
山田ハートクリニック 400-0005 山梨県甲府市北新一丁目1-20 055-267-8700 ○

日原内科小児科医院 400-0006 山梨県甲府市天神町14-45 055-252-8786 ○

竹居医院 400-0007 山梨県甲府市美咲一丁目11-15 055-252-3908 ○

安村クリニック 400-0008 山梨県甲府市緑が丘二丁目2-16 055-252-7000 ○

なかむら内科クリニック 400-0016 山梨県甲府市武田三丁目3-11 055-255-1170 ○

(医)武田内科小児科医院 400-0017 山梨県甲府市屋形二丁目1-6 055-251-3663 ○

おかだ内科クリニック 400-0024 山梨県甲府市北口二丁目9-12 055-288-1801 ○

(医)箭本外科整形外科医院 400-0024 山梨県甲府市北口三丁目1-1 055-253-3532 ○

独立行政法人　地域医療機能推進
機構　山梨病院

400-0025 山梨県甲府市朝日3-11-16 055-252-8831 ○ ○ ○

宮澤医院 400-0026 山梨県甲府市塩部三丁目14-7 055-252-2850 ○

(医)前田内科クリニック 400-0026 山梨県甲府市塩部四丁目4-8 055-253-8528 ○

(医)藤原医院 400-0026 山梨県甲府市塩部四丁目15-16 055-252-2588 ○

(医)大久保内科呼吸器科クリニック 400-0031 山梨県甲府市丸の内一丁目19-18 055-235-2713 ○

 (一財)中村外科医院 400-0031 山梨県甲府市丸の内一丁目12-3 055-233-4106 ○

今井内科医院 400-0032 山梨県甲府市中央一丁目8-6 055-235-3268 ○

甲府共立病院 400-0034 山梨県甲府市宝1-9-1 055-226-3131 ○ ○ ○

たから内科心臓クリニック 400-0034 山梨県甲府市宝2-25-11 055-269-8355 ○

公益財団法人　山梨県健康管理事
業団

400-0034 山梨県甲府市宝一丁目4-16 055-225-2802 ○

山梨県厚生農業協同組合連合会山
梨県厚生連健康管理センター

400-0035 山梨県甲府市飯田1-1-26 055-223-3633 ○

(医)古川内科・皮フ科 400-0043 山梨県甲府市国母一丁目4-8 055-228-6100 ○

(医)いいづか医院 400-0043 山梨県甲府市国母一丁目6-17 055-233-0808 ○

(医)ふなやまペインクリニック 400-0043 山梨県甲府市国母一丁目22-20 055-221-1374 ○

(医)なかじま胃腸クリニック 400-0043 山梨県甲府市国母八丁目28-3 055-288-0001 ○

株式会社　クスリのサンロード 400-0045 山梨県甲府市後屋町452 055-243-1550 ○

こうふサザンクリニック 400-0047 山梨県甲府市徳行二丁目14-26 055-225-1133 ○
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(医)清水医院 400-0053 山梨県甲府市大里町2940 055-241-1181 ○

