
OKI-net利用施設一覧（2023/2/10時点）

№ 医療施設名 住所 診療科 電話番号 備考

1 公立置賜総合病院 川西町大字西大塚2000

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

0238-46-5000
情報開示
施設

2 公立置賜長井病院 長井市屋城町2-1
内科、精神科、外科、整形外科、脳神経外科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿
器科、リハビリテーション科、人工透析室

0238-84-2161
情報開示
施設

3 公立置賜南陽病院 南陽市宮内1204
内科、外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、リハビリ
テーション科

0238-47-3000
情報開示
施設

4 公立置賜川西診療所 川西町大字上小松2918-2 内科、外科、整形外科、総合診療科 0238-42-2151
情報開示
施設

5 飯豊町国民健康保険診療所 飯豊町大字椿3654-1 内科、小児科 0238-72-2300
情報開示
施設

6 米沢市立病院 米沢市相生町6番36号

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

0238-22-2450
情報開示
施設

7 三友堂病院 米沢市中央6-1-219

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

0238-24-3700
情報開示
施設

8 三友堂リハビリテーションセンター 米沢市成島町3丁目2番90号 リハビリテーション科、神経内科、内科 0238-21-8100
情報開示
施設

9 小国町立病院 小国町大字あけぼの１－１ 内科、整形外科、産婦人科、小児科、眼科、耳鼻咽喉科、歯科 0238-61-1111
情報開示
施設

10 白鷹町立病院 白鷹町大字荒砥甲501番地 内科、外科、整形外科、皮膚科、婦人科 0238-85-2155
情報開示
施設

11 公立高畠病院 高畠町大字高畠386
内科、糖尿病内科、神経内科、消化器内科、漢方内科、小児科、外科、整形外
科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、リハビリテーション科、麻酔科、腎臓内
科、循環器内科、乳腺外科

0238-52-1500
情報開示
施設

12 おきたまフラワークリニック 川西町大字西大塚1623-1 内科・外科（総合診療科） 0238-27-1620
情報開示
施設

13 川西湖山病院 川西町大字下奥田3796-20 内科、整形外科 0238-54-2100 参照施設

14 吉川記念病院 長井市成田1888-1
内科、小児科、精神科、神経内科、児童精神科、老年精神科、リハビリテーション
科

0238-87-8000 参照施設

15 佐藤病院 南陽市椚塚948-1 精神科、心療内科、児童精神科、老年精神科 0238-40-3170 参照施設

16 舟山病院 米沢市駅前2丁目4番8号
内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、小児科、外科、整形外科、形成外
科、脳神経外科、眼科、婦人科、泌尿器科、リハビリテーション科

0238-23-4435 参照施設

17 社会医療法人 公徳会 米沢こころの病院 米沢市アルカディア一丁目808番地32 精神科、心療内科、児童精神科、老年精神科 0238-27-0506 参照施設

18 日本海総合病院 酒田市あきほ町３０番地

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

0234-26-2001
情報開示
施設

19 山形大学医学部附属病院 山形市飯田西二丁目2-2

内科、小児科、精神科、皮膚科、放射線診断科、放射線治療科、外科、心臓血管
外科、脳神経外科、整形外科、産科婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、麻酔
科、歯科口腔外科、形成外科、救急科、高次脳機能科、腫瘍内科、病理診断科、
疼痛緩和内科、リハビリテーション科

023-633-1122
情報開示
施設

20 山形県立中央病院 山形市大字青柳1800番地

内科、糖尿病・内分泌内科、呼吸器内科、血液内科、腎臓内科、心療内科・精神
科、脳神経内科、消化器内科、循環器内科、腫瘍内科、感染症内科、小児科・新
生児内科、外科、乳腺外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、呼吸器外科、心
臓血管外科、小児外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、頭頸部・耳鼻咽喉
科、放射線科、歯科口腔外科、病理診断科、麻酔科、救急科、緩和医療科

