
富士吉田市
医療機関名 医師名 標榜診療科 住所 電話番号

天野医院 天野　隆三 内科・外科・整形外科 〒 403-0004 富士吉田市下吉田1-7-19 0555-22-4800

いしだ女性クリニック 石田　珠明 婦人科・産科 〒 403-0005 富士吉田市上吉田2-5-1Q-STA5F0555-25-7100

大田屋外科医院 佐藤　満
外科・整形外科・内科・胃腸科・
肛門科・皮膚科・泌尿器科

〒 403-0005 富士吉田市上吉田5-8-3 0555-24-0678

大戸耳鼻咽喉科医院 大戸　武久 耳鼻咽喉科 〒 403-0004 富士吉田市下吉田5-11-7 0555-22-0268

奥脇医院 奥脇　秀一郎
胃腸科・内科・外科・肛門科・
泌尿器科・皮膚科

〒 403-0004 富士吉田市下吉田859 0555-22-0129

皆春堂　田辺医院 田辺　誠 胃腸科・消化器科・内科 〒 403-0004 富士吉田市下吉田2-14-28 0555-22-0140

加賀谷医院 加賀谷　武 産婦人科・内科・小児科 〒 403-0005 富士吉田市上吉田3032-1 0555-23-2450

かわむらクリニック 川村　喜太郎 内科・循環器科 〒 403-0005 富士吉田市上吉田844-7 0555-20-1180

クリニック小林 小林　智人 消化器内科 〒 403-0016 富士吉田市松山5-11-6 0555-24-5585

くわざわクリニック 桑澤　二郎 内科・脳神経外科 〒 403-0005 富士吉田市上吉田2-13-2 0555-30-0133

雙寿会　ことぶき診療所 田邉　好英 内科・外科・小児科・小児外科 〒 403-0001 富士吉田市上暮地 0555-22-9011

小林眼科医院 小林　寛 眼科 〒 403-0017 富士吉田市新西原1-3-18 0555-24-1166

さいとう眼科クリニック 齋藤　克也 眼科 〒 403-0004 富士吉田市下吉田1150-1 0555-72-9111

ささき頭痛・脳神経クリニック 佐々木　健
脳神経外科・
リハビリテーション科

〒 403-0015 富士吉田市ときわ台1-1-23 0555-72-8877

佐藤医院 佐藤　九十九 内科・小児科 〒 403-0004 富士吉田市下吉田4-13-17 0555-22-5321

新西原クリニック 鈴木　博 内科・胃腸科・外科・肛門科 〒 403-0005 富士吉田市上吉田4259-2 0555-24-9911

鈴木医院 鈴木　孝男 婦人科・小児科 〒 403-0017 富士吉田市新西原3-9-8 0555-23-7075

鈴木内科クリニック 鈴木　哲男 内科・循環器科 〒 403-0012 富士吉田市旭5-1-38 0555-30-0016

髙田内科クリニック 髙田　健右
内科・消化器科・腎臓内科・
アレルギー科・循環器科

〒 403-0005 富士吉田市上吉田4203-2 0555-20-1760

高橋外科医院 高橋　常和 外科・内科 〒 403-0005 富士吉田市上吉田3626-8 0555-22-5200

高橋皮膚科医院 高橋　省三 皮膚科 〒 403-0017 富士吉田市新西原1-27-1 0555-24-6000

つゆきこどもクリニック 露木　和光 小児科・内科 〒 403-0004 富士吉田市下吉田8-18-29 0555-24-8301

トモエ医院 刑部　光太郎 消化器内科・循環器内科 〒 403-0005 富士吉田市上吉田2-10-22 0555-22-0589

内藤医院 内藤　雄一 内科・小児科・循環器科 〒 403-0004 富士吉田市下吉田3-9-13 0555-22-0162

羽田医院 羽田　治夫 内科 〒 403-0004 富士吉田市下吉田2-2-18 0555-22-0015

羽田レディースクリニック 羽田　義信 産婦人科・小児科・内科 〒 403-0005 富士吉田市上吉田6-10-14 0555-30-0311

深澤医院 深澤　雅典
内科・小児科・婦人科・皮膚科・
リハビリテーション科

〒 403-0004 富士吉田市下吉田879 0555-24-1183

富士彩クリニック 三澤　正男 形成外科 〒 403-0007 富士吉田市中曽根3-2-43 0555-28-6222

ふじさん腎臓内科クリニック 津金澤　浩彦 腎臓内科・人工透析内科・内科 〒 403-0017 山梨県富士吉田市新西原2丁目32-80555-22-6501