三神医院 400-0053 山梨県甲府市大里町2151-1 055-243-2861 ○

おおくにクリニック 400-0053 山梨県甲府市大里町5125 055-288-0092 ○

桜林内科消化器科医院 400-0058 山梨県甲府市宮原町1336-1 055-241-2619 ○

健友堂クリニック 400-0058 山梨県甲府市宮原町211-1 055-242-3120 ○

(医)ながまつ医院 400-0058 山梨県甲府市宮原町88-1 055-242-2015 ○

おさだクリニック 400-0064 山梨県甲府市下飯田二丁目4-6 055-236-3355 ○

内科小児科小野医院 400-0065 山梨県甲府市貢川二丁目2-11 055-228-8822 ○

(医)ほそだクリニック 400-0067 山梨県甲府市長松寺町1-3 055-228-6111 ○

(医)順聖クリニック 400-0073 山梨県甲府市湯村一丁目5-19 055-251-2121 ○

清水内科外科医院 400-0074 山梨県甲府市千塚四丁目9-16 055-252-3986 ○

(医)しまづ脳神経クリニック 400-0074 山梨県甲府市千塚五丁目13-21 055-254-1200 ○

(医)よこやま泌尿器在宅クリニック 400-0074 山梨県甲府市千塚1-5-24 055-252-7271 ○

双葉クリニック 400-0104 山梨県甲斐市竜地4710-1 0551-28-6789 ○

ふたば内科消化器科医院 400-0104 山梨県甲斐市竜地2795-10 0551-28-8227 ○

(医)赤坂台病院 400-0111 山梨県甲斐市竜王新町2150 055-279-0111 ○

(医)三枝病院 400-0111 山梨県甲斐市竜王新町1440 055-279-0222 ○

芦澤整形外科医院 400-0113 山梨県甲斐市富竹新田1501 055-276-8566 ○

竜王共立診療所 400-0113 山梨県甲斐市富竹新田231-1 055-279-8611 ○

竜王ファミリークリニック 400-0113 山梨県甲斐市富竹新田1757-1 055-276-2300 ○

（医）竜王リハビリテーション病院 400-0114 山梨県甲斐市万才287-7 055-276-1155 ○

芦沢内科小児科医院 400-0116 山梨県甲斐市玉川159-1 055-279-3355 ○

たわら内科クリニック 400-0117 山梨県甲斐市西八幡1191 055-276-5151 ○

(医)中沢クリニック 400-0118 山梨県甲斐市竜王3091-1 055-276-8111 ○

あすか在宅クリニック 400-0123 山梨県甲斐市島上条368 055-244-7022 ○

2/9ページ



動機付
け支援

積極的
支援

令和4年度特定健診・特定保健指導契約機関リスト（山梨県）

実施機関名
郵便
番号

所在地 電話番号

健診等の実施 （実施し
ているものに○）

特定健
康診査

特定保健指導

(医)ながせき頭痛クリニック 400-0124 山梨県甲斐市中下条1844-3 055-267-2211 ○

合同会社　やまなし健康・栄養サ
ポートセンター

400-0124 山梨県甲斐市中下条1324-5 055-234-5720 ○ ○

竜王みついクリニック 400-0126 山梨県甲斐市大下条1606-1 055-225-5081 ○

(医)竜王ペイン(痛み)クリニック 400-0126 山梨県甲斐市大下条1600-5 055-298-6666 ○

医療法人弘済会　宮川病院 400-0211 山梨県南ｱﾙﾌﾟｽ市上今諏訪1750 055-282-1107 ○

アルプス腎クリニック 400-0211 山梨県南ｱﾙﾌﾟｽ市上今諏訪732-2 055-269-7315 ○

医療法人　徳洲会　白根徳洲会病
院

400-0213 山梨県南ｱﾙﾌﾟｽ市西野2294-2 055-284-7803 ○ ○

井口クリニック 400-0215 山梨県南ｱﾙﾌﾟｽ市上八田140-89 055-285-7005 ○

(医)斉藤医院 400-0221 山梨県南ｱﾙﾌﾟｽ市在家塚1189 055-284-5771 ○

白根なかざわクリニック 400-0221 山梨県南ｱﾙﾌﾟｽ市在家塚52-6 055-280-8800 ○

こうの内科クリニック 400-0301 山梨県南ｱﾙﾌﾟｽ市桃園1688-3 055-283-8100 ○

(医)クリニックいのうえ 400-0304 山梨県南ｱﾙﾌﾟｽ市吉田1260-8 055-283-1311 ○

巨摩共立病院 400-0396 山梨県南ｱﾙﾌﾟｽ市桃園340 055-283-3131 ○

いやま整形外科クリニック 400-0404 山梨県南ｱﾙﾌﾟｽ市古市場175-1 055-282-8688 ○

