科       

山形市和合町３－２－５ 公立学校共済組合東北中央病院 難病指定医 有坂　泰 呼吸器内科       

山形市和合町３－２－５ 公立学校共済組合東北中央病院 難病指定医 石濱　活義 消化器内科       

山形市和合町３－２－５ 公立学校共済組合東北中央病院 難病指定医 伊藤　ななみ 消化器内科       

山形市和合町３－２－５ 公立学校共済組合東北中央病院 難病指定医 稲村　和俊 耳鼻いんこう科       

山形市和合町３－２－５ 公立学校共済組合東北中央病院 難病指定医 大沼　郁子 眼科       

山形市和合町３－２－５ 公立学校共済組合東北中央病院 難病指定医 加藤　修一 内科

山形市和合町３－２－５ 公立学校共済組合東北中央病院 難病指定医 北原　辰郎 循環器科

山形市和合町３－２－５ 公立学校共済組合東北中央病院 難病指定医 朽木　恵 放射線科       

山形市和合町３－２－５ 公立学校共済組合東北中央病院 難病指定医 白川　玉美 放射線科       

山形市和合町３－２－５ 公立学校共済組合東北中央病院 難病指定医 須藤　直行 循環器内科       

山形市和合町３－２－５ 公立学校共済組合東北中央病院 難病指定医 高橋　康平 整形外科       

山形市和合町３－２－５ 公立学校共済組合東北中央病院 難病指定医 田中　靖久 整形外科       

山形市和合町３－２－５ 公立学校共済組合東北中央病院 難病指定医 椿野　巧 整形外科       

山形市和合町３－２－５ 公立学校共済組合東北中央病院 難病指定医 中澤　雄一 消化器内科       

山形市和合町３－２－５ 公立学校共済組合東北中央病院 難病指定医 中村　豪 整形外科

山形市和合町３－２－５ 公立学校共済組合東北中央病院 難病指定医 西瀬　祥一 健康管理科
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令和５年５月１日現在

※難病指定医は、医療費助成申請時の新規申請用、更新申請用いずれの診断書も作成できる。
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医療機関所在地 医療機関名 指定医区分 氏名 診療科名

難病指定医・協力難病指定医一覧

山形市和合町３－２－５ 公立学校共済組合東北中央病院 難病指定医 布川　浩子 麻酔科       

山形市和合町３－２－５ 公立学校共済組合東北中央病院 難病指定医 渡辺　久剛 消化器内科       

山形市和合町３－２－５ 公立学校共済組合東北中央病院 難病指定医 土師　陽一 外科

山形市七日町１－３－２６ 山形市立病院済生館 難病指定医 相磯　崇 外科       

山形市七日町１－３－２６ 山形市立病院済生館 難病指定医 會田　康子 呼吸器内科       

山形市七日町１－３－２６ 山形市立病院済生館 難病指定医 阿部　暁子 小児科       

山形市七日町１－３－２６ 山形市立病院済生館 難病指定医 阿部　靖弘 耳鼻咽喉頭頸部外科

山形市七日町１－３－２６ 山形市立病院済生館 難病指定医 五十嵐　雅彦 内科       

山形市七日町１－３－２６ 山形市立病院済生館 難病指定医 五十嵐　幸夫 外科       

山形市七日町１－３－２６ 山形市立病院済生館 難病指定医 岩渕　勝好 呼吸器内科       

山形市七日町１－３－２６ 山形市立病院済生館 難病指定医 大竹　修一 放射線科       

山形市七日町１－３－２６ 山形市立病院済生館 難病指定医 大村　眞 眼科       

山形市七日町１－３－２６ 山形市立病院済生館 難病指定医 小田切　徹州 小児科       

山形市七日町１－３－２６ 山形市立病院済生館 難病指定医 片桐　祐司 呼吸器内科       

山形市七日町１－３－２６ 山形市立病院済生館 難病指定医 加藤　智幸 泌尿器科       

山形市七日町１－３－２６ 山形市立病院済生館 難病指定医 金内　ゆみ子 リハビリテーション科

山形市七日町１－３－２６ 山形市立病院済生館 難病指定医 川崎　基 小児科       

山形市七日町１－３－２６ 山形市立病院済生館 難病指定医 木村　淳 内科       

山形市七日町１－３－２６ 山形市立病院済生館 難病指定医 久下　淳史 脳神経外科

山形市七日町１－３－２６ 山形市立病院済生館 難病指定医 工藤　光介 腎臓膠原病内科       

山形市七日町１－３－２６ 山形市立病院済生館 難病指定医 窪木　祐弥 泌尿器科

山形市七日町１－３－２６ 山形市立病院済生館 難病指定医 黒木　実智雄 消化器内科       

山形市七日町１－３－２６ 山形市立病院済生館 難病指定医 近藤　礼 脳神経外科       

山形市七日町１－３－２６ 山形市立病院済生館 難病指定医 齋藤　伸二郎 脳神経外科       

山形市七日町１－３－２６ 山形市立病院済生館 難病指定医 酒井　伸嘉 産婦人科       

山形市七日町１－３－２６ 山形市立病院済生館 難病指定医 作田　和裕 消化器内科

山形市七日町１－３－２６ 山形市立病院済生館 難病指定医 佐久間　良 神経内科       

山形市七日町１－３－２６ 山形市立病院済生館 難病指定医 貞弘　光章 心臓血管外科       

山形市七日町１－３－２６ 山形市立病院済生館 難病指定医 佐藤　多未笑 外科       

山形市七日町１－３－２６ 山形市立病院済生館 難病指定医 佐藤　文彦 産婦人科       

山形市七日町１－３－２６ 山形市立病院済生館 難病指定医 篠崎　克洋 麻酔科       

山形市七日町１－３－２６ 山形市立病院済生館 難病指定医 柴崎　智宏 泌尿器科       

山形市七日町１－３－２６ 山形市立病院済生館 難病指定医 清水　行敏 小児科       

山形市七日町１－３－２６ 山形市立病院済生館 難病指定医 高井　憲司 放射線科       

山形市七日町１－３－２６ 山形市立病院済生館 難病指定医 角田　孝彦 皮膚科       

山形市七日町１－３－２６ 山形市立病院済生館 難病指定医 出川　紀行 内科       

山形市七日町１－３－２６ 山形市立病院済生館 難病指定医 中田　茂和 循環器内科       

山形市七日町１－３－２６ 山形市立病院済生館 難病指定医 中村　琢也 消化器内科

山形市七日町１－３－２６ 山形市立病院済生館 難病指定医 那須　隆 耳鼻いんこう科       

山形市七日町１－３－２６ 山形市立病院済生館 難病指定医 西川　将平 眼科
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山形市七日町１－３－２６ 山形市立病院済生館 難病指定医 西瀬　雄子 消化器内科       

