
（令和３年５月１日現在）

市町村別 医療機関名称 医療機関所在地（住所） 電話番号

山形市 早坂内科循環器科医院 山形市あかねケ丘２－１０－２ 023-645-2223

山形市 芳賀胃腸科内科クリニック 山形市あこや町２ー１５ー１ 023-624-8686

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

山形市 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 山形市沖町７９－１ 023-682-1111

山形市 山口ハートクリニック 山形市花楯２－５０－３ 023-615-2215

山形市 セントラルクリニック 山形市吉原３－１０－１７ 023-647-3837

山形市 荒井小児科医院 山形市久保田１丁目４－２７ 023-674-8357

山形市 板坂胃腸科内科クリニック 山形市江俣４－６－２３ 023-682-2121

山形市 医療法人篠田好生会篠田総合病院 山形市桜町２－６８ 023-623-1711

山形市 医療法人社団松柏会至誠堂総合病院 山形市桜町７－４４ 023-622-7181

山形市 大島医院 山形市桜田西４－１－１４ 023-641-6419

山形市 いしい腎泌尿器科クリニック 山形市桜田西４丁目１７番４９号 023-616-3601

山形市 さいとう脳神経・内科クリニック 山形市桜田東１丁目１４－１８ 023-666-6904

山形市 山形市立病院済生館 山形市七日町１－３－２６ 023-625-5555

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

山形市 大沼産婦人科医院 山形市十日町１－３－２６ 023-622-0243

山形市 村田内科医院 山形市十日町４丁目７－２３メディカルプラザ十日町３Ｆ 023-633-5580

山形市 医療法人城西医院 山形市春日町１３－２７ 023-644-0276

山形市 田中皮膚科医院 山形市春日町２－２６ 023-645-1235

山形市 医療法人真理子レディースクリニック 山形市小姓町６番３５号 023-632-0666

山形市 わだ心療内科クリニック 山形市小白川町四丁目３番２４号 023-624-0246

山形市 もんま内科皮ふ科医院 山形市小立２－７－２０ 023-625-8811

山形市 きくち内科医院 山形市松見町１６－２４ 023-664-1285

山形市 山形県職員診療所 山形市松波２－８－１ 023-630-3005

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

山形市 医療法人社団大道寺内科医院 山形市上町３－１１－４ 023-644-7555

山形市 しろにし診療所 山形市城西町４丁目２７－２５ 023-643-2017

山形市 島﨑クリニック 山形市城西町５－３－５ 023-645-6162

山形市 かわしま内科循環器科クリニック 山形市城西町５丁目２９－２２ 023-646-7220

山形市 医療法人社団至誠会大泉胃腸科内科クリニック 山形市城西町五丁目２１番１５号 023-643-9021

山形市 みさわクリニック 山形市城南町３－５－２８ 023-647-3301

山形市 平林耳鼻科皮膚科医院 山形市成沢西２ー９ー３ 023-695-3010

山形市 林内科・レディースクリニック 山形市成沢西２丁目１番２１号 023-688-8681

山形市 塩見整形 山形市成沢西一丁目２番６号 023-674-8585

山形市 やさく医院 山形市成沢西五丁目６番２２号 023-688-1771

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

山形市 板垣クリニック 山形市成沢西四丁目４番５号 023-689-9588

山形市 一般財団法人全日本労働福祉協会東北支部山形健診センター 山形市西崎４９－６ 023-673-0707

山形市 山田菊地医院 山形市西田２－１－２７ 023-643-5500

山形市 橘医院 山形市西田四丁目９番１６号 023-645-4265

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

山形市 松本内科クリニック 山形市双葉町２－１－２２ 023-676-5566

山形市 にとうべ内科 山形市大字松原４８８－１８ 023-665-5600

山形市 かとう内科クリニック 山形市大字千手堂字大門９６番地１ 023-687-1706

山形市 さとこ女性クリニック 山形市大字中野４１０３ 023-687-0213

山形市 川越医院 山形市大手町９番２５号 023-641-6467

山形県内の禁煙治療実施医療機関一覧

村山地域（９５施設）
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山形市 ブレインクリニック妻沼 山形市嶋南２丁目７－３ 023-665-1551