笹本クリニック 400-0405 山梨県南ｱﾙﾌﾟｽ市下宮地433-1 055-282-4114 ○

(医)高原病院 400-0422 山梨県南ｱﾙﾌﾟｽ市荊沢255 055-282-1455 ○

志村内科医院 400-0422 山梨県南ｱﾙﾌﾟｽ市荊沢410 055-282-3646 ○

はなわクリニック 400-0501
山梨県南巨摩郡富士川町青柳町
1749-1

0556-20-8708 ○

峡南医療センター企業団　富士川
病院

400-0601
山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢
340-1

0556-22-3135 ○ ○ ○

公益社団法人　山梨県栄養士会 400-0805
山梨県甲府市酒折1-1-11 日星ﾋﾞ
ﾙ 4階

055-222-8593 ○ ○

杉田医院 400-0806 山梨県甲府市善光寺一丁目11-14 055-233-5251 ○

小沢外科内科医院 400-0806 山梨県甲府市善光寺一丁目25-7 055-233-7037 ○

(医)星野内科循環器科 400-0812 山梨県甲府市和戸町389-3 055-235-5225 ○

こいし糖尿病内科クリニック 400-0812 山梨県甲府市和戸町680 055-268-3305 ○

いわもと内科おなかクリニック 400-0813
山梨県甲府市向町202ｸﾞﾘｰﾝﾀｳﾝ
甲府東

055-244-7144 ○
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医療法人　慈光会　甲府城南病院 400-0831 山梨県甲府市上町753-1 055-243-6550 ○ ○ ○

(医)小林医院 400-0836 山梨県甲府市小瀬町3-4 055-241-5293 ○

(医)今井循環器呼吸器科 400-0851 山梨県甲府市住吉一丁目10-4 055-235-2278 ○

(医)ひろクリニック 400-0855
山梨県甲府市中小河原一丁目9-
12

055-241-2313 ○

原整形外科医院 400-0857 山梨県甲府市幸町6-15 055-233-8832 ○

古守医院 400-0857 山梨県甲府市幸町22-11 055-233-5230 ○

一般社団法人　甲府市医師会　健
康管理センター

400-0857 山梨県甲府市幸町14-6 055-226-6382 ○

(医)城東病院 400-0861 山梨県甲府市城東四丁目13-15 055-233-6411 ○

広瀬内科医院 400-0867 山梨県甲府市青沼3丁目5-5 055-232-2011 ○

(医)はちすか整形外科クリニック 401-0011 山梨県大月市駒橋一丁目2-36 0554-22-1117 ○

(医)すずき整形外科医院 401-0012 山梨県大月市御太刀二丁目8-8 0554-22-6500 ○

武者医院 401-0013 山梨県大月市大月一丁目15-18 0554-23-1166 ○

稚枝子おおつきクリニック 401-0013 山梨県大月市大月一丁目8-5 0554-56-7766 ○

(医)富士厚生クリニック 401-0013 山梨県大月市大月一丁目17-23 0554-22-1450 ○

(医)堀田医院 401-0013 山梨県大月市大月一丁目5-20 0554-22-0113 ○

地方独立行政法人　大月市立中央
病院

401-0015 山梨県大月市大月町花咲1225 0554-22-1251 ○

花田医院 401-0021 山梨県大月市初狩町下初狩3290 0554-25-6035 ○

(医)初狩クリニック 401-0022 山梨県大月市初狩町中初狩108-1 0554-25-3211 ○

渡辺医院 401-0301
山梨県南都留郡富士河口湖町船
津1496

0555-72-2835 ○

渡辺クリニック 401-0301
山梨県南都留郡富士河口湖町船
津1501-3

0555-73-3000 ○

宮下医院 401-0301
山梨県南都留郡富士河口湖町船
津1500

0555-72-0320 ○

小舘クリニック 401-0301
山梨県南都留郡富士河口湖町船
津7445-2

0555-83-5060 ○

山岸クリニック 401-0301
山梨県南都留郡富士河口湖町船
津1197-1

0555-72-2671 ○

青木医院 401-0302
山梨県南都留郡富士河口湖町小
立7205

0555-72-0777 ○

かわぐち湖ファミリークリニック 401-0302
山梨県南都留郡富士河口湖町小
立4115-1

0555-72-2000 ○
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勝山診療所 401-0310
山梨県南都留郡富士河口湖町勝
山4575-10