山形市七日町１－３－２６ 山形市立病院済生館 難病指定医 二瓶　義博 外科       

山形市七日町１－３－２６ 山形市立病院済生館 難病指定医 野村　隆 内科       

山形市七日町１－３－２６ 山形市立病院済生館 難病指定医 長谷川　繁生 外科       

山形市七日町１－３－２６ 山形市立病院済生館 難病指定医 長谷川　慎 血液内科       

山形市七日町１－３－２６ 山形市立病院済生館 難病指定医 前田　勝子 小児科       

山形市七日町１－３－２６ 山形市立病院済生館 難病指定医 増田　啓治 整形外科       

山形市七日町１－３－２６ 山形市立病院済生館 難病指定医 宮脇　洋 循環器内科       

山形市七日町１－３－２６ 山形市立病院済生館 難病指定医 向井　由幸 神経内科       

山形市七日町１－３－２６ 山形市立病院済生館 難病指定医 守本　和弘 外科       

山形市七日町１－３－２６ 山形市立病院済生館 難病指定医 山木　哲 脳神経外科       

山形市七日町１－３－２６ 山形市立病院済生館 難病指定医 和田　敏弘 呼吸器内科       

山形市七日町１－３－２６ 山形市立病院済生館 難病指定医 渡邉　奈美 放射線科       

山形市桜町２－６８ 医療法人篠田好生会篠田総合病院 難病指定医 朝田　徹 外科       

山形市桜町２－６８ 医療法人篠田好生会篠田総合病院 難病指定医 池田　こずえ 循環器科       

山形市桜町２－６８ 医療法人篠田好生会篠田総合病院 難病指定医 伊藤　哲郎 内科 消化器科      

山形市桜町２－６８ 医療法人篠田好生会篠田総合病院 難病指定医 押切　直 外科       

山形市桜町２－６８ 医療法人篠田好生会篠田総合病院 難病指定医 國廣　華奈 脳神経外科       

山形市桜町２－６８ 医療法人篠田好生会篠田総合病院 難病指定医 斉藤　公子 眼科       

山形市桜町２－６８ 医療法人篠田好生会篠田総合病院 難病指定医 齋藤　八十 形成外科       

山形市桜町２－６８ 医療法人篠田好生会篠田総合病院 難病指定医 佐藤　潤 呼吸器科       

山形市桜町２－６８ 医療法人篠田好生会篠田総合病院 難病指定医 篠田　淳男 脳神経外科       

山形市桜町２－６８ 医療法人篠田好生会篠田総合病院 難病指定医 篠田　重男 麻酔科       

山形市桜町２－６８ 医療法人篠田好生会篠田総合病院 難病指定医 白鳥　圭子 内科       

山形市桜町２－６８ 医療法人篠田好生会篠田総合病院 難病指定医 鈴木　仁 泌尿器科       

山形市桜町２－６８ 医療法人篠田好生会篠田総合病院 難病指定医 鈴木　紀子 皮膚科       

山形市桜町２－６８ 医療法人篠田好生会篠田総合病院 難病指定医 舘野　正 泌尿器科       

山形市桜町２－６８ 医療法人篠田好生会篠田総合病院 難病指定医 林　真貴子 小児科       

山形市桜町２－６８ 医療法人篠田好生会篠田総合病院 難病指定医 山口　修 整形外科       

米沢市大字簗沢３０４６番地 介護老人保健施設　サンプラザ米沢 難病指定医 北村　正敏 外科       

米沢市大字三沢２６１００－１ 独立行政法人国立病院機構米沢病院 難病指定医 柏崎　力 内科       

米沢市大字三沢２６１００－１ 独立行政法人国立病院機構米沢病院 難病指定医 宍戸　直樹 放射線科       

米沢市大字三沢２６１００－１ 独立行政法人国立病院機構米沢病院 難病指定医 髙橋　利幸 神経内科       

米沢市大字三沢２６１００－１ 独立行政法人国立病院機構米沢病院 難病指定医 飛田　宗重 神経内科       

米沢市大字三沢２６１００－１ 独立行政法人国立病院機構米沢病院 難病指定医 沼田　健裕 内科　漢方内科

米沢市大字三沢２６１００－１ 独立行政法人国立病院機構米沢病院 難病指定医 吉田　隼 脳神経内科       

米沢市アルカディア１丁目８０８番３２ 米沢こころの病院 難病指定医 富田　裕 精神科       

米沢市金池３丁目２番３１号 池田皮膚科クリニック　米沢院 難病指定医 山口　賢次 皮膚科

米沢市金池６丁目８番５３ 前田整形外科クリニック 難病指定医 前田　慎吾 整形外科 　リウマチ科   

米沢市東三丁目４番３６号 みみはなのど　さいとうクリニック 難病指定医 齊藤　史明 耳鼻咽喉科       

15/34



令和５年５月１日現在

※難病指定医は、医療費助成申請時の新規申請用、更新申請用いずれの診断書も作成できる。
※協力難病指定医は、医療費助成申請時の更新申請用のみ診断書を作成できる。

医療機関所在地 医療機関名 指定医区分 氏名 診療科名

難病指定医・協力難病指定医一覧

米沢市成島町３丁目２番１２７－１２号 こまがた医院 難病指定医 駒形　依子 婦人科 漢方内科      

米沢市アルカディア１丁目８０８番３２ 米沢こころの病院 難病指定医 竹内　幸宏 精神科       

米沢市アルカディア１丁目８０８番３２ 米沢こころの病院 難病指定医 長谷川　朝穂 精神科       

米沢市アルカディア１丁目８０８番３２ 米沢こころの病院 難病指定医 御供　正明 精神科       

米沢市アルカディア１丁目８０８番３２ 米沢こころの病院 難病指定医 山本　裕史 精神科       

米沢市門東町１丁目４－１８ 岡田こどもクリニック 難病指定医 岡田　昌彦 アレルギー科 小児科      

米沢市東一丁目３－２１ よこやまクリニック 協力難病指定医 横山　英一 内科       

米沢市金池六丁目４番１号 きだ内科クリニック 難病指定医 木田　雅文 消化器内科       

米沢市城西４－４－２５ 松田外科医院 難病指定医 松田　和久 外科 消化器内科 整形外科     

米沢市東３丁目４番４１号 医療法人大道寺医院 協力難病指定医 大道寺　浩一 内科 外科 胃腸科内科 消化器内科    

米沢市中田町９８１－２ 黄木脳神経クリニック 難病指定医 黄木　正登 脳神経外科       

米沢市信夫町５－１９ 医療法人石橋医院 難病指定医 石橋　正道 内科 消化器科      

米沢市御廟３－２－１０ かとう整形外科クリニック 難病指定医 加藤　浩 リウマチ科 リハビリテーション科 整形外科     

米沢市春日２－３－５０ 春日皮フ科 難病指定医 杉木　浩 皮膚科       

米沢市中央３－４－３６ 医療法人さの医院 難病指定医 佐野　隆一 消化器内科 糖尿病内科 脂質代謝内科     

米沢市大字川井２３５６－１ 田中クリニック 難病指定医 田中　雄二 内科 外科 小児科 胃腸科 肛門科   

米沢市万世町金谷　６６６ たかだ内科 難病指定医 髙田　一男 呼吸器内科 循環器内科      

米沢市太田町５－１５３０－６７ 医療法人社団石山内科クリニック 難病指定医 石山　清司 血液内科       

米沢市堀川町４－４１ 笹井内科クリニック 協力難病指定医 笹井　祐之 内科 呼吸器内科 循環器内科     

米沢市丸の内２－２－５３ 中山胃腸科内科医院 難病指定医 中山　裕一 内科 消化器内科      

米沢市大町４－４－１４ こせき腎・泌尿器科こせき小児科 難病指定医 小関　清夫 泌尿器科       

米沢市大町３－６－７ 医療法人堀内医院 難病指定医 堀内　素平 内科 消化器内科 胃腸科 外科    

米沢市成島町３－２－９０ 三友堂リハビリテーションセンター 協力難病指定医 加藤　剛 リハビリテーション科       

米沢市成島町３－２－９０ 三友堂リハビリテーションセンター 協力難病指定医 川上　圭太 リハビリテーション科       

米沢市成島町３－２－９０ 三友堂リハビリテーションセンター 協力難病指定医 穂坂　雅之 リハビリテーション科       

米沢市川井小路１－３ 医療法人メディカルプラザ山口医院 難病指定医 山口　隆将 内科 外科 皮膚科 脳神経外科 神経内科 整形外科 胃腸科 肛門科

米沢市成島町２－１－３５ 医療法人社団根際会もり医院 難病指定医 金子　正幸 消化器内科       

米沢市成島町２－１－３５ 医療法人社団根際会もり医院 難病指定医 森　洋幸 内科 外科      

米沢市通町４－７－２７ 羅医院 難病指定医 羅　美杰 内科 循環器内科      

米沢市中央７－１－３０ 医療法人社団小林医院 難病指定医 小林　正義 内科       

米沢市中央１－２－１０ 大辻外科胃腸科医院 難病指定医 大辻　圭一 外科 内科      

米沢市木場町３－８ 酒井耳鼻咽喉科医院 難病指定医 酒井　仁 耳鼻いんこう科       

米沢市駅前４－３－３５ 医療法人斎藤医院 難病指定医 國井　拓也 泌尿器科       

米沢市駅前４－３－３５ 医療法人斎藤医院 難病指定医 斎藤　克之 泌尿器科       

米沢市中央５－２－４３ 中條医院 協力難病指定医 中條　明夫 外科       

米沢市中央３－３－２ 医療法人社団慈敬会よねざわ眼科 難病指定医 平田　勲 眼科       

米沢市金池２－６－３５ 医療法人古川医院 難病指定医 古川　匡和 内科 消化器内科      

米沢市相生町６－３６ 米沢市立病院 難病指定医 阿部　義幸 整形外科       

米沢市相生町６－３６ 米沢市立病院 難病指定医 上北　洋徳 循環器科       

米沢市相生町６－３６ 米沢市立病院 難病指定医 大串　雅俊 放射線科 診療放射線科      
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令和５年５月１日現在

※難病指定医は、医療費助成申請時の新規申請用、更新申請用いずれの診断書も作成できる。
※協力難病指定医は、医療費助成申請時の更新申請用のみ診断書を作成できる。

医療機関所在地 医療機関名 指定医区分 氏名 診療科名

難病指定医・協力難病指定医一覧

米沢市相生町６－３６ 米沢市立病院 難病指定医 川路　博之 整形外科       

米沢市相生町６－３６ 米沢市立病院 難病指定医 木村　和彦 産婦人科       

米沢市相生町６－３６ 米沢市立病院 難病指定医 窪田　俊憲 耳鼻咽喉科       

米沢市相生町６－３６ 米沢市立病院 難病指定医 笹　真一 小児科       

米沢市相生町６－３６ 米沢市立病院 難病指定医 佐々木　徹 脳神経外科       

米沢市相生町６－３６ 米沢市立病院 難病指定医 佐藤　智佳子 第二内科       

米沢市相生町６－３６ 米沢市立病院 難病指定医 佐藤　憲夫 眼科       

米沢市相生町６－３６ 米沢市立病院 難病指定医 佐藤　洋一 心臓血管外科       

米沢市相生町６－３６ 米沢市立病院 難病指定医 菅野　博隆 外科       

米沢市相生町６－３６ 米沢市立病院 難病指定医 杉浦　明日美 救急科       

米沢市相生町６－３６ 米沢市立病院 難病指定医 鈴木　明彦 消化器内科       

米沢市相生町６－３６ 米沢市立病院 難病指定医 平　カヤノ 循環器内科       

米沢市相生町６－３６ 米沢市立病院 難病指定医 髙橋　憲幸 小児科       

米沢市相生町６－３６ 米沢市立病院 難病指定医 髙宮　美智子 眼科       

米沢市アルカディア１丁目８０８番３２ 米沢こころの病院 難病指定医 東海林　佳兼 呼吸器内科       

米沢市相生町６－３６ 米沢市立病院 難病指定医 長岡　明 泌尿器科       

米沢市相生町６－３６ 米沢市立病院 難病指定医 芳賀　淳一郎 外科       

米沢市相生町６－３６ 米沢市立病院 難病指定医 細谷　法之 泌尿器科

米沢市相生町６－３６ 米沢市立病院 難病指定医 本間　信夫 小児科       

米沢市相生町６－３６ 米沢市立病院 難病指定医 松本　幸夫 集中治療科 麻酔科      

米沢市相生町６－３６ 米沢市立病院 難病指定医 吉田　尚美 消化器内科       

米沢市相生町６－３６ 米沢市立病院 難病指定医 渡邊　千尋 耳鼻咽喉科

米沢市駅前２－４－８ 医療法人舟山病院 難病指定医 安孫子　貴洋 小児科       

米沢市駅前２－４－８ 医療法人舟山病院 難病指定医 伊左治　洋之 整形外科       

米沢市駅前２－４－８ 医療法人舟山病院 難病指定医 石川　和信 内科　循環器科　呼吸器科　老年科

米沢市駅前２－４－８ 医療法人舟山病院 難病指定医 鬼満　圭一 外科       

米沢市駅前２－４－８ 医療法人舟山病院 難病指定医 篠原　克暢 内科       

米沢市駅前２－４－８ 医療法人舟山病院 難病指定医 中村　武 整形外科       

米沢市駅前２－４－８ 医療法人舟山病院 難病指定医 舟山　進 内科       

米沢市駅前２－４－８ 医療法人舟山病院 難病指定医 舟山　哲 内科       

米沢市駅前２－４－８ 医療法人舟山病院 難病指定医 舟山　尚 外科       

米沢市中央６－１－２１９ 三友堂病院 難病指定医 阿部　秀樹 循環器科       

米沢市中央６－１－２１９ 三友堂病院 難病指定医 池田　英樹 呼吸器内科       

米沢市中央６－１－２１９ 三友堂病院 難病指定医 浦山　安広 整形外科       

米沢市中央６－１－２１９ 三友堂病院 難病指定医 川村　博司 外科       

米沢市中央６－１－２１９ 三友堂病院 難病指定医 工藤　陽平 脳神経外科       

米沢市中央６－１－２１９ 三友堂病院 難病指定医 髙師　修治 呼吸器内科

米沢市中央６－１－２１９ 三友堂病院 難病指定医 戸屋　亮 外科       

米沢市中央６－１－２１９ 三友堂病院 難病指定医 仁科　武人 消化器内科

米沢市中央６－１－２１９ 三友堂病院 難病指定医 仁科　盛之 内科       
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令和５年５月１日現在

※難病指定医は、医療費助成申請時の新規申請用、更新申請用いずれの診断書も作成できる。
※協力難病指定医は、医療費助成申請時の更新申請用のみ診断書を作成できる。

医療機関所在地 医療機関名 指定医区分 氏名 診療科名

難病指定医・協力難病指定医一覧

米沢市中央６－１－２１９ 三友堂病院 難病指定医 勝見　修一郎 消化器内科       

鶴岡市錦町１－３３ 上野ファミリークリニック 難病指定医 上野　欣一 整形外科　リハビリテーション科

鶴岡市錦町１－３３ 上野ファミリークリニック 難病指定医 上野　雅仁 内科　整形外科

鶴岡市美咲町18番18号 さとう耳鼻咽喉科医院 難病指定医 佐藤　邦広 耳鼻咽喉科　アレルギー科

鶴岡市みどり町２９－２２ もりむら皮ふ科クリニック 難病指定医 森村　広子 皮膚科       

鶴岡市日枝小真木原１１６番２６ オリーブこころのクリニック 難病指定医 遠谷　肇 精神科　心療内科

鶴岡市三和町１－５３ みやはらクリニック 難病指定医 佐藤　孝司 内科　消化器内科

鶴岡市茅原字草見鶴２９－４ 耳鼻咽喉科　たからだクリニック 難病指定医 鈴木　豊 耳鼻いんこう科       

鶴岡市茅原字西茅原４２－１ こころの花クリニック 難病指定医 石黒　慎 心療内科       

鶴岡市桜新町１３－３ なごみクリニック 難病指定医 伊藤　俊 心療内科 精神科      

鶴岡市泉町７－５６ 山内循環器クリニック 難病指定医 山内　仁紫 内科 循環器内科      

鶴岡市温海字温海２８－３ 医療法人温海クリニック 難病指定医 阿部　徹 内科

鶴岡市北茅原町１３番１号 山形県立こころの医療センター 難病指定医 神田　秀人 精神科 心療内科      

鶴岡市北茅原町１３番１号 山形県立こころの医療センター 難病指定医 白石　啓明 精神科 心療内科      

鶴岡市北茅原町１３番１号 山形県立こころの医療センター 難病指定医 須貝　孝一 精神科 心療内科      

鶴岡市北茅原町１３番１号 山形県立こころの医療センター 難病指定医 東海林　岳樹 精神科 心療内科      

鶴岡市本町２－１１－１５ 犬塚医院 難病指定医 犬塚　博 内科       

鶴岡市山王町３番２９号 真島医院 難病指定医 真島　吉也 外科       

鶴岡市城北町２６番１０号 医療法人さとう整形外科クリニック 難病指定医 佐藤　慎二 リハビリテーション科 整形外科      

鶴岡市湯温海甲１２２番地１ 阿部医院 難病指定医 真島　英太 内科 泌尿器科      

鶴岡市切添町２１番２２号 奥山皮フ科 難病指定医 奥山　泰裕 皮膚科       

鶴岡市のぞみ町５番１７号 心臓・血圧満天クリニック 難病指定医 阿部　寛政 心臓血管外科 心臓血管内科      

鶴岡市西新斎町３－７ はらだこども医院 難病指定医 原田　和佳 小児科       

鶴岡市みどり町１８番５号 志田整形外科医院 難病指定医 志田　努 整形外科       

鶴岡市ほなみ町７－１１ ましま内科クリニック 難病指定医 真島　佑介 内科              

鶴岡市美咲町２５番５号 美咲クリニック 難病指定医 今野　俊幸 整形外科       

鶴岡市錦町２０－１８ おおかつ眼科 難病指定医 大勝　康信 眼科       

鶴岡市日吉町１１－１４ 岡田医院 難病指定医 岡田　恒人 内科 呼吸器科      

鶴岡市日枝小真木原１１６－３ 小真木原クリニック 難病指定医 太田　克也 内科 脳神経外科      

鶴岡市宝田１－９－８６ 須田内科クリニック 難病指定医 須田　克幸 内科       

鶴岡市宝田１－９－８０ 医療法人いぶき会宝田整形外科クリニック 難病指定医 阿部　修一 リウマチ科 リハビリテーション科 整形外科     

鶴岡市桜新町３－２２ 乙黒医院 難病指定医 乙黒　弘樹 内科 外科      

鶴岡市湯田川字中田３５番地１０ 鶴岡市立湯田川温泉リハビリテーション病院 難病指定医 上野　寿樹 内科       

鶴岡市湯田川字中田３５番地１０ 鶴岡市立湯田川温泉リハビリテーション病院 難病指定医 加藤　知邦 内科 リハビリテーション科 脳神経外科     

鶴岡市湯田川字中田３５番地１０ 鶴岡市立湯田川温泉リハビリテーション病院 難病指定医 武田　憲夫 内科 リハビリテーション科 脳神経外科     

鶴岡市湯田川字中田３５番地１０ 鶴岡市立湯田川温泉リハビリテーション病院 難病指定医 三浦　二三夫 内科

鶴岡市泉町４番２０号 鶴岡市立荘内病院 難病指定医 安宅　謙 内科       

鶴岡市泉町４番２０号 鶴岡市立荘内病院 難病指定医 阿部　恭子 呼吸器科       

鶴岡市泉町４番２０号 鶴岡市立荘内病院 難病指定医 阿部　裕 小児科

鶴岡市泉町４番２０号 鶴岡市立荘内病院 難病指定医 五十嵐　敬郎 耳鼻咽喉科       
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難病指定医・協力難病指定医一覧