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

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

山形市 矢吹病院 山形市嶋北四丁目５－５ 023-682-8566

山形市 医療法人社団小白川至誠堂病院 山形市東原町一丁目１２番２６号 023-641-6075

山形市 いがらし内科循環器科クリニック 山形市銅町２ー２４ー５ 023-615-6050

山形市 南館クリニック 山形市南館四丁目１番４５号 023-647-7555

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

山形市 本町矢吹クリニック 山形市本町一丁目６－１７ 023-615-1877

山形市 武田内科胃腸科医院 山形市鈴川町３－１５－６１ 023-628-0508

上山市 上山ファミリークリニック 上山市河崎１－２－３９ 023-673-1680

上山市 新田クリニック 上山市金生１丁目１５番１０号 023-672-8001

上山市 軽井沢クリニック 上山市軽井沢２丁目３番２９号 023-674-7300

上山市 長岡医院 上山市沢丁９－１３ 023-672-0308

上山市 青山医院 上山市八日町４番２１号 023-672-7777

上山市 みゆき会病院 上山市弁天２丁目２番１１号 023-672-8282

天童市 医療法人篠田好生会天童温泉篠田病院 天童市鎌田一丁目７番１号 023-653-5711

天童市 神村内科医院 天童市鍬ノ町一丁目３番２２号 023-654-0300

天童市 三條外科胃腸科医院 天童市五日町１－３－７ 023-654-2836

天童市 藤山医院 天童市大字荒谷９１ 023-653-2897

天童市 いがらしクリニック 天童市東長岡２－８－８ 023-658-1123

天童市 宮脇医院 天童市東本町３－４－１３ 023-653-5005

天童市 さとうウィメンズクリニック 天童市南小畑４－１－１ 023-652-1117

天童市 さいとう内科胃腸科クリニック 天童市南町２－１０－５ 023-658-6622

天童市 武田耳鼻咽喉科 天童市老野森２－１５－１８ 023-652-2233

山辺町 やまのべ藤田クリニック 東村山郡山辺町大字大塚８２３－１ 023-665-7003

寒河江市 寒河江市立病院 寒河江市大字寒河江字塩水８０ 0237-86-2101

寒河江市 大原医院 寒河江市大字西根字下堰５０９ 0237-86-8600

寒河江市 南さがえ病院 寒河江市大字島字島東８７番地２ 0237-85-6611

寒河江市 あきば医院 寒河江市末広町２－３３ 0237-86-4395

寒河江市 折居内科医院 寒河江市落衣前２－１ 0237-86-0330

河北町 斎藤医院 西村山郡河北町西里７５０－３ 0237-73-3810

河北町 工藤内科医院 西村山郡河北町大字溝延字西浦１２－１ 0237-72-7221

河北町 つかさ内科医院 西村山郡河北町谷地字月山堂４０８番１ 0237-84-7300

河北町 かほく紅花クリニック 西村山郡河北町谷地中央５丁目９－１５ 0237-85-0350

河北町 矢口泌尿器科内科クリニック 西村山郡河北町谷地中央一丁目３番７号 0237-73-3111

村山市 奥山内科循環器科クリニック 村山市駅西１９－１５ 0237-52-0380

村山市 甲州耳鼻咽喉科医院 村山市駅西１９番２６号 0237-55-8733

村山市 かるべクリニック 村山市楯岡新町４丁目９番６号 0237-53-0770

村山市 羽根田医院 村山市大字湯野沢１９２１番地 0237-54-3888

村山市 医療法人八鍬医院 村山市楯岡新高田９－２４ 0237-55-3425

東根市 北村山公立病院 東根市温泉町２－１５－１ 0237-42-2111

東根市 宮崎外科胃腸科クリニック 東根市宮崎１ー３ー３０ 0237-41-2357

東根市 大沼医院 東根市神町中央一丁目１１番１８号 0237-48-2830

東根市 医療法人社団明山会山形ロイヤル病院 東根市大森２－３－６ 0237-43-8080

東根市 山本内科医院 東根市中央四丁目５番２４号 0237-43-0180

東根市 宇賀神内科クリニック 東根市中央南一丁目６番２８号 0237-53-6961

尾花沢市 清治医院 尾花沢市上町六丁目３－１５ 0237-23-2125

尾花沢市 尾花沢市中央診療所 尾花沢市新町３－２－２０ 0237-23-2010
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新庄市 ハートクリニックひろの 新庄市下金沢町５番３３号 0233-29-7700