富士の森クリニック 渡辺　憲一 内科・小児科・消化器科 〒 403-0005 富士吉田市上吉田7-12-14 0555-30-5522

小池　康

山口　孝治

蓬萊整形外科 渡辺　森久
整形外科・内科・
リハビリテーション科・泌尿器科

〒 403-0004 富士吉田市下吉田1-3-21 0555-22-0019

保坂内科クリニック 保坂　嘉之 内科 〒 403-0004 富士吉田市下吉田5-25-20 0555-22-5070

郵便番号

山梨赤十字病院医療連携登録医一覧

ふじよしだ勝和クリニック 人工透析内科・腎臓内科・外科 403-0005〒 富士吉田市上吉田997-1 0555-24-8343



堀内産婦人科医院 堀内　裕 産婦人科・内科・小児科 〒 403-0004 富士吉田市下吉田1422-2 0555-22-1151

宮下医院 宮下　智之
内科・外科・呼吸器科・
消化器科・肛門科

〒 403-0003 富士吉田市大明見295 0555-22-5687

吉田医院 刑部　利雄 小児科・内科 〒 403-0007 富士吉田市中曽根1-5-10 0555-22-0142

よねやまクリニック 米山　公造 内科・外科・消化器科・肛門科 〒 403-0004 富士吉田市下吉田5-22-51 0555-30-0238

小俣　昌大

吉田　徹

渡辺整形外科 渡邉　洋 整形外科 〒 403-0011 富士吉田市新倉2671-3 0555-24-5330

富士河口湖町
医療機関名 医師名 標榜診療科 郵便番号 住所 電話番号

青木医院 青木　明 内科・小児科 〒 401-0302 富士河口湖町小立7205 0555-72-0777

いしはらクリニック 石原　俊秀 小児科 〒 401-0301 富士河口湖町船津584-1 0555-72-5666

小佐野医院 小佐野　廉 内科・婦人科 〒 401-0301 富士河口湖町船津1444-3 0555-72-0576

勝山診療所 穂坂　路男 内科・心療内科 〒 401-0310 富士河口湖町勝山4575-10 0555-20-9333

河口湖みみ・はな・のどクリ

ニック
石橋　淳 耳鼻咽喉科・アレルギー科 〒 401-0302 富士河口湖町小立3326-8 0555-73-8433

小舘クリニック 小舘　秀介 内科 〒 401-0301 富士河口湖町船津7445-2 0555-83-5060

駒谷整形外科 駒谷　壽一
整形外科・リハビリテーション
科・　リウマチ科

〒 401-0304 富士河口湖町河口1723-1 0555-76-7676

外川医院 外川　信
内科・小児科・アレルギー科・
放射線科

〒 401-0301 富士河口湖町船津3425 0555-72-0766

ひろこどもクリニック 横田　博 小児科 〒 401-0301 山梨県富士河口湖町船津4940-1 0555-28-5633

フジ河口湖クリニック 廣田　健児
整形外科・リハビリテーション
科・　胃腸内科・リウマチ科

〒 401-0301 富士河口湖町船津6887 0555-72-3298

富士高原診療所 森谷　朋子 内科・小児科 〒 401-0301 富士河口湖町富士ヶ嶺1219-1 0555-89-2511

富士ニコニコクリニック 渡邊　善一郎 小児科・皮膚科・内科 〒 401-0301 富士河口湖町船津1287 0555-72-3370

宮下医院 宮下　岳夫 内科・循環器科 〒 401-0301 富士河口湖町船津1500 0555-72-0320

山岸　松樹

重松　千普

渡辺医院 渡辺　泰猛 産婦人科・内科・小児科 〒 401-0301 富士河口湖町船津1496 0555-72-2835

渡辺眼科 渡辺　逸郎 眼科 〒 401-0301 富士河口湖町船津2088-3 0555-72-5505

渡辺クリニック 渡辺　洋一 内科 〒 401-0301 富士河口湖町船津1501-3 0555-73-3000

忍野村
医療機関名 医師名 標榜診療科 住所 電話番号

あまの診療所 天野　泰嗣 内科・小児科・心療内科 〒 401-0511 南都留郡忍野村忍草1400-35 0555-84-8383

三浦医院 三浦　武 内科・小児科 〒 401-0512 南都留郡忍野村内野4802 0555-84-2040

山中湖村
医療機関名 医師名 標榜診療科 住所 電話番号