鶴岡市泉町４番２０号 鶴岡市立荘内病院 難病指定医 五十嵐　裕一 産婦人科       

鶴岡市泉町４番２０号 鶴岡市立荘内病院 難病指定医 大滝　雅博 小児外科       

鶴岡市泉町４番２０号 鶴岡市立荘内病院 難病指定医 岡田　宗一郎 整形外科       

鶴岡市泉町４番２０号 鶴岡市立荘内病院 難病指定医 小島　研司 循環器科       

鶴岡市泉町４番２０号 鶴岡市立荘内病院 難病指定医 工藤　勝秀 形成外科       

鶴岡市泉町４番２０号 鶴岡市立荘内病院 難病指定医 小池　千里 内科       

鶴岡市泉町４番２０号 鶴岡市立荘内病院 難病指定医 後藤　真一 整形外科       

鶴岡市泉町４番２０号 鶴岡市立荘内病院 難病指定医 小林　達彦 眼科

鶴岡市泉町４番２０号 鶴岡市立荘内病院 難病指定医 齋藤　なか 小児科       

鶴岡市泉町４番２０号 鶴岡市立荘内病院 難病指定医 斉藤　聖宏 放射線科       

鶴岡市泉町４番２０号 鶴岡市立荘内病院 難病指定医 坂本　純 眼科              

鶴岡市泉町４番２０号 鶴岡市立荘内病院 難病指定医 佐藤　和彦 脳神経外科       

鶴岡市泉町４番２０号 鶴岡市立荘内病院 難病指定医 佐藤　和彦 神経内科

鶴岡市泉町４番２０号 鶴岡市立荘内病院 難病指定医 佐藤　匡 循環器科       

鶴岡市泉町４番２０号 鶴岡市立荘内病院 難病指定医 島田　哲也 外科       

鶴岡市泉町４番２０号 鶴岡市立荘内病院 難病指定医 白幡　康弘 外科       

鶴岡市泉町４番２０号 鶴岡市立荘内病院 難病指定医 鈴木　聡 外科       

鶴岡市泉町４番２０号 鶴岡市立荘内病院 難病指定医 藤田　英 泌尿器科

鶴岡市泉町４番２０号 鶴岡市立荘内病院 難病指定医 古屋　紀彦 消化器科       

鶴岡市泉町４番２０号 鶴岡市立荘内病院 難病指定医 丸谷　宏 神経内科       

鶴岡市泉町４番２０号 鶴岡市立荘内病院 難病指定医 宮澤　弘哲 消化器科

鶴岡市泉町４番２０号 鶴岡市立荘内病院 難病指定医 吉田　宏 小児科       

鶴岡市泉町４番２０号 鶴岡市立荘内病院 難病指定医 吉田　幸恵 皮膚科       

鶴岡市桂荒俣下桂１０５‐２ 桂医院 難病指定医 佐久間　和弘 内科 消化器内科      

鶴岡市羽黒町荒川字谷地堰４２－４ いでは診療所 協力難病指定医 植村　哲也 内科 循環器科      

鶴岡市上山添字神明前３８ 鶴岡協立リハビリテーション病院 難病指定医 鈴木　優太 リハビリテーション科

鶴岡市上山添字神明前３８ 鶴岡協立リハビリテーション病院 難病指定医 松島　得好 リハビリテーション科       

鶴岡市上山添字神明前３８ 鶴岡協立リハビリテーション病院 難病指定医 茂木　紹良 リハビリテーション科       

鶴岡市羽黒町野荒町字街道上６－２ 佐藤医院 難病指定医 佐藤　邦彦 内科       

鶴岡市丸岡字町の内２９１－４０ 丸岡真柄医院 難病指定医 真柄　博志 内科 小児科      

鶴岡市板井川字片茎７５ 土田内科医院 協力難病指定医 土田　兼史 内科       

鶴岡市藤島字笹花４８－１５ 医療法人石橋内科胃腸科医院 難病指定医 石橋　朗 消化器内科

鶴岡市藤島字笹花４８－１５ 医療法人石橋内科胃腸科医院 難病指定医 石橋　学 内科 胃腸科      

鶴岡市本町２丁目２－４５ 福原医院 難病指定医 福原　晶子 眼科       

鶴岡市美咲町２７－３ 三浦クリニック 難病指定医 三浦　道治 泌尿器科       

鶴岡市美咲町２４－８ 庄南クリニック 難病指定医 長畑　守雄 内科 脳・血管放射線科      

鶴岡市切添町２１－２ おぎわら医院 難病指定医 荻原　学 内科 整形外科      

鶴岡市美咲町２８－１ 産婦人科・小児科三井病院 難病指定医 三井　卓弥 産婦人科       

鶴岡市東原町１９－２７ すこやかレディースクリニック 難病指定医 斎藤　憲康 産科 婦人科 内科 不妊治療内科    

鶴岡市文園町１１－３ 鶴岡協立病院附属クリニック 難病指定医 石川　充 小児科       
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難病指定医・協力難病指定医一覧

鶴岡市新海町１４－２０ 中村内科胃腸科医院 難病指定医 中村　秀幸 内科 消化器内科      

鶴岡市道形町４９番２１号 県立こども医療療育センター庄内支所 難病指定医 折居　俊彦 整形外科       

鶴岡市本町一丁目６番３４号 木根淵医院 難病指定医 木根淵　智子 皮膚科       

鶴岡市ほなみ町５－３０ 医療法人社団秀医会中村整形外科医院 難病指定医 中村　秀明 整形外科       

鶴岡市平成町１１－１８ おかべ内科胃腸科医院 難病指定医 岡部　進 内科 胃腸科      

鶴岡市本町３－７－６５ 医療法人社団滝沢眼科 難病指定医 滝沢　元 眼科       

鶴岡市日出１－１７－８ いとうクリニック 難病指定医 伊藤　享子 耳鼻いんこう科       

鶴岡市湯田川字中田８－３ さくまクリニック 協力難病指定医 佐久間　豊明 内科 胃腸科 麻酔科     

鶴岡市茅原町２６－２３ 茅原クリニック 協力難病指定医 尾形　直人 内科       

鶴岡市茅原町２６－２３ 茅原クリニック 難病指定医 菅原　真樹 内科 消化器内科      

鶴岡市文園町１－５２ 医療法人石田内科医院 難病指定医 石田　博 内科 消化器科      

鶴岡市昭和町１０－２０ 黒沢眼科医院 難病指定医 黒澤　明充 眼科       

鶴岡市本町２丁目３-９ 島眼科医院 難病指定医 黒澤　久子 眼科       

鶴岡市泉町８－６６ いずみまちクリニック 難病指定医 諸橋　政人 整形外科       

鶴岡市新海町１３－２４ 本田耳鼻咽喉科医院 難病指定医 本田　学 耳鼻いんこう科       

鶴岡市昭和町１０－５ 医療法人千仁会中目内科胃腸科医院 難病指定医 中目　哲平 内科 消化器科      

鶴岡市本町３－１７－１７ 池田内科医院 難病指定医 渡邊　秀平 内科 消化器内科      

鶴岡市文園町９－３４ 鶴岡協立病院 難病指定医 市川　誠一 循環器科       

鶴岡市文園町９－３４ 鶴岡協立病院 難病指定医 北本　亮一 整形外科       

鶴岡市文園町９－３４ 鶴岡協立病院 難病指定医 佐藤　満雄 内科       

鶴岡市文園町９－３４ 鶴岡協立病院 難病指定医 関　和彦 産婦人科       

鶴岡市文園町９－３４ 鶴岡協立病院 難病指定医 高橋　牧郎 呼吸器内科       

鶴岡市文園町９－３４ 鶴岡協立病院 難病指定医 高橋　美香子 消化器内科       

鶴岡市文園町９－３４ 鶴岡協立病院 難病指定医 堀内　隆三 病理科       

鶴岡市文園町９－３４ 鶴岡協立病院 難病指定医 真家　興隆 皮膚科       

鶴岡市文園町９－３４ 鶴岡協立病院 難病指定医 涌井　秀樹 腎臓内科

鶴岡市文園町９－１１ 鶴岡協立病院 難病指定医 小林　祐介 外科       

鶴岡市大山２－２６－３ 協立大山診療所 難病指定医 田中　栄一 内科 心療内科      

酒田市千石町二丁目１１－２７ 谷川内科クリニック 難病指定医 谷川　秀樹 内科       

酒田市新橋３丁目１－３８ しんばしクリニック 難病指定医 水落　宏太 外科       

酒田市小泉字前田３７番地 日本海八幡クリニック 難病指定医 土井　和博 内科 外科 リハビリテーション科     

酒田市光ケ丘２－４-１８ ほんま内科胃腸科医院 難病指定医 本間　清明 内科 消化器内科      

酒田市住吉町１７－１ あきばクリニック 難病指定医 秋葉　春彦 リウマチ科　漢方内科       

酒田市住吉町１７－１ あきばクリニック 難病指定医 秋葉　美樹 内科       

酒田市浜松町１-７ 医療法人山容会　山容病院 協力難病指定医 遠藤　栄一 内科       

酒田市東泉町２丁目９－３ みちもと眼科医院 難病指定医 道本　修一郎 眼科       

酒田市亀ケ崎三丁目７－１３ 医療法人藤森クリニック 難病指定医 藤森　清 内科 脳神経外科      

酒田市若浜町５－２９ 今泉クリニック 難病指定医 今泉　和臣 内科 消化器内科      

酒田市若浜町５－２９ 今泉クリニック 難病指定医 早坂　高志 消化器内科       

酒田市若竹町二丁目３番２号 川口耳鼻咽喉科クリニック 難病指定医 川口　和浩 耳鼻いんこう科       
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※協力難病指定医は、医療費助成申請時の更新申請用のみ診断書を作成できる。
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難病指定医・協力難病指定医一覧