0555-20-9333 ○

なるさわクリニック 401-0320 山梨県南都留郡鳴沢村2126-1 0555-25-7571 ○

三浦医院 401-0512 山梨県南都留郡忍野村内野4802 0555-84-2040 ○

(医)武井クリニック 402-0025 山梨県都留市法能669 0554-45-6811 ○

(医)東桂メディカルクリニック 402-0031 山梨県都留市十日市場958-1 0554-20-8010 ○

(医)磯部医院 402-0052 山梨県都留市中央一丁目1-15 0554-43-4121 ○

山岸医院 402-0053 山梨県都留市上谷五丁目4ｰ14 0554-43-2067 ○

都留市立病院 402-0056 山梨県都留市つる五丁目1番55号 0554-45-1811 ○

ことぶき診療所 403-0001 山梨県富士吉田市上暮地5-8-16 0555-22-9011 ○

直光会宮下医院 403-0003 山梨県富士吉田市大明見6-1-6 0555-22-5687 ○

堀内産婦人科医院 403-0004 山梨県富士吉田市下吉田7-3-14 0555-22-1151 ○

蓬莱整形外科 403-0004 山梨県富士吉田市下吉田1-3-21 0555-22-0019 ○

よねやまクリニック 403-0004 山梨県富士吉田市下吉田5-22-51 0555-30-0238 ○

奥脇医院 403-0004 山梨県富士吉田市下吉田3-25-5 0555-22-0129 ○

羽田医院 403-0004 山梨県富士吉田市下吉田2-2-18 0555-22-0015 ○

保坂内科クリニック 403-0004 山梨県富士吉田市下吉田5-25-20 0555-22-5070 ○

天野医院 403-0004 山梨県富士吉田市下吉田1-7-19 0555-22-4800 ○

内藤医院 403-0004 山梨県富士吉田市下吉田3-9-13 0555-22-0162 ○

皆春堂　田辺医院 403-0004 山梨県富士吉田市下吉田2-14-28 0555-22-0140 ○

佐藤医院 403-0004 山梨県富士吉田市下吉田4-13-17 0555-22-5321 ○

新西原クリニック 403-0005 山梨県富士吉田市上吉田4259-2 0555-24-9911 ○

富士の森クリニック 403-0005 山梨県富士吉田市上吉田7-12-14 0555-30-5522 ○

髙田内科クリニック 403-0005 山梨県富士吉田市上吉田4203-2 0555-20-1760 ○

いしだ女性クリニック 403-0005
山梨県富士吉田市上吉田2-5-1
Qｽﾀ 5F

0555-25-7100 ○

トモエ医院 403-0005 山梨県富士吉田市上吉田2-10-22 0555-22-0589 ○
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羽田レディースクリニック 403-0005 山梨県富士吉田市上吉田6-10-14 0555-30-0311 ○

樂天堂整形外科 403-0005
山梨県富士吉田市上吉田2-5-1
富士急ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ5階