新庄市 山形県立新庄病院 新庄市若葉町１２－５５ 0233-22-5525

新庄市 きねぶち医院 新庄市十日町２７６４－１ 0233-23-5866

新庄市 こくの医院 新庄市泉田字泉田１０－１ 0233-25-2501

新庄市 三條医院 新庄市大手町５－１１ 0233-22-4053

新庄市 東山内科クリニック 新庄市東谷地田町２－６ 0233-28-1080

新庄市 医療法人土田医院 新庄市桧町１８－２ 0233-23-7011

金山町 町立金山診療所 最上郡金山町大字金山５４８番地２ 0233-52-2915

最上町 永井医院 最上郡最上町大字向町５３６ー９ 0233-46-1511

最上町 最上町立最上病院 最上郡最上町大字向町６４－３ 0233-43-2112

真室川町 姉﨑外科内科医院 最上郡真室川町大字新町１２５番地の３ 0233-62-2030

真室川町 町立真室川病院 最上郡真室川町大字新町４６９－１ 0233-62-2211

舟形町 舟形クリニック 最上郡舟形町舟形３６５番地１７ 0233-32-3300

大蔵村 大蔵村診療所 最上郡大蔵村大字清水２３２５－３ 0233-75-2355

最上地域（１４施設）
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米沢市 医療法人舟山病院 米沢市駅前２－４－８ 0238-23-4435