酒田市みずほ１丁目２－２０ わたべクリニック 難病指定医 渡部　俊幸 精神科 心療内科      

酒田市大宮町一丁目４－１７ しょうない眼科 難病指定医 伊藤　はる奈 眼科       

酒田市大宮町一丁目４－１７ しょうない眼科 難病指定医 片桐　哲郎 眼科       

酒田市大宮町一丁目４－１７ しょうない眼科 難病指定医 土谷　大仁朗 眼科       

酒田市みずほ２丁目２０－７ さかい往診クリニック 難病指定医 坂井　庸祐 内科 外科      

酒田市亀ケ崎３丁目２番１号 医療法人外科内科渡邊クリニック 難病指定医 渡邊　公伸 外科       

酒田市広野字末広１０５番地４ 医療法人社団池田内科医院 難病指定医 池田　眞人 内科       

酒田市千石町二丁目３番２０号 日本海酒田リハビリテーション病院 難病指定医 尾山　かおり リハビリテーション科       

酒田市千石町二丁目３番２０号 日本海酒田リハビリテーション病院 難病指定医 尾鷲　和也 整形外科       

酒田市千石町二丁目３番２０号 日本海酒田リハビリテーション病院 難病指定医 鈴木　晃 リハビリテーション科       

酒田市千石町二丁目３番２０号 日本海酒田リハビリテーション病院 難病指定医 髙梨　俊保 リハビリテーション科

酒田市千石町二丁目３番２０号 日本海酒田リハビリテーション病院 難病指定医 渡邉　裕哉 内科       

酒田市あきほ町３０番地 日本海総合病院 難病指定医 青木　政則 消化器内科       

酒田市あきほ町３０番地 日本海総合病院 難病指定医 赤坂　雅弘 脳神経外科       

酒田市あきほ町３０番地 日本海総合病院 難病指定医 阿蘓　里佳 消化器内科       

酒田市あきほ町３０番地 日本海総合病院 難病指定医 荒木　直人 耳鼻咽喉科

酒田市あきほ町３０番地 日本海総合病院 難病指定医 井出　佳宏 産婦人科       

酒田市あきほ町３０番地 日本海総合病院 難病指定医 岩﨑　聖 整形外科       

酒田市あきほ町３０番地 日本海総合病院 難病指定医 内野　英明 心臓血管外科       

酒田市あきほ町３０番地 日本海総合病院 難病指定医 遠藤　広和 脳神経外科       

酒田市あきほ町３０番地 日本海総合病院 難病指定医 近江　晃樹 循環器内科       

酒田市あきほ町３０番地 日本海総合病院 難病指定医 奥山　あゆみ 内科       

酒田市あきほ町３０番地 日本海総合病院 難病指定医 折居　智彦 消化器内科       

酒田市あきほ町３０番地 日本海総合病院 難病指定医 金内　直樹 呼吸器外科       

酒田市あきほ町３０番地 日本海総合病院 難病指定医 金子　尚嗣 泌尿器科       

酒田市あきほ町３０番地 日本海総合病院 難病指定医 鎌田　恭平 耳鼻咽喉・頭頸部外科       

酒田市あきほ町３０番地 日本海総合病院 難病指定医 菊池　謙次 神経内科       

酒田市あきほ町３０番地 日本海総合病院 難病指定医 木村　敏之 小児科       

酒田市あきほ町３０番地 日本海総合病院 難病指定医 木村　守 内科       

酒田市あきほ町３０番地 日本海総合病院 難病指定医 桐林　伸幸 循環器内科              

酒田市あきほ町３０番地 日本海総合病院 難病指定医 後藤　瑞恵 内科       

酒田市あきほ町３０番地 日本海総合病院 難病指定医 齊藤　宗一 内科       

酒田市あきほ町３０番地 日本海総合病院 難病指定医 齋藤　弘 内科       

酒田市あきほ町３０番地 日本海総合病院 難病指定医 佐藤　陽子 循環器内科       

酒田市あきほ町３０番地 日本海総合病院 難病指定医 篠崎　敏行 小児科       

酒田市あきほ町３０番地 日本海総合病院 難病指定医 澁谷　譲 精神科       

酒田市あきほ町３０番地 日本海総合病院 難病指定医 渋谷　りか 消化器内科       

酒田市あきほ町３０番地 日本海総合病院 難病指定医 島貫　隆夫 心臓血管内科       

酒田市あきほ町３０番地 日本海総合病院 難病指定医 菅沢　邦江 内科       

酒田市あきほ町３０番地 日本海総合病院 難病指定医 菅原　重生 循環器内科       
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酒田市あきほ町３０番地 日本海総合病院 難病指定医 菅原　俊樹 消化器内科       

酒田市あきほ町３０番地 日本海総合病院 難病指定医 菅原　裕史 整形外科       

酒田市あきほ町３０番地 日本海総合病院 難病指定医 鈴木　大介 神経内科

酒田市あきほ町３０番地 日本海総合病院 難病指定医 鈴木　義広 消化器内科       

酒田市あきほ町３０番地 日本海総合病院 難病指定医 大久田　隆 小児科       

酒田市あきほ町３０番地 日本海総合病院 難病指定医 高橋　栄二 眼科       

酒田市あきほ町３０番地 日本海総合病院 難病指定医 髙橋　知美 眼科       

酒田市あきほ町３０番地 日本海総合病院 難病指定医 田邉　さおり 小児科       

酒田市あきほ町３０番地 日本海総合病院 難病指定医 陳　正浩 救急科       

酒田市あきほ町３０番地 日本海総合病院 難病指定医 長沼　靖 整形外科       

酒田市あきほ町３０番地 日本海総合病院 難病指定医 中山　隆弘 内科       

酒田市あきほ町３０番地 日本海総合病院 難病指定医 禰津　俊介 循環器科

酒田市あきほ町３０番地 日本海総合病院 難病指定医 萩原　資久 外科       

酒田市あきほ町３０番地 日本海総合病院 難病指定医 橋爪　英二 外科       

酒田市あきほ町３０番地 日本海総合病院 難病指定医 早坂　直 産婦人科       

酒田市あきほ町３０番地 日本海総合病院 難病指定医 町田　浩祥 内科

酒田市あきほ町３０番地 日本海総合病院 難病指定医 町屋　純一 内科       

酒田市あきほ町３０番地 日本海総合病院 難病指定医 松井　祐興 耳鼻咽喉科

酒田市あきほ町３０番地 日本海総合病院 難病指定医 緑川　新一 救急科       

酒田市あきほ町３０番地 日本海総合病院 難病指定医 門馬　亮介 整形外科       

酒田市あきほ町３０番地 日本海総合病院 難病指定医 矢野　充泰 外科

酒田市あきほ町３０番地 日本海総合病院 難病指定医 小林　卓矢 内科

酒田市あきほ町３０番地 日本海総合病院 難病指定医 鈴木　義広 神経内科       

酒田市あきほ町６５８－６ 皮ふ科さいとう医院 難病指定医 齋藤　寛幸 皮膚科       

酒田市富士見町三丁目２－３ くろき脳神経クリニック 難病指定医 黒木　亮 脳神経外科 神経内科      

酒田市亀ケ崎１－１０－１ 医療法人まつざわ眼科 難病指定医 松澤　豪 眼科       

酒田市砂越字粕町１００ 影沢内科医院 難病指定医 影沢　峰行 内科 消化器内科      

酒田市駅東２－４－８ 長島整形外科クリニック 難病指定医 長島　太郎 リウマチ科 リハビリテーション科 整形外科     

酒田市亀ケ崎３－２－１３ かめがさき整形外科 難病指定医 安田　健一 整形外科       

酒田市亀ケ崎５－５－２２ さとう眼科クリニック 難病指定医 佐藤　一宣 眼科       

酒田市東泉町５丁目８番２号 おおたきこどもクリニック 難病指定医 大滝　晋介 小児科 アレルギー科      

酒田市中町３丁目５番２３号 医療法人本間病院 難病指定医 青栁　拓郎 内科       

酒田市中町３丁目５番２３号 医療法人本間病院 難病指定医 小熊　正樹 循環器内科       

酒田市中町３丁目５番２３号 医療法人本間病院 難病指定医 小野　伴 放射線科       

酒田市中町３丁目５番２３号 医療法人本間病院 難病指定医 菅原　保 内科       

酒田市中町３丁目５番２３号 医療法人本間病院 難病指定医 中村　忠弘 内科       

酒田市中町３丁目５番２３号 医療法人本間病院 難病指定医 中山　恭子 内科       

酒田市中町３丁目５番２３号 医療法人本間病院 難病指定医 本間　理 外科       

酒田市中町３丁目５番２３号 医療法人本間病院 難病指定医 本間　修 外科       

酒田市中町３丁目５番２３号 医療法人本間病院 難病指定医 松本　祐治 外科       

22/34



令和５年５月１日現在

※難病指定医は、医療費助成申請時の新規申請用、更新申請用いずれの診断書も作成できる。
※協力難病指定医は、医療費助成申請時の更新申請用のみ診断書を作成できる。

医療機関所在地 医療機関名 指定医区分 氏名 診療科名

難病指定医・協力難病指定医一覧

酒田市中町３丁目５番２３号 医療法人本間病院 難病指定医 吉田　元樹 内科       

酒田市新橋１－１４－１０ ほんまクリニック 難病指定医 本間　健太郎 循環器内科       

酒田市東大町３－３８－３ 岡田内科循環器科クリニック 難病指定医 岡田　恒弘 内科 循環器科      

酒田市あきほ町６５９－１ きれん耳鼻咽喉科医院 難病指定医 喜連　照夫 耳鼻いんこう科       

酒田市泉町１－１６ 健生ふれあいクリニック 協力難病指定医 本間　卓 内科　循環器内科

酒田市東泉町１－１２－５０ さとう内科クリニック 難病指定医 佐藤　顕 内科       

酒田市錦町５－３２－６９８ いくま内科胃腸科クリニック 難病指定医 井熊　仁 内科 胃腸科      

酒田市亀ケ崎２－２－５７ 石沢内科胃腸科医院 難病指定医 石澤　優 内科 胃腸科      

酒田市あきほ町６５８－４ 島貫小児科医院 難病指定医 島貫　惠子 小児科       

酒田市亀ケ崎７－１－３０ 髙木整形外科クリニック 難病指定医 髙木　信博 整形外科 リハビリテーション科 リウマチ科     

酒田市こあら３－５－２ 医療法人酒田東病院 難病指定医 中村　成 精神科       

酒田市こあら３－５－２ 医療法人酒田東病院 難病指定医 中村　有 精神科       

酒田市亀ケ崎３－８－１１ 医療法人誠山会大山内科循環器科クリニック 難病指定医 大山　武紹 内科 循環器科      

酒田市一番町３－２４ まこと眼科 難病指定医 菅原　優子 眼科       

酒田市松原南１５－１ 丸岡医院 難病指定医 丸岡　喬 内科 消化器科      

酒田市寿町１－３８ 佐藤整形外科医院 難病指定医 桑原　修一 整形外科       

酒田市みずほ１－２－２８ 医療法人尾形内科胃腸科医院 難病指定医 尾形　浩 内科       

酒田市上野曽根字上中割７３ 上田診療所 難病指定医 矢島　恭一 外科 胃腸科      

酒田市新井田町１５－３ 医療法人山本医院 難病指定医 山本　尚人 内科 消化器内科 肛門内科     

酒田市相生町１－６－２５ 近藤内科循環器クリニック 難病指定医 近藤　恒博 内科       

酒田市一番町９－９ サイトー内科 難病指定医 伊東　郁子 内科       

酒田市一番町９－９ サイトー内科 協力難病指定医 齋藤　好正 内科       

酒田市本町３－１０－５ 冨樫クリニック 難病指定医 冨樫　尚子 内科 神経内科      

酒田市東大町１－１０－６ 菅原外科内科医院 難病指定医 菅原　貴子 内科 外科 小児科 皮膚科 循環器科 消化器科 呼吸器科 

酒田市浜田１－７－５６ 医療法人みのり会眞田医院 難病指定医 眞田　淳 内科 胃腸科      

酒田市相生町２－５－４０ 医療法人酒井医院 難病指定医 酒井　朋久 内科 循環器内科      

酒田市中央西町４－４ 眼科海野医院 難病指定医 海野　さち子 眼科       

酒田市中央西町４－４ 眼科海野医院 難病指定医 海野　茂樹 眼科       

酒田市北新橋１－１３－５ 菅原内科胃腸科医院 難病指定医 菅原　善昭 消化器内科       

酒田市南千日町１０－４８ 本間医院 難病指定医 本田　陽子 産婦人科 内科      

酒田市本町１－２－６ 吉田医院 難病指定医 吉田　元 内科       

新庄市鉄砲町２－６ 新庄こころのクリニック 難病指定医 池谷　龍一 精神科　心療内科

新庄市沖の町４番１９号 すがはら内科クリニック 難病指定医 菅原　心平 内科　消化器内科

新庄市下金沢町５－３３ ハートクリニック　ひろの 難病指定医 廣野　摂 内科 循環器内科 呼吸器内科 小児科    

新庄市大手町２番２９号 香音クリニック 難病指定医 今井　香織 内科 リウマチ科      

新庄市栄町６－１ 丸橋内科クリニック 難病指定医 丸橋　成次郎 内科       

新庄市栄町６－６ 栄町耳鼻咽喉科クリニック 難病指定医 長谷川　智彦 耳鼻いんこう科       

新庄市桧町２１－２ よしだ耳鼻咽喉科クリニック 難病指定医 吉田　信 耳鼻いんこう科       

新庄市沖の町３番３号 医療法人社団慈心会新庄井出眼科 難病指定医 真野　俊治 眼科       

新庄市沖の町３番３号 医療法人社団慈心会新庄井出眼科 難病指定医 三戸　秀哲 眼科       
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令和５年５月１日現在