0555-21-1161 ○

くわざわクリニック 403-0005 山梨県富士吉田市上吉田2-13-2 0555-30-0133 ○

大田屋外科医院 403-0005 山梨県富士吉田市上吉田5-8-3 0555-24-0678 ○

吉田医院 403-0007 山梨県富士吉田市中曽根1-5-10 0555-22-0142 ○

鈴木内科クリニック 403-0012 山梨県富士吉田市旭5-1-38 0555-30-0016 ○

ささき頭痛・脳神経クリニック 403-0015 山梨県富士吉田市ときわ台1-1-23 0555-72-8877 ○

クリニック小林 403-0016 山梨県富士吉田市松山5-11-6 0555-24-5585 ○

深澤医院 403-0019 山梨県富士吉田市新町4-11-13 0555-24-1183 ○

しまだ医院 403-0022 山梨県南都留郡 西桂町小沼1710 0555-25-2388 ○

高橋外科医院 403-0032 山梨県富士吉田市上吉田東2-1-5 0555-22-5200 ○

かわむらクリニック 403-0032
山梨県富士吉田市上吉田東1-5-
51

0555-20-1180 ○

樂々堂整形外科 403-0032
山梨県富士吉田市上吉田東3-3-
30

0555-24-1171 ○

加賀谷医院 403-0032
山梨県富士吉田市上吉田東4-15-
34

0555-23-2450 ○

西川医院 404-0013 山梨県山梨市牧丘町窪平772 0553-35-2051 ○

甲州市大藤診療所 404-0031 山梨県甲州市塩山上粟生野13-1 0553-33-2649 ○

岡医院 404-0042 山梨県甲州市塩山上於曽273-1 0553-33-2583 ○

(医)加田クリニック 404-0043 山梨県甲州市塩山下於曽1133-2 0553-32-5507 ○

櫻林腎・内科クリニック 404-0044 山梨県甲州市塩山下塩後336-8 0553-39-9233 ○

(医)あめみや医院 404-0046 山梨県甲州市塩山上井尻1419 0553-32-5511 ○

鶴田クリニック 404-0047 山梨県甲州市塩山三日市場1965 0553-32-1151 ○

松里診療所 404-0047
山梨県甲州市塩山三日市場1982-
1

0553-39-8333 ○

飯島医院 405-0006 山梨県山梨市小原西5 0553-22-0015 ○

中山クリニック 405-0007 山梨県山梨市七日市場849-1 0553-34-5455 ○

廣瀬醫院 405-0011 山梨県山梨市三ヶ所1141 0553-20-1555 ○
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坂の上クリニック 405-0012 山梨県山梨市東後屋敷986-8 0553-20-1860 ○

つつじクリニック 405-0015 山梨県山梨市下石森1338-25 0553-20-8188 ○

(医)寺本医院 405-0017 山梨県山梨市下神内川208-3 0553-22-0121 ○

社会医療法人　加納岩　加納岩総
合病院

405-0018 山梨県山梨市上神内川1309 0553-22-6351 ○

(医)武井医院 405-0018 山梨県山梨市上神内川174 0553-22-0029 ○

山梨市立産婦人科医院 405-0018 山梨県山梨市上神内川172 0553-20-1230 ○

秋元医院 405-0033 山梨県山梨市落合548 0553-22-7522 ○

中里内科クリニックＤＭ 405-0072 山梨県笛吹市一宮町本都塚148-1 0553-47-7222 ○

弦間医院 405-0073 山梨県笛吹市一宮町末木864-2 0553-47-0510 ○

医療法人　桃花会　一宮温泉病院 405-0077 山梨県笛吹市一宮町坪井1745 0553-47-3131 ○

(医)三科医院 406-0003 山梨県笛吹市春日居町桑戸698-1 0553-26-3377 ○

(一財)富士温泉病院 406-0004
山梨県笛吹市春日居町小松下河
原1177

0553-26-3331 ○

医療法人　石和温泉病院　クアハウ
ス石和

406-0023 山梨県笛吹市石和町八田330-5 055-263-7071 ○ ○ ○

清水内科クリニック 406-0028 山梨県笛吹市石和町駅前6-2 055-261-8887 ○

黒沢内科 406-0031 山梨県笛吹市石和町市部716-5 055-263-3400 ○

(医)玄風会小林医院 406-0031 山梨県笛吹市石和町市部1021 055-262-3185 ○

医療法人社団　協友会　笛吹中央
病院

406-0032
山梨県笛吹市石和町四日市場47-
1

055-262-2236 ○ ○ ○

磯山医院 406-0032
山梨県笛吹市石和町四日市場
2031-106

055-263-5777 ○

石和共立病院 406-0035 山梨県笛吹市石和町広瀬623 055-263-3131 ○

しむら医院 406-0041 山梨県笛吹市石和町東高橋131 055-262-0688 ○

三枝クリニック 406-0043 山梨県笛吹市石和町河内37-2 055-261-2555 ○

望月内科クリニック 406-0803 山梨県笛吹市御坂町井之上819-1 055-261-2220 ○

(医)篠原医院 406-0805 山梨県笛吹市御坂町栗合168 055-262-3006 ○

御坂共立診療所 406-0806 山梨県笛吹市御坂町八千蔵538-1 055-263-1655 ○

八代戸田内科クリニック 406-0831 山梨県笛吹市八代町高家304-1 055-265-3366 ○
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花の丘たちかわクリニック 406-0841 山梨県笛吹市境川町大坪103 055-266-8181 ○