米沢市 さくらクリニック 米沢市塩井町塩野１４９５－５ 0238-26-1087

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

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

米沢市 きだ内科クリニック 米沢市金池六丁目４番１号 0238-22-1501

米沢市 くぼた診療所 米沢市窪田町窪田１３０６－１ 0238-37-6151

米沢市 松田外科医院 米沢市城西４－４－２５ 0238-21-1155

米沢市 医療法人社団根際会もり医院 米沢市成島町２－１－３５ 0238-23-2471

米沢市 米沢市立病院 米沢市相生町６－３６ 0238-22-2450

米沢市 石山内科クリニック 米沢市太田町５ー１５３０ー６７ 0238-39-2020

米沢市 田中クリニック 米沢市大字川井２３５６－１ 0238-28-3505

米沢市 医療法人堀内医院 米沢市大町３－６－７ 0238-22-2210

米沢市 医療法人　さの医院 米沢市中央３－４－３６ 0238-26-1020

米沢市 三友堂病院 米沢市中央６－１－２１９ 0238-24-3700

米沢市 医療法人大道寺医院 米沢市東３丁目４番４１号 0238-21-5353

米沢市 笹井内科クリニック 米沢市堀川町４番４１号 0238-22-5221

米沢市 たかだ内科 米沢市万世町金谷　６６６ 0238-26-9337

南陽市 公立置賜南陽病院 南陽市宮内１２０４ 0238-47-3000

南陽市 齋藤内科クリニック 南陽市宮内４６５２－１ 0238-47-2411

南陽市 医療法人　安日クリニック 南陽市郡山８７７－５ 0238-40-2240

南陽市 赤湯駅前クリニック 南陽市三間通１２６ー１１ 0238-43-7777

南陽市 後藤医院 南陽市赤湯３４２ 0238-43-2135

南陽市 大塚医院 南陽市赤湯３９３ 0238-40-3133

南陽市 トータルヘルスクリニック 南陽市椚塚１１８０－５ 0238-40-3406

高畠町 まつはし内科胃腸科クリニック 東置賜郡高畠町高畠２７６番地の８ 0238-51-0630

高畠町 公立高畠病院 東置賜郡高畠町大字高畠３８６ 0238-52-1500

高畠町 医療法人かすかわ醫院 東置賜郡高畠町大字高畠５２６－３ 0238-52-4288

高畠町 いからし内科クリニック 東置賜郡高畠町福沢南１１番地４ 0238-57-5777

川西町 川西湖山病院 東置賜郡川西町大字下奥田字穴澤平３７９６ー２０ 0238-54-2100

川西町 公立置賜川西診療所 東置賜郡川西町大字上小松２９１８ー２ 0238-42-2151

川西町 公立置賜総合病院 東置賜郡川西町大字西大塚２０００ 0238-46-5000

川西町 おきたまフラワークリニック 東置賜郡川西町大字西大塚１６２３－１ 0238-27-1620

長井市 医療法人社団仁陽会仁陽堂外田医院 長井市栄町１１番１７号 0238-84-2004

長井市 公立置賜長井病院 長井市屋城町２－１ 0238-84-2161

長井市 医療法人社団有朋会池田内科医院 長井市台町６－１ 0238-84-7333

長井市 医療法人社団梅津医院 長井市大町２番２７号 0238-88-2078

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

小国町 小国町立病院 西置賜郡小国町大字あけぼの１－１ 0238-61-1111

白鷹町 大森医院 西置賜郡白鷹町大字荒砥乙３２８２ 0238-85-3636

白鷹町 白鷹町立病院 西置賜郡白鷹町大字荒砥甲５０１ 0238-85-2155

飯豊町 飯豊町国民健康保険診療所 西置賜郡飯豊町大字椿３６５４－１ 0238-72-2300

置賜地域（４１施設）



（令和３年５月１日現在）

市町村別 医療機関名称 医療機関所在地（住所） 電話番号

山形県内の禁煙治療実施医療機関一覧

鶴岡市 心臓・血圧満天クリニック 鶴岡市のぞみ町５番１７号 0235-25-3222

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

鶴岡市 わかな内科医院 鶴岡市家中新町１１－４１ 0235-25-2585

鶴岡市 茅原クリニック 鶴岡市茅原町２６－２３ 0235-22-8777

鶴岡市 みやはらクリニック 鶴岡市三和町１番５３号 0235-23-3311

鶴岡市 藤吉内科医院 鶴岡市山王町１４－１５ 0235-23-0072

鶴岡市 中村内科胃腸科医院 鶴岡市新海町１４－２０ 0235-25-7800

鶴岡市 佐久間医院 鶴岡市西荒屋字川原田９８番地 0235-57-2123

鶴岡市 協立大山診療所 鶴岡市大山２－２６－３ 0235-33-1165

鶴岡市 佐藤診療所 鶴岡市湯温海甲１２７－１ 0235-43-2037

鶴岡市 医療法人石橋内科胃腸科医院 鶴岡市藤島字笹花４８－１５ 0235-64-2000

鶴岡市 医療法人社団愛康会こばやしクリニック 鶴岡市藤浪４丁目１１１番地２ 0235-64-5355

鶴岡市 鶴岡協立病院附属クリニック 鶴岡市文園町１１－３ 0235-28-1830

鶴岡市 石田内科医院 鶴岡市文園町１－５２ 0235-23-0002

鶴岡市 須田内科クリニック 鶴岡市宝田１ー９ー８６ 0235-26-7555

鶴岡市 犬塚医院 鶴岡市本町２丁目１１－１５ 0235-22-0283

鶴岡市 さくまクリニック 鶴岡市湯田川字中田８番地３ 0235-35-4455

酒田市 日本海総合病院 酒田市あきほ町３０番地 0234-26-2001

酒田市 浅野内科クリニック 酒田市あきほ町６５３ー９ 0234-22-1880

酒田市 石沢内科胃腸科医院 酒田市亀ケ崎２－２－５７ 0234-21-6110

酒田市 大井医院 酒田市亀ケ崎４－５－４６ 0234-26-1122

酒田市 いくま内科胃腸科クリニック 酒田市錦町５－３２－６９８ 0234-41-1855

酒田市 日本海八幡クリニック 酒田市小泉字前田３７番地 0234-64-3311

酒田市 丸岡医院 酒田市松原南１５－１ 0234-23-8166

酒田市 上田診療所 酒田市上野曽根字上中割７３ 0234-27-3306

酒田市 医療法人山本医院 酒田市新井田町１５－３ 0234-24-1856

酒田市 ほんまクリニック 酒田市新橋１－１４－１０ 0234-21-6055

酒田市 谷川内科クリニック 酒田市千石町２丁目１１番２７号 0234-25-0225

酒田市 近藤内科循環器クリニック 酒田市相生町１－６－２５ 0234-23-2002

酒田市 酒井医院 酒田市相生町２－５－４０ 0234-24-3135

酒田市 医療法人本間病院 酒田市中町３丁目５番２３号 0234-22-2556

酒田市 さとう内科クリニック 酒田市東泉町１ー１２ー５０ 0234-21-0155

酒田市 山容病院 酒田市浜松町１番７号 0234-33-3355

酒田市 菅原内科胃腸科医院 酒田市北新橋１－１３－５ 0234-26-1717

酒田市 吉田医院 酒田市本町１－２－６ 0234-22-0735

酒田市 宮部内科医院 酒田市本町１－５－１３ 0234-22-6660

庄内町 成澤医院 東田川郡庄内町清川字腹巻野４５－１ 0234-57-2030

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

■出典：東北厚生局ホームページ「施設基準届出受理状況（ニコチン依存症管理料）」

■ニコチン依存症管理料を含む「特掲診療料」に係る届出事項については、被保険者等の便宜に供するため、地方社会保険事務局及

び都道府県において閲覧に供するとともに、当該届出事項を適宜とりまとめて、保険者等に提供するよう努めることとなっていま

す。（厚労省保険局医療課長通知「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」保医発第０３０６００

３号（平成18年3月6日）より）

http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/03/dl/tp0314-1b03.pdf

庄内地域（３８施設）

　　　　　　　　○村山　（９５施設）　　最上（１４施設）　　置賜（４１施設）　　庄内（３８施設）　　　　　山形県内総数　　１８８施設　