※難病指定医は、医療費助成申請時の新規申請用、更新申請用いずれの診断書も作成できる。
※協力難病指定医は、医療費助成申請時の更新申請用のみ診断書を作成できる。

医療機関所在地 医療機関名 指定医区分 氏名 診療科名

難病指定医・協力難病指定医一覧

新庄市沖の町３番３号 医療法人社団慈心会新庄井出眼科 難病指定医 宮浦　卓 眼科       

新庄市東谷地田町５－７ 東山整形外科クリニック 難病指定医 田中井　道夫 整形外科       

新庄市十日町２７６４－１ 医療法人社団きねぶち医院 難病指定医 杵渕　篤 内科 外科      

新庄市大字鳥越字駒場４６２３ 新庄徳洲会病院 難病指定医 国本　英治 内科       

新庄市大字鳥越字駒場４６２３ 新庄徳洲会病院 難病指定医 笹壁　弘嗣 外科       

新庄市大字鳥越字駒場４６２３ 新庄徳洲会病院 難病指定医 林　孝昌 内科       

新庄市桧町１８－２ 医療法人土田医院 難病指定医 土田　秀也 内科       

新庄市金沢２８８２－１ 若狭眼科 難病指定医 若狭　美喜男 眼科       

新庄市鉄砲町７-２８ 医療法人小内医院 難病指定医 小内　裕 内科　内分泌・代謝内科　糖尿病内科

新庄市大手町５－１１ 三條医院 難病指定医 三條　加奈子 小児科       

新庄市大手町５－１１ 三條医院 難病指定医 三條　典男 内科 産婦人科 心療内科     

新庄市若葉町１２－５５ 山形県立新庄病院 難病指定医 秋葉　昭多郎 消化器内科       

新庄市若葉町１２－５５ 山形県立新庄病院 難病指定医 安達　裕一 泌尿器科       

新庄市若葉町１２－５５ 山形県立新庄病院 難病指定医 石山　智敏 外科       

新庄市若葉町１２－５５ 山形県立新庄病院 難病指定医 板垣　寛 脳神経外科       

新庄市若葉町１２－５５ 山形県立新庄病院 難病指定医 岡田　厚夫 形成外科       

新庄市若葉町１２－５５ 山形県立新庄病院 難病指定医 奥本　和夫 内科

新庄市若葉町１２－５５ 山形県立新庄病院 難病指定医 奥山　英伸 循環器内科       

新庄市若葉町１２－５５ 山形県立新庄病院 難病指定医 小野里　祐介 消化器内科

新庄市若葉町１２－５５ 山形県立新庄病院 難病指定医 鸖田　大作 整形外科       

新庄市若葉町１２－５５ 山形県立新庄病院 難病指定医 加藤　直樹 脳神経外科       

新庄市若葉町１２－５５ 山形県立新庄病院 難病指定医 岸　宏幸 呼吸器内科       

新庄市若葉町１２－５５ 山形県立新庄病院 難病指定医 堺　貴之 消化器内科

新庄市若葉町１２－５５ 山形県立新庄病院 難病指定医 佐藤　環 呼吸器内科

新庄市若葉町１２－５５ 山形県立新庄病院 難病指定医 椎名　有二 産婦人科       

新庄市若葉町１２－５５ 山形県立新庄病院 難病指定医 塩野　洋介 血液内科

新庄市若葉町１２－５５ 山形県立新庄病院 難病指定医 島貫　美和 皮膚科       

新庄市若葉町１２－５５ 山形県立新庄病院 難病指定医 長瀬　輝顕 耳鼻咽喉科       

新庄市若葉町１２－５５ 山形県立新庄病院 難病指定医 仁木　敬夫 小児科       

新庄市若葉町１２－５５ 山形県立新庄病院 難病指定医 八戸　茂美 消化器内科       

新庄市若葉町１２－５５ 山形県立新庄病院 難病指定医 針生　光博 整形外科       

新庄市若葉町１２－５５ 山形県立新庄病院 難病指定医 福井　忠久 腫瘍内科

新庄市若葉町１２－５５ 山形県立新庄病院 難病指定医 古川　孝俊 耳鼻咽喉科

新庄市若葉町１２－５５ 山形県立新庄病院 難病指定医 堀内　英和 消化器内科       

新庄市若葉町１２－５５ 山形県立新庄病院 難病指定医 本間　友美 小児科       

新庄市若葉町１２－５５ 山形県立新庄病院 難病指定医 松本　秀一 外科       

新庄市若葉町１２－５５ 山形県立新庄病院 難病指定医 宮本　卓也 循環器内科       

新庄市若葉町１２－５５ 山形県立新庄病院 難病指定医 山口　慶展 脳神経外科       

新庄市若葉町１２－５５ 山形県立新庄病院 難病指定医 山本　尚生 整形外科       

新庄市若葉町１２－５５ 山形県立新庄病院 難病指定医 山谷　英之 外科
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令和５年５月１日現在

※難病指定医は、医療費助成申請時の新規申請用、更新申請用いずれの診断書も作成できる。
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医療機関所在地 医療機関名 指定医区分 氏名 診療科名

難病指定医・協力難病指定医一覧

新庄市若葉町１２－５５ 山形県立新庄病院 難病指定医 結城　孝一 循環器内科       

新庄市若葉町１２－５５ 山形県立新庄病院 難病指定医 鈴木　理郎 眼科

寒河江市元町１－２－１ 横山耳鼻咽喉科医院 難病指定医 横山　哲也 耳鼻咽喉科

寒河江市七日町５番１号 おやま整形外科クリニック 難病指定医 小山　翔平 整形外科　リハビリテーション科　内科

寒河江市中郷字前田１０４２－２ あんどうクリニック 難病指定医 安藤　嘉章 内科 消化器内科      

寒河江市中央１－１４－３６ 寒河江武田内科往診クリニック 難病指定医 武田　宰 内科　呼吸器内科

寒河江市大字島字島東８７番地２ 南さがえ病院 難病指定医 浅沼　拓 内科 精神科 心療内科     

寒河江市大字島字島東８７番地２ 南さがえ病院 難病指定医 中西　圭吉 精神科 心療内科 内科     

寒河江市仲谷地二丁目３－６ 陵南眼科クリニック 難病指定医 寺島　和人 眼科       

寒河江市高田１－１０－１０ 田村内科消化器科クリニック 難病指定医 田村　真明 内科 消化器内科      

寒河江市丸内１丁目５番３０号 医療法人功明会山﨑医院 難病指定医 山崎　悦功 脳神経外科 外科 神経内科 内科    

寒河江市内ノ袋１－９－６ 陵南さとう整形外科 難病指定医 佐藤　政悦 整形外科       

寒河江市大字西根字下堰５０９ 大原医院 難病指定医 大原　香子 皮膚科       

寒河江市大字西根字下堰５０９ 大原医院 難病指定医 大原　昇 内科 消化器科      

寒河江市落衣前２－１ 折居内科医院 難病指定医 折居　和夫 内科 リハビリテーション科 神経内科     

寒河江市栄町７－１１ 熊坂整形外科医院 難病指定医 熊坂　庸恵 整形外科       

寒河江市中央１－１３－３５ 鈴木眼科 難病指定医 鈴木　一作 眼科       

寒河江市元町２－４－３ 医療法人土田内科医院 難病指定医 土田　知宏 内科

寒河江市元町１－２－１ 横山耳鼻咽喉科医院 難病指定医 横山　彰夫 耳鼻いんこう科       

寒河江市大字寒河江字小和田２５－１ 渡辺外科胃腸科医院 難病指定医 渡辺　徳夫 外科 整形外科 胃腸科     

寒河江市大字寒河江字塩水８０ 寒河江市立病院 難病指定医 伊藤　誠 内科       

寒河江市大字寒河江字塩水８０ 寒河江市立病院 難病指定医 大沼　寛 内科       

寒河江市大字寒河江字塩水８０ 寒河江市立病院 難病指定医 後藤　康夫 整形外科       

寒河江市大字寒河江字塩水８０ 寒河江市立病院 難病指定医 千葉　純哉 内科       

寒河江市大字寒河江字塩水８０ 寒河江市立病院 難病指定医 寺下　正樹 内科       

寒河江市大字寒河江字塩水８０ 寒河江市立病院 難病指定医 服部　悦子 内科       

寒河江市大字寒河江字塩水８０ 寒河江市立病院 難病指定医 松田　雅彦 整形外科       

寒河江市大字寒河江字塩水８０ 寒河江市立病院 難病指定医 和田　輝里子 内科       

寒河江市本町２－１１－４３ 医療法人小松医院 難病指定医 小松　栄一 循環器科       

上山市弁天２丁目３番２２号 もちづき眼科 難病指定医 望月　典子 眼科       

上山市美咲町二丁目４番４３号 かみのやま耳鼻咽喉科クリニック 難病指定医 和氣　貴祥 耳鼻咽喉科       

上山市軽井沢２丁目３番２９号 軽井沢クリニック 難病指定医 妹尾　和克 内科 外科      

上山市十日町９－２ 原田眼科医院 協力難病指定医 原田　正夫 眼科       

上山市八日町１－１ 高野せきね外科・眼科クリニック 難病指定医 関根　美穂 眼科       

上山市金生１丁目１５番１０号 新田クリニック 難病指定医 新田　長生 整形外科       

上山市金生東１－１０－１５ 吉井内科胃腸科クリニック 難病指定医 吉井　英一 内科 消化器科      

上山市栄町１－３－１１ 尾上医院 難病指定医 尾上　敏夫 循環器科 内科      

上山市八日町４－２１ 青山医院 難病指定医 青山　浩 内科 小児科 循環器科     

上山市矢来三丁目７番３２－１４号 北村医院 難病指定医 北村　洋史 脳神経外科       

上山市十日町７番３号 渋谷医院 難病指定医 渋谷　真一郎 整形外科       
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上山市河崎１－２－３９ 上山ファミリークリニック 難病指定医 高橋　良和 小児科       

上山市河崎１－２－３９ 上山ファミリークリニック 難病指定医 丹治　治子 内科 神経内科      

上山市美咲町１－２－１８ 須田整形外科医院 難病指定医 河路　秀巳 整形外科       

上山市御井戸丁３－３ 御殿湯ひふ科医院 難病指定医 佐藤　紀嗣 皮膚科       

上山市弁天２－２－１１ みゆき会病院 難病指定医 安藤　常浩 内科       

上山市弁天２－２－１１ みゆき会病院 難病指定医 金城　利彦 脳神経外科       

上山市弁天２－２－１１ みゆき会病院 難病指定医 國井　伸洋 内科       

上山市弁天２－２－１１ みゆき会病院 難病指定医 佐藤　伸二 内科（血液）       

上山市弁天２－２－１１ みゆき会病院 難病指定医 佐藤　徹 呼吸器外科       

上山市弁天２－２－１１ みゆき会病院 難病指定医 嶋村　之秀 整形外科       

上山市弁天２－２－１１ みゆき会病院 難病指定医 武井　寛 整形外科       

上山市弁天２－２－１１ みゆき会病院 難病指定医 土田　浩之 整形外科       

上山市弁天２－２－１１ みゆき会病院 難病指定医 豊島　定美 整形外科       

上山市弁天２－２－１１ みゆき会病院 難病指定医 平田　昭彦 内科       

上山市弁天２－２－１１ みゆき会病院 難病指定医 三沢　慶子 消化器内科       

上山市弁天２－２－１１ みゆき会病院 難病指定医 山内　聡 循環器内科       

上山市沢丁９－１３ 長岡医院 難病指定医 櫻井　清陽 内科       

上山市沢丁９－１３ 長岡医院 難病指定医 長岡　迪生 内科       

上山市沢丁９－１３ 長岡医院 難病指定医 長岡　由女 内科

上山市河崎３－７－１ 山形県立こども医療療育センター 難病指定医 伊東　愛子 小児科       

上山市河崎３－７－１ 山形県立こども医療療育センター 難病指定医 大類　広 整形外科       

上山市河崎３－７－１ 山形県立こども医療療育センター 難病指定医 白幡　惠美 小児科       

上山市河崎３－７－１ 山形県立こども医療療育センター 難病指定医 清和　ちづる 小児科       

上山市金谷字下河原１３７０ 社会医療法人二本松会かみのやま病院 難病指定医 熊澤　豊 精神科 内科      

上山市金谷字下河原１３７０ 社会医療法人二本松会かみのやま病院 難病指定医 坂田　太 精神科

上山市金谷字下河原１３７０ 社会医療法人二本松会かみのやま病院 難病指定医 佐野　琢也 精神科       

上山市金谷字下河原１３７０ 社会医療法人二本松会かみのやま病院 難病指定医 高畠　有理 皮膚科       

上山市金谷字下河原１３７０ 社会医療法人二本松会かみのやま病院 難病指定医 田所　稔 精神科       

上山市金谷字下河原１３７０ 社会医療法人二本松会かみのやま病院 難病指定医 飛澤　哲也 精神科 心療内科 内科     

上山市金谷字下河原１３７０ 社会医療法人二本松会かみのやま病院 難病指定医 村岡　義明 精神科       

上山市金谷字下河原１３７０ 社会医療法人二本松会かみのやま病院 難病指定医 山崎　猛 精神科       

上山市金谷字下河原１３７０ 社会医療法人二本松会かみのやま病院 難病指定医 渡部　由里 精神科       

村山市楯岡新町３丁目２－２ しんまち小室医院 難病指定医 小室　堅太郎 内科　循環器内科　呼吸器内科

村山市楯岡新町４丁目９番６号 かるべクリニック 難病指定医 軽部　宏紀 内科 糖尿病内科 血液内科     

村山市大字湯野沢１９２１番地 羽根田医院 難病指定医 高橋　賛美 内科       

村山市大字湯野沢１９２１番地 羽根田医院 難病指定医 髙橋　信也 内科 小児科      

村山市駅西１８番２号 三浦皮膚科医院 難病指定医 三浦　歩 皮膚科       

村山市駅西１８番２号 三浦皮膚科医院 難病指定医 山田　真枝子 皮膚科       

村山市楯岡五日町１４－２５ 小野内科胃腸科クリニック 難病指定医 小野　和彦 内科 胃腸科内科      

村山市楯岡新町３－３４－２７ まつき整形外科クリニック 難病指定医 松木　達也 整形外科　リハビリテーション科
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村山市駅西１９－１５ 医療法人奥山クリニック 難病指定医 奥山　雅基 内科       