境川診療所 406-0842 山梨県笛吹市境川町石橋2207-1 055-266-2012 ○

たのくらクリニック 407-0004 山梨県韮崎市藤井町南下條338 0551-21-3030 ○

(医)本町クリニック 407-0024 山梨県韮崎市本町二丁目19-3 0551-22-8741 ○

(医)いいのクリニック 407-0024 山梨県韮崎市本町二丁目14-15 0551-23-1296 ○

(医)秋山脳外科 407-0037 山梨県韮崎市大草町若尾1330 0551-22-8881 ○

野口外科胃腸科 407-0262 山梨県韮崎市中田町中條1433 0551-25-5015 ○

たかね内科小児科クリニック 408-0002
山梨県北杜市高根町村山北割
1966

0551-47-4110 ○

(医)長坂中央クリニック 408-0034
山梨県北杜市長坂町大八田6626-
33

0551-32-6780 ○

いいづかこどもとおとなのクリニック 408-0034
山梨県北杜市長坂町大八田3874-
1

0551-45-7600 ○

なかじまクリニック 408-0035 山梨県北杜市長坂町夏秋945-1 0551-32-0066 ○

進藤医院 408-0044 山梨県北杜市小淵沢町2086 0551-36-5555 ○

辺見診療所 408-0204 山梨県北杜市明野町上手1-12 0551-25-2006 ○

武川診療所 408-0302 山梨県北杜市武川町牧原1371 0551-26-3131 ○

(医)吉田医院 408-0315 山梨県北杜市白州町白須1008-1 0551-35-0121 ○

公益社団法人　地域医療振興協会
上野原市立病院

409-0112 山梨県上野原市上野原3504-3 0554-62-5121 ○

医療法人郡内共立福祉医療会共立
診療所さるはし

409-0617 山梨県大月市猿橋町殿上587-1 0554-22-2811 ○

(医)池田内科小児科医院 409-1316 山梨県甲州市勝沼町勝沼2961 0553-44-0613 ○

佐野医院 409-2305 山梨県南巨摩郡南部町内船7202 0556-64-2037 ○

(医)髙橋医院 409-3244
山梨県西八代郡市川三郷町岩間
1890

0556-32-2521 ○

(医)磯野医院 409-3244
山梨県西八代郡市川三郷町岩間
2138

0556-32-1881 ○

身延町早川町国民健康保険病院一
部事務組合立　飯富病院

409-3423 山梨県南巨摩郡身延町飯富1628 0556-42-2322 ○

一瀬医院 409-3601
山梨県西八代郡市川三郷町市川
大門757-1

055-272-0183 ○

(医)溝部医院 409-3601
山梨県西八代郡市川三郷町市川
大門1235

055-272-0003 ○

立川医院 409-3606
山梨県西八代郡市川三郷町高田
2458

055-272-0355 ○
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（医）市川メディカルクリニック 409-3606
山梨県西八代郡市川三郷町高田
518-1

055-272-3337 ○

きたむらクリニック 409-3803 山梨県中央市若宮23-2 055-220-4112 ○

(医)玉穂ふれあい診療所 409-3815 山梨県中央市成島2439-1 055-278-5670 ○

東花輪駅前小俣内科クリニック 409-3842 山梨県中央市東花輪669-2 055-274-2553 ○

(医)西野内科医院 409-3845 山梨県中央市山之神2389-1 055-273-6656 ○

(医)武川病院 409-3852 山梨県中巨摩郡昭和町飯喰1277 055-275-7311 ○

(医)昭和メディカルクリニック 409-3852 山梨県中巨摩郡昭和町飯喰404-2 055-275-5111 ○

(医)大塚医院 409-3861
山梨県中巨摩郡昭和町紙漉阿原
216-4

055-275-4164 ○

森川医院 409-3863
山梨県中巨摩郡昭和町河東中島
1903

055-275-2070 ○

土田クリニック 腎・泌尿器科 409-3863
山梨県中巨摩郡昭和町河東中島
1590-3

055-275-5656 ○

昭和南耳鼻咽喉科クリニック 409-3863
山梨県中巨摩郡昭和町河東中島
1583-16

055-231-5426 ○

かりべ内科クリニック 409-3863
山梨県中巨摩郡昭和町河東中島
1592

055-244-5911 ○

(医)風間内科医院 409-3864 山梨県中巨摩郡昭和町押越916-1 055-275-5157 ○

あいのた内科消化器科クリニック 409-3866
山梨県中巨摩郡昭和町西条1481-
2

055-240-7110 ○

(医)太田整形外科医院 409-3867
山梨県中巨摩郡昭和町清水新居
498

055-226-0999 ○
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