平野診療所 田邉　好英 内科・外科・小児科 〒 401-0502 南都留郡山中湖村平野141-1 0555-65-8229

山中湖村診療所 鄒　旺燁 内科・外科・小児科 〒 401-0501 南都留郡山中湖村山中12 0555-62-2436

都留市
医療機関名 医師名 標榜診療科 住所 電話番号

心光会　磯部医院 磯部　弥生 産婦人科 〒 402-0052 都留市中央1-1-15 0554-43-4121

郵便番号

0555-24-1171

郵便番号

富士吉田市上吉田1166-5

富士河口湖町船津1197-1 0555-72-2671

郵便番号

楽々堂整形外科
整形外科・リウマチ科・
リハビリテーション科

〒 403-0005

山岸クリニック 内科・外科 〒 401-0301



大戸内科医院 大戸　一志 内科・消化器科 〒 402-0052 都留市中央2-3-5 0554-45-3188

須藤整形外科医院 須藤　利行 内科・小児科・整形外科 〒 402-0004 都留市古川渡3 0554-43-3151

医療法人　誠仁会

武井クリニック
武井　治郎

内科・小児科・皮膚科・アレル
ギー科

〒 402-0025 都留市法能669 0554-45-6811

つる内科クリニック 下田　弘倫 内科 〒 402-0053 都留市上谷1466-1 0554-45-1003

濱本　敏明 内科・消化器科・泌尿器科・小児科

大安　一也 皮膚科・脳神経外科 〒 402-0031 都留市十日市場958-1 0554-20-8010

別府　秀幸 リハビリテーション科

医療法人社団
富士渡辺内科

渡辺　真樹子
内科・神経内科・循環器内科・
糖尿病内科

〒 402-0056 都留市つる3-7-5 0554-45-8881

水島医院 水島　和一郎 内科・小児科 〒 402-0034 都留市桂町815-1 0554-56-8220

西桂町
医療機関名 医師名 標榜診療科 郵便番号 住所 電話番号

しまだ医院 小田切　理純 内科・消化器内科 〒 403-0022 南都留郡西桂町小沼1710-1 0555-25-2388

医療法人　山角会

富士吉田診療所
山角　博 精神科 〒 403- 南都留郡西桂町下暮地184 0555-25-3661

大月市
医療機関名 医師名 標榜診療科 住所 電話番号

黒田医院 黒田　政彦 内科 〒 409-0614 大月市猿橋町猿橋249-2 0554-22-0811

すずき整形外科医院 鈴木　昌則
整形外科・リハビリテーション
科・　リウマチ科・内科

〒 401-0012 大月市御太刀2-8-8 0554-22-6500

稚枝子おおつきクリニック 武者　稚枝子 婦人科、内科 〒 401-0013 大月市大月1-8-5 0554-56-7766

はちすか整形外科クリニック 蜂須賀　所明
整形外科・リウマチ科・リハビリ
科

〒 401-0011 大月市駒橋1-2-36 0554-22-1117

医療法人　陽明会

初狩クリニック
小林　章一 内科・小児科・整形外科 〒 401-0022 大月市初狩町中初狩108-1 0554-25-3211

古藤　正典

小俣　二也

堀田医院 堀田　ふつみ 内科・小児科 〒 401-0013 大月市大月1-5-20 0554-22-0113

真木医院 山岡　貴行 総合内科・皮膚科 〒 401-0016 大月市大月町真木2185-1 0554-22-5060

武者医院 武者　吉英
産婦人科・内科・小児科・皮膚
科・泌尿器科

〒 401-0013 大月市大月1-15-18 0554-23-1166

渡辺　芳江

渡辺　剛

鳴沢村
医療機関名 医師名 標榜診療科 郵便番号 住所 電話番号

なるさわクリニック 稲垣　智也
内科・外科・呼吸器内科・呼吸
器外科・アレルギー科・皮膚科

〒 401-0320 山梨県南都留郡鳴沢村2126-1 0555-25-7571

道志村　
医療機関名 医師名 標榜診療科 郵便番号 住所 電話番号

道志村国民健康保険診療所 松田　潔 内科・外科・救急科 〒 ４０２－０２１２ 南都留郡道志村７７１０ 0554-52-2040

大月市大月1-17-23 0554-22-1450

わたなべクリニック
耳鼻咽喉科・アレルギー科・内
科

〒 409-0614 大月市猿橋町猿橋184 0554-22-2428

東桂メディカルクリニック

郵便番号

富士厚生会　富士厚生クリニック 内科・泌尿器科・麻酔科 〒 401-0011