村山市楯岡新町２－７－１７ はんだクリニック 難病指定医 半田　和広 内科 小児科 消化器内科     

村山市大字本飯田５８４ 小室医院 難病指定医 小室　淳 内科       

村山市楯岡新高田９－２４ 医療法人八鍬医院 協力難病指定医 八鍬　直 内科       

長井市大町２－２７ 梅津医院 難病指定医 梅津　一彦 内科 胃腸科内科 循環器内科     

長井市東町１番１号 医療法人社団はぎの内科医院 難病指定医 萩野　武志 内科       

長井市泉字舘の越１９２６－１２ 前山耳鼻咽喉クリニック 難病指定医 前山　裕之 アレルギー科 耳鼻いんこう科      

長井市ままの上１－１６ 斎藤眼科医院 難病指定医 齋藤　和幸 眼科       

長井市成田１８８８－１ 医療法人杏山会吉川記念病院 難病指定医 吉川　順 内科 精神科 神経内科     

長井市小出３９３０番地３ なかさとこどもクリニック 難病指定医 中里　満 小児科       

長井市栄町６番３１号 医療法人中村循環器科医院 難病指定医 中村　和治 内科 呼吸器内科 循環器内科     

長井市屋城町２－１ 公立置賜長井病院 難病指定医 大村　清成 消化器内科       

長井市屋城町２－１ 公立置賜長井病院 難病指定医 齋藤　秀樹 内科       

長井市本町２－２－１２ 桑島眼科医院 難病指定医 桑島　一郎 眼科       

長井市台町６－１ 医療法人社団有朋会池田内科医院 難病指定医 池田　祐之 内科 消化器科      

長井市大町８－６ 医療法人外田医院 難病指定医 外田　淳 内科 外科 消化器内科     

長井市あら町６－４７ 医療法人慈芳会阿達医院 難病指定医 阿達　大介 内科 アレルギー科 リウマチ科     

長井市栄町１１－１７ 医療法人社団仁陽会仁陽堂外田医院 難病指定医 外田　博貴 消化器内科       

天童市芳賀タウン南六丁目１番４５号 みみ・はな・のど芳賀タウンクリニック 難病指定医 岡崎　雅 耳鼻咽喉科　頭頸部外科       

天童市芳賀タウン南三丁目７－１ 星川内科クリニック 難病指定医 星川　仁人 内科　循環器内科　糖尿病内科　腎臓内科　リウマチ科

天童市芳賀タウン南三丁目7－7 てんどう脳神経外科・頭痛クリニック 難病指定医 舟生　勇人 脳神経外科       

天童市芳賀タウン南三丁目７番１３号 医療法人社団つちだ子どもクリニック 難病指定医 土田　哲生 小児科       

天童市東本町３－４－１３ 宮脇医院 難病指定医 宮脇　元彦 消化器内科       

天童市駅西５丁目２番１号 天童市民病院 難病指定医 池上　徹 小児科

天童市駅西五丁目２番１号 天童市民病院 難病指定医 遠藤　太紀雄 内科       

天童市駅西五丁目２番１号 天童市民病院 難病指定医 髙橋　秀幸 産婦人科       

天童市駅西五丁目２番１号 天童市民病院 難病指定医 高畠　典明 内科       

天童市駅西五丁目２番１号 天童市民病院 難病指定医 武田　雄一郎 外科 内科      

天童市駅西五丁目２番１号 天童市民病院 難病指定医 中嶋　凱夫 内科       

天童市駅西五丁目２番１号 天童市民病院 難病指定医 松本　修 外科       

天童市駅西五丁目２番１号 天童市民病院 難病指定医 森谷　直樹 小児科       

天童市駅西五丁目２番１号 天童市民病院 難病指定医 山本　一仁 内科

天童市老野森１丁目５番１号 大竹内科呼吸器科医院 難病指定医 大竹　和久 内科 呼吸器内科      

天童市東長岡２－８－８ いがらしクリニック 難病指定医 五十嵐　秀樹 内科 循環器内科      

天童市老野森２－１５－１８ 武田耳鼻咽喉科 難病指定医 武田　一彦 耳鼻咽喉科       

天童市田鶴町４－２－５３ 医療法人芳賀心療内科・神経科クリニック 難病指定医 芳賀　幹雄 精神科 心療内科      

天童市鍬ノ町一丁目２番２１号 高橋眼科クリニック 難病指定医 髙橋　篤子 眼科       

天童市鍬ノ町一丁目２番２１号 高橋眼科クリニック 難病指定医 髙橋　和晃 眼科       

天童市鎌田１－７－１ 医療法人篠田好生会天童温泉篠田病院 難病指定医 大田　政廣 外科       

天童市鎌田１－７－１ 医療法人篠田好生会天童温泉篠田病院 難病指定医 細谷　幸雄 内科       
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天童市鎌田１－７－１ 医療法人篠田好生会天童温泉篠田病院 難病指定医 宮津　清 内科

天童市東本町１－１－３２ 内科・胃腸科高橋医院 協力難病指定医 小松　静子 内科       

天童市南町３－１－１８ おおやま皮膚科 難病指定医 大山　正俊 皮膚科       

天童市鍬ノ町１丁目２番１０号 天童温泉矢吹クリニック 難病指定医 福島　紀雅 内科　腎臓内科

天童市三日町２－６－１ 真田眼科医院 難病指定医 真田　彰郎 眼科       

天童市南町３－１－２４ ひがしたに小児科 難病指定医 東谷　暁子 小児科       

天童市荒谷１９７３－８８４ クリニックあこがれ 難病指定医 大島　裕紀 内科 神経内科      

天童市駅西３－９－１ 小幡皮膚科医院 難病指定医 小幡　仁子 皮膚科       

天童市南町２－１０－５ さいとう内科胃腸科クリニック 難病指定医 齊藤　公人 内科 神経内科 胃腸科     

天童市駅西２丁目５－２０ さとう医院 難病指定医 佐藤　憲弘 内科　胃腸科

天童市大字高擶字東浦９４１－２ 瑞穂医院 難病指定医 阿部　義裕 リウマチ科 リハビリテーション科 整形外科     

天童市北久野本１－１２－２７ 奥山こども医院 難病指定医 秋葉　香 小児科       

天童市柏木町１－１０－３６ おおもり眼科医院 難病指定医 大森　昇吾 眼科       

天童市東長岡２－１－１ 菅原内科胃腸科医院 難病指定医 菅原　一彦 内科 消化器内科      

天童市五日町１－３－７ 三條外科胃腸科医院 難病指定医 三條　麻衣 消化器内科       

天童市糠塚１－４－１ 目黒クリニック循環器科・内科 協力難病指定医 目黒　光彦 内科       

天童市本町２－１－１ 医療法人ひとみ会菅野馨眼科 難病指定医 菅野　馨 眼科       

天童市東本町１－６－２０ 鞍掛胃腸科内科医院 難病指定医 鞍掛　彰秀 内科 胃腸科      

天童市東本町三丁目５番２１号 吉岡病院 難病指定医 井上　林 整形外科       

天童市東本町３－５－２１ 吉岡病院 難病指定医 根本　信太郎 整形外科       

天童市東本町三丁目５番２１号 吉岡病院 難病指定医 村　成幸 整形外科       

天童市東本町三丁目５番２１号 吉岡病院 難病指定医 吉岡　信弥 整形外科       

天童市大字久野本３６２－１ 医療法人社団斗南会秋野病院 難病指定医 木下　修身 内科 精神科 神経科 心療内科    

天童市大字久野本３６２－１ 医療法人社団斗南会秋野病院 難病指定医 鈴木　文久 内科 精神科 神経科 心療内科    

天童市干布４０３番地２号 干布後藤医院 難病指定医 後藤　心一 内科 アレルギー科 呼吸器科 膠原病内科    

東根市大字羽入２０９８－４ さくらんぼクリニック 難病指定医 橋本　政敏 内科　整形外科

東根市神町北１－３－４１ いとう内科クリニック 難病指定医 伊藤　純一 内科       

東根市中央東２丁目６－７１ ひろせこころのクリニック 難病指定医 広瀬　公聖 心療内科 精神科      

東根市神町北二丁目５番６号 神町整形リウマチクリニック 難病指定医 竹之内　研二 整形外科 リウマチ科      

東根市神町中央１丁目８番１１号 けんじ脳神経クリニック 難病指定医 伊藤　健司 脳神経外科       

東根市中央南１丁目６－２８ 宇賀神内科クリニック 難病指定医 宇賀神　智 消化器内科 内視鏡内科 内科     

東根市神町北３－２－１８ すずきこどもクリニック 難病指定医 鈴木　浩 アレルギー科 小児科      

東根市温泉町二丁目５番３号 医療法人社団伍光会北村山在宅診療所 難病指定医 肌附　英幸 内科 精神科 皮膚科 泌尿器科 整形外科 心療内科  

東根市さくらんぼ駅前２－１３－１ ひかり皮膚科 難病指定医 武田　光 皮膚科       

東根市中央四丁目５番２４号 山本内科医院 難病指定医 山本　弘史 内科 神経内科 循環器内科 胃腸科    

東根市本丸西四丁目１番２４号 金村医院 難病指定医 金村　應文 内科 アレルギー科 小児科 呼吸器内科 循環器内科   

東根市さくらんぼ駅前二丁目１０番２７号 ひがしね耳鼻咽喉科 難病指定医 奥山　孝 耳鼻いんこう科       

東根市さくらんぼ駅前二丁目７番２２号 保坂クリニック 難病指定医 保坂　淳 内科 外科 小児科     

東根市中央３－２－２１ つばさ皮膚科 難病指定医 橋本　秀樹 皮膚科       

東根市一本木２－４－２５ 柴田内科循環器科クリニック 難病指定医 柴田　健彦 内科 循環器内科 呼吸器内科     
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東根市宮崎１－３－３０ 宮崎外科胃腸科クリニック 難病指定医 髙橋　則好 外科       

東根市大森２－１－４ 医療法人社団薫会後藤眼科医院 難病指定医 後藤　恒男 眼科       

東根市中央２－１８－１ 江口こども医院 難病指定医 江口　儀太 小児科       

東根市大森２－３－６ 医療法人社団明山会山形ロイヤル病院 難病指定医 熱海　裕之 内科       

東根市大森２－３－６ 医療法人社団明山会山形ロイヤル病院 協力難病指定医 阿部　博 内科       

東根市大森２－３－６ 医療法人社団明山会山形ロイヤル病院 協力難病指定医 板垣　眞一 内科       

東根市大森２－３－６ 医療法人社団明山会山形ロイヤル病院 協力難病指定医 門田　荘一郎 内科       

東根市大森２－３－６ 医療法人社団明山会山形ロイヤル病院 難病指定医 設樂　英樹 内科

東根市大森２－３－６ 医療法人社団明山会山形ロイヤル病院 難病指定医 知識　鉄郎 内科 リハビリテーション科      

東根市大森２－３－６ 医療法人社団明山会山形ロイヤル病院 協力難病指定医 藤原　直樹 内科       

東根市大森２－３－６ 医療法人社団明山会山形ロイヤル病院 難病指定医 矢作　友保 内科

東根市温泉町２－１５－１ 北村山公立病院 難病指定医 蘆野　光樹 外科              

東根市温泉町２－１５－１ 北村山公立病院 難病指定医 鎌田　芳則 内科       

東根市温泉町２－１５－１ 北村山公立病院 難病指定医 菊地　善彰 脳神経外科

東根市温泉町２－１５－１ 北村山公立病院 難病指定医 國本　健太 脳神経外科       

東根市温泉町２－１５－１ 北村山公立病院 難病指定医 佐藤　清 外科       

東根市温泉町２－１５－１ 北村山公立病院 難病指定医 鈴木　真彦 乳腺外科       

東根市温泉町２－１５－１ 北村山公立病院 難病指定医 中嶋　信人 神経内科       

東根市温泉町２－１５－１ 北村山公立病院 難病指定医 成田　淳 整形外科       

東根市温泉町２－１５－１ 北村山公立病院 難病指定医 野崎　直樹 内科

東根市温泉町２－１５－１ 北村山公立病院 難病指定医 福岡　猛 外科       

尾花沢市若葉町二丁目１番７号 医療法人社団日だまり　加藤クリニック 難病指定医 加藤　圭介 内科 外科 内視鏡内科     

尾花沢市上町一丁目１－８ さかえクリニック 難病指定医 柴田　雄二 内科 皮膚科 泌尿器科     

尾花沢市上町四丁目７－７ ゆうき眼科クリニック 難病指定医 結城　義憲 眼科       

尾花沢市大字朧気６９５－３ 医療法人敬愛会尾花沢病院 難病指定医 渋谷　磯夫 内科 精神科      

尾花沢市新町３－２－２０ 尾花沢市中央診療所 難病指定医 本間　直之 内科       

南陽市宮内４６５２－１ 齋藤内科クリニック 難病指定医 齋藤　潔 内科 リウマチ科      

南陽市椚塚１６８６－１ あかゆ小児クリニック 難病指定医 佐藤　哲 小児科       

南陽市赤湯３９３ 大塚医院 難病指定医 大塚　聡 消化器科       

南陽市三間通１２６－１１ 赤湯駅前クリニック 難病指定医 竹田　聡 内科 精神科 心療内科     

南陽市宮内３５００ さとうクリニック 難病指定医 佐藤　史井 内科 外科 消化器内科 肛門外科 漢方内科   

南陽市椚塚１１８０－５ トータルヘルスクリニック 難病指定医 川合　厚子 内科 精神科 呼吸器内科 糖尿病内科 心療内科 老年精神科  

南陽市宮内１２０４ 公立置賜南陽病院 難病指定医 池野　栄一郎 循環器内科       

南陽市宮内１２０４ 公立置賜南陽病院 難病指定医 薄場　修 消化器外科       

南陽市宮内１２０４ 公立置賜南陽病院 難病指定医 新澤　陽英 内科       

南陽市宮内１２０４ 公立置賜南陽病院 難病指定医 原田　正夫 外科       

南陽市宮内１２０４ 公立置賜南陽病院 難病指定医 横澤　秀一 内科       

南陽市二色根７５－９ 医療法人社団須藤皮膚科医院 難病指定医 須藤　一 皮膚科       

南陽市宮内２９６３番地 医療法人白水堂齋藤医院 協力難病指定医 齋藤　忠明 内科       

南陽市郡山８７７－５ 医療法人　安日クリニック 難病指定医 安日　智 内科 胃腸内科 糖尿病内科     
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南陽市郡山８７７－５ 安日クリニック 難病指定医 安日　新 内科 胃腸科内科      

南陽市赤湯字川尻２８７５－１ 大西眼科 難病指定医 大西　正一 眼科       

南陽市宮内５８７－２ 板垣医院 難病指定医 板垣　敏明 整形外科       

南陽市赤湯３４２ 医療法人社団　後藤医院 難病指定医 後藤　利昭 消化器内科

南陽市宮内４５４５－２ 医療法人社団鈴木内科医院 難病指定医 鈴木　哲治 内科       

南陽市椚塚９４８－１ 佐藤病院 難病指定医 澤村　一司 精神科       

南陽市椚塚９４８－１ 佐藤病院 難病指定医 薛　陸景 精神科       

南陽市椚塚９４８－１ 佐藤病院 難病指定医 武吉　健児 精神科       

南陽市椚塚９４８－１ 佐藤病院 難病指定医 沼田　由紀夫 精神科       

東村山郡山辺町大字山辺６１３９－６ ひでたま胃腸科眼科クリニック 難病指定医 三橋　玉絵 眼科       

東村山郡山辺町大字山辺６１３９－６ ひでたま胃腸科眼科クリニック 難病指定医 三橋　秀輝 内科 消化器科      

東村山郡山辺町山辺１２５８番地１３ やまのべ整形外科 難病指定医 鳥居　伸行 整形外科       

東村山郡山辺町大字大塚８２３－１ やまのべ藤田クリニック 難病指定医 藤田　登志也 脳神経外科       

東村山郡山辺町大字大寺字竹の花１１５２－４ クリニックメルヘン 難病指定医 佐藤　廣治 内科       

東村山郡山辺町大字大寺字竹の花１１５２－４ クリニックメルヘン 難病指定医 佐本　敏秋 整形外科       

東村山郡山辺町大字大寺字竹の花１１５２－４ クリニックメルヘン 難病指定医 八木　忍 内科       

東村山郡山辺町山辺３１０－１ 医療法人伊東医院 協力難病指定医 伊東　信 内科       

東村山郡中山町大字長崎１１４４－１ 安藤医院 難病指定医 安藤　薫 内科　循環器内科　呼吸器内科

東村山郡中山町大字長崎３０３番地８ 洋々会秋葉医院 協力難病指定医 秋葉　太郎 内科 消化器科      

東村山郡中山町大字小塩１２８４番地５ たかはし元気クリニック 難病指定医 髙橋　徹 整形外科       

東村山郡中山町長崎３０３０－１ 医療法人社団松柏会至誠堂総合病院附属中山診療所 難病指定医 桐井　宏一 内科       

西村山郡河北町谷地中央一丁目３番７号 矢口泌尿器科内科クリニック 難病指定医 矢口　博理 内科 泌尿器科      

西村山郡河北町谷地字月山堂４０８番１ つかさ内科医院 難病指定医 佐藤　司 内科 消化器内科      

西村山郡河北町谷地中央５丁目９－１５ かほく紅花クリニック 難病指定医 片桐　忠 内科 神経内科      

西村山郡河北町谷地中央５丁目９－１５ かほく紅花クリニック 難病指定医 齋野　真 脳神経外科       

西村山郡河北町谷地中央５丁目９－１５ かほく紅花クリニック 難病指定医 毛利　渉 脳神経外科       

西村山郡河北町谷地ひな市一丁目３番地の５ 細谷医院 難病指定医 臼井　恵二 内科 小児科 麻酔科     

西村山郡河北町谷地中央４－５－１ すみや眼科クリニック 難病指定医 住谷　豊 眼科       

西村山郡河北町谷地字月山堂１５１－１ 小原病院 難病指定医 石塚　圭 精神科       

西村山郡河北町谷地字月山堂１５１－１ 小原病院 難病指定医 小原　可久 精神科       

西村山郡河北町谷地字月山堂１５１－１ 小原病院 難病指定医 川並　登美子 精神科       

西村山郡河北町谷地字月山堂１５１－１ 小原病院 難病指定医 小関　暁之 精神科       

西村山郡河北町谷地甲２１７ 板坂医院 難病指定医 板坂　美代子 内科 胃腸科内科 呼吸器内科 循環器内科    

西村山郡河北町大字溝延字西浦１２－１ 工藤内科医院 難病指定医 工藤　幸晴 内科 呼吸器内科 循環器内科     

西村山郡河北町谷地所岡３－２－９ 浅野耳鼻咽喉科医院 難病指定医 浅野　伸一郎 耳鼻いんこう科       

西村山郡河北町谷地字月山堂１１１ 山形県立河北病院 難病指定医 秋葉　次郎 内科       

西村山郡河北町谷地字月山堂１１１ 山形県立河北病院 難病指定医 浅野　愛実 内科

西村山郡河北町谷地字月山堂１１１ 山形県立河北病院 難病指定医 安達　徹 内科       

西村山郡河北町谷地字月山堂１１１ 山形県立河北病院 難病指定医 一柳　統 泌尿器科

西村山郡河北町谷地字月山堂１１１ 山形県立河北病院 難病指定医 太田　郁郎 内科       
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※難病指定医は、医療費助成申請時の新規申請用、更新申請用いずれの診断書も作成できる。
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医療機関所在地 医療機関名 指定医区分 氏名 診療科名

難病指定医・協力難病指定医一覧

西村山郡河北町谷地字月山堂１１１ 山形県立河北病院 難病指定医 小坂　太祐 緩和医療科       

西村山郡河北町谷地字月山堂１１１ 山形県立河北病院 難病指定医 梶沼　陽 泌尿器科       

西村山郡河北町谷地月山堂１１１ 山形県立河北病院 難病指定医 軽部　康明 外科       

西村山郡河北町谷地字月山堂１１１ 山形県立河北病院 難病指定医 北川　昌之 内科       

西村山郡河北町谷地字月山堂１１１ 山形県立河北病院 難病指定医 木原　香織 産婦人科       

西村山郡河北町谷地字月山堂１１１ 山形県立河北病院 難病指定医 佐藤　敏彦 外科       

西村山郡河北町谷地字月山堂１１１ 山形県立河北病院 難病指定医 高野　満夫 整形外科　リハビリテーション科

西村山郡河北町谷地字月山堂１１１ 山形県立河北病院 難病指定医 滝口　純 外科       

西村山郡河北町谷地字月山堂１１１ 山形県立河北病院 難病指定医 林　健一 外科       

西村山郡河北町谷地字月山堂１１１ 山形県立河北病院 難病指定医 深瀬　和利 消化器内科       

西村山郡河北町谷地字月山堂１１１ 山形県立河北病院 難病指定医 深瀬　龍 内科

西村山郡河北町谷地字月山堂１１１ 山形県立河北病院 難病指定医 横尾　倫子 麻酔科       

西村山郡河北町谷地字月山堂１１１ 山形県立河北病院 難病指定医 渡邉　順久 放射線科       

西村山郡西川町大字海味５８１ 西川町立病院 協力難病指定医 伊藤　淳一 内科       

西村山郡朝日町宮宿２３０５－２ 多田医院 難病指定医 多田　清一 内科 神経内科      

西村山郡朝日町大字宮宿８４３ 朝日町立病院 難病指定医 小林　達 内科       

西村山郡大江町大字左沢字前田８７６番地２９ 大江町あかざクリニック 難病指定医 小澤　迪喜 内科　循環器内科　消化器内科　泌尿器科

北村山郡大石田町大字大石田甲９３－４ 吾妻クリニック 協力難病指定医 吾妻　正章 外科       

最上郡金山町大字金山３２８ 桜クリニック 難病指定医 櫻本　基嗣 内科 消化器科      

最上郡金山町大字金山５４８番地２ 町立金山診療所 難病指定医 石川　成範 内科       

最上郡金山町大字金山５４８番地２ 町立金山診療所 難病指定医 手塚　裕之 内科       

最上郡最上町大字向町５３６－９ 永井医院 難病指定医 永井　俊一 内科 小児科 循環器科     

最上郡最上町大字向町６４－３ 最上町立最上病院 難病指定医 遠藤　昭博 内科       

最上郡最上町大字向町６４－３ 最上町立最上病院 難病指定医 佐藤　俊浩 内科       

最上郡最上町大字向町６４－３ 最上町立最上病院 難病指定医 原田　将 内科       

最上郡舟形町舟形３６５－１７ 舟形クリニック 難病指定医 武藤　明紀 泌尿器科 内科      

最上郡真室川町大字新町４６９－１ 町立真室川病院 難病指定医 池田　真士 内科       

最上郡真室川町大字新町４６９－１ 町立真室川病院 難病指定医 伊藤　徹 内科       

最上郡真室川町大字新町４６９－１ 町立真室川病院 難病指定医 杉原　保 内科

最上郡真室川町大字新町４６９－１ 町立真室川病院 難病指定医 室岡　久爾夫 整形外科       

最上郡大蔵村大字清水２３２５－３ 大蔵村診療所 難病指定医 荒川　光昭 内科 外科      

最上郡大蔵村大字清水２３２５－３ 大蔵村診療所 難病指定医 矢萩　舜 内科　消化器内科

最上郡鮭川村大字佐渡８３５ 佐藤医院 難病指定医 佐藤　一賢 内科       

東置賜郡高畠町大字福沢５９６番地の３ 上領眼科クリニック 難病指定医 上領　勝 眼科       

東置賜郡高畠町大字福沢５９６番地の３ 上領眼科クリニック 難病指定医 今野　伸弥 眼科       

東置賜郡高畠町大字高畠１１３５－２ 金子医院 協力難病指定医 金子　誠 内科 小児科 皮膚科 神経内科    

東置賜郡高畠町福沢南１１番地４ いからし内科クリニック 難病指定医 五十嵐　浩太郎 消化器科       

東置賜郡高畠町大字高畠５２６－３ 医療法人かすかわ醫院 協力難病指定医 粕川　俊彦 内科 外科      

東置賜郡高畠町大字高畠３８６ 公立高畠病院 難病指定医 朝比奈　一三 整形外科       

東置賜郡高畠町大字高畠３８６ 公立高畠病院 難病指定医 五十嵐　彰 内科       
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※難病指定医は、医療費助成申請時の新規申請用、更新申請用いずれの診断書も作成できる。
※協力難病指定医は、医療費助成申請時の更新申請用のみ診断書を作成できる。

医療機関所在地 医療機関名 指定医区分 氏名 診療科名

難病指定医・協力難病指定医一覧

東置賜郡高畠町大字高畠３８６ 公立高畠病院 難病指定医 石川　孝志 小児科       

東置賜郡高畠町大字高畠３８６ 公立高畠病院 難病指定医 石田　卓也 外科

東置賜郡高畠町大字高畠３８６ 公立高畠病院 難病指定医 泉谷　健 泌尿器科       

東置賜郡高畠町大字高畠３８６ 公立高畠病院 難病指定医 小川　哲司 産婦人科       

東置賜郡高畠町大字高畠３８６ 公立高畠病院 難病指定医 齋藤　博文 脳神経外科       

東置賜郡高畠町大字高畠３８６ 公立高畠病院 難病指定医 南幅　修 循環器内科       

東置賜郡高畠町大字福沢字鎌塚台１６３－１ たかはた内科医院 協力難病指定医 門脇　仁 内科 消化器内科 内分泌内科     

東置賜郡川西町大字西大塚１６２０－４ 置賜・整形外科　まつきクリニック 難病指定医 松木　宏史 整形外科       

東置賜郡川西町大字西大塚１４０１－１ いなげ内科呼吸器内科医院 難病指定医 稲毛　稔 内科、呼吸器内科       

東置賜郡川西町大字西大塚１６２３－１ おきたまフラワークリニック 協力難病指定医 渋間　久 内科　外科

東置賜郡川西町大字上小松９１５－５ 医療法人社団きじまキッズクリニック 協力難病指定医 木島　一己 小児科       

東置賜郡川西町上小松１０６８－６ 斎藤内科循環器科クリニック 難病指定医 齋藤　哲夫 内科 循環器科      

東置賜郡川西町大字下奥田字穴澤平３７９６－２０ 川西湖山病院 協力難病指定医 乾　清重 内科       

東置賜郡川西町大字下奥田字穴澤平３７９６－２０ 川西湖山病院 協力難病指定医 小肥　実 内科       

東置賜郡川西町大字上小松２９１８番地の２ 公立置賜川西診療所 難病指定医 山田　昌弘 総合診療科

東置賜郡川西町大字西大塚２０００ 公立置賜総合病院 難病指定医 浅野　敬史 耳鼻咽喉科

東置賜郡川西町大字西大塚２０００ 公立置賜総合病院 難病指定医 安孫子　正美 呼吸器外科       

東置賜郡川西町大字西大塚２０００ 公立置賜総合病院 難病指定医 阿部　明彦 泌尿器科

東置賜郡川西町大字西大塚２０００ 公立置賜総合病院 難病指定医 岩山　忠輝 循環器科       

東置賜郡川西町大字西大塚２０００ 公立置賜総合病院 難病指定医 梅原　松樹 消化器内科

東置賜郡川西町大字西大塚２０００ 公立置賜総合病院 難病指定医 江口　英行 内科（糖尿病・内分泌）       

東置賜郡川西町大字西大塚２０００ 公立置賜総合病院 難病指定医 遠藤　誠一 整形外科

東置賜郡川西町大字西大塚２０００ 公立置賜総合病院 難病指定医 菊地　憲明 形成外科       

東置賜郡川西町大字西大塚２０００ 公立置賜総合病院 難病指定医 栗村　正之 神経内科       

東置賜郡川西町大字西大塚２０００ 公立置賜総合病院 難病指定医 齋藤　孝治 消化器内科       

東置賜郡川西町大字西大塚２０００ 公立置賜総合病院 難病指定医 齋藤　吉彦 消化器内科       

東置賜郡川西町大字西大塚２０００ 公立置賜総合病院 難病指定医 櫻井　真一 耳鼻咽喉科       

東置賜郡川西町大字西大塚２０００ 公立置賜総合病院 難病指定医 佐々木　敏樹 内科       

東置賜郡川西町大字西大塚２０００ 公立置賜総合病院 難病指定医 佐藤　英之 消化器内科       

東置賜郡川西町大字西大塚２０００ 公立置賜総合病院 難病指定医 鹿間　幸弘 神経内科       

東置賜郡川西町大字西大塚２０００ 公立置賜総合病院 難病指定医 神部　良太 心臓血管外科       

東置賜郡川西町大字西大塚２０００ 公立置賜総合病院 難病指定医 鈴木　郁子 血液内科       

東置賜郡川西町大字西大塚２０００ 公立置賜総合病院 難病指定医 仙道　大 小児科       

東置賜郡川西町大字西大塚２０００ 公立置賜総合病院 難病指定医 大楽　勝之 整形外科       

東置賜郡川西町大字西大塚２０００ 公立置賜総合病院 難病指定医 髙野　潤 消化器内科       

東置賜郡川西町大字西大塚２０００ 公立置賜総合病院 難病指定医 高村　浩 眼科       

東置賜郡川西町大字西大塚２０００ 公立置賜総合病院 難病指定医 武田　忠 消化器内科

東置賜郡川西町大字西大塚２０００ 公立置賜総合病院 難病指定医 土谷　大輔 脳神経外科       

東置賜郡川西町大字西大塚２０００ 公立置賜総合病院 難病指定医 手塚　尚広 産婦人科       

東置賜郡川西町大字西大塚２０００ 公立置賜総合病院 難病指定医 中島　拓 整形外科       
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難病指定医・協力難病指定医一覧

東置賜郡川西町大字西大塚２０００ 公立置賜総合病院 難病指定医 新関　武史 循環器内科

東置賜郡川西町大字西大塚２０００ 公立置賜総合病院 難病指定医 新野　弘樹 腎臓内科       

東置賜郡川西町大字西大塚２０００ 公立置賜総合病院 難病指定医 林　雅弘 整形外科       

東置賜郡川西町大字西大塚２０００ 公立置賜総合病院 難病指定医 平間　紀行 内科（呼吸器）       

東置賜郡川西町大字西大塚２０００ 公立置賜総合病院 難病指定医 布山　繁美 病理科

東置賜郡川西町大字西大塚２０００ 公立置賜総合病院 難病指定医 古山　政幸 小児科       

東置賜郡川西町大字西大塚２０００ 公立置賜総合病院 難病指定医 本間　龍介 整形外科       

東置賜郡川西町大字西大塚２０００ 公立置賜総合病院 難病指定医 山川　淳一 整形外科       

東置賜郡川西町大字西大塚２０００ 公立置賜総合病院 難病指定医 渡辺　晋一郎 消化器内科       

東置賜郡川西町大字中小松２２１５－１ 柄沢医院 難病指定医 柄澤　哲 消化器内科       

西置賜郡小国町大字あけぼの二丁目７番１２号 あけぼのブナの森診療所 難病指定医 早坂　麻美 内科　呼吸器内科　アレルギー科

西置賜郡小国町大字あけぼの１－１ 小国町立病院 難病指定医 伊藤　宏 内科       

西置賜郡白鷹町大字十王字塩田５０５９－１３ 医療法人社団聰明会みゆき整形外科クリニック 難病指定医 齋藤　聰 整形外科       

西置賜郡白鷹町大字荒砥甲５０１ 白鷹町立病院 難病指定医 木村　真五 外科       

西置賜郡白鷹町大字荒砥甲５０１ 白鷹町立病院 難病指定医 柴田　裕次 内科       

西置賜郡白鷹町大字荒砥甲５０１ 白鷹町立病院 難病指定医 髙橋　一二三 内科       

西置賜郡白鷹町大字荒砥甲５０１ 白鷹町立病院 難病指定医 藤島　丈 外科       

東田川郡三川町大字青山字外川原２３４－１ 医療法人あい友会あい庄内クリニック 難病指定医 伊藤　克哉 内科

東田川郡三川町大字青山字外川原２３４－１ 医療法人あい友会あい庄内クリニック 難病指定医 齊藤　佳寿 内科

東田川郡三川町大字横山字堤３９番 医療法人社団愛陽会三川病院 難病指定医 中野　知恵子 精神科

東田川郡三川町大字横山字堤３９番 医療法人社団愛陽会三川病院 難病指定医 錦織　靖 精神科 神経科 心療内科     

東田川郡三川町大字横山字袖東４－９ 協立三川診療所 難病指定医 猪股　昭夫 内科 心臓血管外科      

東田川郡庄内町松陽１－１－１ 医療法人徳洲会庄内余目病院 難病指定医 伊﨑　堅志 脳神経外科       

東田川郡庄内町松陽一丁目１番地１ 医療法人徳洲会庄内余目病院 難病指定医 小野　龍宣 外科

東田川郡庄内町松陽１－１－１ 医療法人徳洲会庄内余目病院 難病指定医 海野　航 糖尿病内科       

東田川郡庄内町松陽１－１－１ 医療法人徳洲会庄内余目病院 難病指定医 菊池　正 循環器内科       

東田川郡庄内町松陽１－１－１ 医療法人徳洲会庄内余目病院 難病指定医 嶌田　泰之 心臓血管外科       

東田川郡庄内町松陽１－１－１ 医療法人徳洲会庄内余目病院 難病指定医 張　一光 外科       

東田川郡庄内町松陽１－１－１ 医療法人徳洲会庄内余目病院 難病指定医 西邨　俊吾 腎臓内科       

東田川郡庄内町松陽１－１－１ 医療法人徳洲会庄内余目病院 難病指定医 宮本　光理 整形外科       

東田川郡庄内町松陽１－１－１ 医療法人徳洲会庄内余目病院 難病指定医 森　修司 内科       

東田川郡庄内町松陽一丁目１番地１ 医療法人徳洲会庄内余目病院 難病指定医 横山　義信 外科

東田川郡庄内町余目字土堤下１９－３ 森田内科クリニック 難病指定医 森田　義宏 内科 糖尿病内科 内分泌内科     

東田川郡庄内町余目字猿田９２番地の１２ 古谷眼科クリニック 難病指定医 古谷　宏子 眼科       

東田川郡庄内町余目字町２６５ 医療法人社団天真堂菅原医院 協力難病指定医 菅原　源也 内科       

東田川郡庄内町狩川字小野里１１７ 奥山医院 協力難病指定医 奥山　綏夫 内科 外科      

東田川郡庄内町余目字町１５－１ かとう医院 難病指定医 加藤　久仁彦 内科 循環器科      

東田川郡庄内町清川字腹巻野４５－１ 成澤医院 協力難病指定医 成澤　辰男 内科 外科 胃腸科     

東田川郡庄内町南野字南浦９５－１ 阿部内科胃腸科医院 難病指定医 阿部　正和 内科 胃腸科      

飽海郡遊佐町遊佐字石田７ 順仁堂遊佐病院 協力難病指定医 佐藤　いづみ 内科 小児科      
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※難病指定医は、医療費助成申請時の新規申請用、更新申請用いずれの診断書も作成できる。
※協力難病指定医は、医療費助成申請時の更新申請用のみ診断書を作成できる。

医療機関所在地 医療機関名 指定医区分 氏名 診療科名

難病指定医・協力難病指定医一覧

飽海郡遊佐町遊佐字石田７ 順仁堂遊佐病院 協力難病指定医 佐藤　進 婦人科       
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