023-685-2626
情報開示
施設

21 阿達医院 長井市あら町6-47 内科、リウマチ科、アレルギー科 0238-88-2098 参照施設

22 さとう小児科医院 長井市幸町17番27号 小児科、内科、アレルギー科 0238-88-2662 参照施設

23 松下クリニック 長井市本町１丁目9-27-1 泌尿器科、内科 0238-88-2538 参照施設

24 池田内科医院 長井市台町6-1 内科 0238-84-7333 参照施設

25 梅津医院 長井市大町2-27 循環器内科、胃腸内科、内科 0238-88-2078 参照施設

26 訪問看護ステーションさくら 長井市平山2782 訪問看護ステーション 0238-87-1119 参照施設

27 長井市訪問看護ステーション 長井市屋城町２番１号 訪問看護ステーション 0238-83-2155 参照施設

28 介護老人保健施設　リバーヒル長井 長井市寺泉3525番地1 介護老人保健施設 0238-84-7575 参照施設

29 長井市地域包括支援センター 長井市栄町１番１号 地域包括支援センター 0238-82-8012 参照施設

30 三須小児科内科医院 南陽市宮内2621 小児科、内科 0238-47-2071 参照施設

31 須藤皮膚科医院 南陽市二色根75-9 皮膚科、アレルギー科 0238-43-4416 参照施設

32 南陽矢吹クリニック 南陽市若狭郷屋917-11 内科、腎臓内科 0238-49-8225 参照施設

33 本町クリニック 南陽市宮内２６２０ 内科 0238-47-2777 参照施設

34 川合耳鼻咽喉科 南陽市島貫599-1 耳鼻咽喉科、アレルギー科 0238-43-8733 参照施設

35 大西眼科 南陽市赤湯2875-1 眼科 0238-49-2400 参照施設

36 鈴木内科医院 南陽市宮内4545-2 内科、循環器科、小児科 0238-45-3355 参照施設



OKI-net利用施設一覧（2023/2/10時点）

№ 医療施設名 住所 診療科 電話番号 備考

37 安日クリニック 南陽市郡山877-5 内科、胃腸内科、糖尿病内科 0238-40-2240 参照施設

38 後藤医院 南陽市赤湯342 内科、消化器内科 0238-43-2135 参照施設

39 トータルヘルスクリニック 南陽市椚塚1180-5 内科、心療内科、糖尿病内科、老年精神科、精神科、呼吸器内科 0238-40-3406 参照施設

40 大塚医院 南陽市赤湯393 内科、外科、胃腸科、肛門科 0238-40-3133 参照施設

41 赤湯駅前クリニック 南陽市三間通126-11 精神科、心療内科 0238-43-7777 参照施設

42 齋藤内科クリニック 南陽市宮内4652-1 内科、リウマチ科、消化器科、循環器科 0238-47-2411 参照施設

43 齋藤医院 南陽市宮内2963 内科、小児科、麻酔科 0238-47-2238 参照施設

44 株式会社 大東本店薬局 南陽市宮内2524 調剤薬局 0238-47-2040 参照施設

45 さくら調剤薬局 南陽市赤湯340-2 調剤薬局 0238-43-7802 参照施設

46 にこにこ薬局 南陽市赤湯393-4 調剤薬局 0238-43-7015 参照施設

47 あんにん薬局 南陽市島貫下堂ノ前６１５番７ 調剤薬局 0238-50-3456 参照施設

48 宮内さくら調剤薬局 南陽市宮内4549-1 調剤薬局 0238-49-7412 参照施設

49 南陽訪問看護ステーション 南陽市椚塚1180-2 訪問看護ステーション 0238-40-3007 参照施設

50 介護老人保健施設　ドミール南陽 南陽市椚塚940 介護老人保健施設 0238-40-3888 参照施設

51 介護老人保健施設　ほなみ荘 南陽市宮内3750-1 介護老人保健施設 0238-47-6000 参照施設

52 特別養護老人ホーム　つばさノ杜 南陽市若狭郷屋811-1 特別養護老人ホーム 0238-40-8839 参照施設

53 ほなみ居宅支援センター 南陽市宮内3750番地の1 居宅介護支援事業所 0238-47-6026 参照施設

54 公徳会ほのぼの居宅支援センター 南陽市椚塚948-1 居宅介護支援事業所 0238-43-8313 参照施設

55 居宅介護支援事業所にんじん 南陽市高梨600番地の5 居宅介護支援事業所 0238-49-2541 参照施設

56 こぶし荘居宅介護支援センター 南陽市川樋508番地 居宅介護支援事業所 0238-49-2465 参照施設

57 希望が丘診療所 川西町大字下小松2045-20 内科、精神科、整形外科、皮膚科、歯科 0238-46-2383 参照施設

58 柄沢医院 川西町大字中小松2215-1 内科、消化器内科 0238-42-2222 参照施設

59 斎藤内科循環器科クリニック 川西町上小松1068-6 内科、循環器科、小児科 0238-46-5539 参照施設

60 きじまキッズクリニック 川西町大字上小松915-5 小児科、内科 0238-54-0135 参照施設

61 いなげ内科呼吸器内科医院 川西町大字西大塚1401-1 内科 0238-27-0350 参照施設

62 置賜・整形外科　まつきクリニック 川西町大字西大塚1620番地4 整形外科 0238-27-1772 参照施設

63 安川歯科クリニック 川西町大字上小松915-5 歯科、歯科口腔外科、小児歯科 0238-54-0210 参照施設

64 アップル薬局おきたま店 川西町西大塚1381-4 調剤薬局 0238-42-6688 参照施設

65 湖山病院訪問看護ステーション 川西町大字下奥田3796-20 訪問看護ステーション 0238-42-2071 参照施設

66 特別養護老人ホーム そよ風の森 川西町大字時田1417番地 特別養護老人ホーム 0238-46-2121 参照施設

67 居宅介護支援事業所薬師温泉 川西町大字西大塚字横道1354-14 居宅介護支援事業所 0238-46-2255 参照施設

68 さゆりクリニック 飯豊町大字萩生4362 内科、整形外科 0238-87-8250 参照施設

69 ゆり調剤薬局 飯豊町椿3594-7 調剤薬局 0238-72-2799 参照施設

70 飯豊町訪問看護ステーション 飯豊町大字椿3654-1 訪問看護ステーション 0238-86-2232 参照施設

71 地域密着型特別養護老人ホーム　ひめさゆりの丘 飯豊町大字添川3514-82 地域密着型特別養護老人ホーム 0238-74-2300 参照施設

72 特別養護老人ホーム　ひめさゆり荘 飯豊町大字添川3514-82 特別養護老人ホーム 0238-74-2011 参照施設

73 介護老人保健施設　美の里 飯豊町椿3654-1 介護老人保健施設 0238-56-2117 参照施設

74 多田医院 白鷹町荒砥甲1055 内科、消化器内科 0238-85-2007 参照施設

75 大森医院 白鷹町大字荒砥乙3282 内科、外科、胃腸科、皮膚科、肛門科 0238-85-3636 参照施設

76 みゆき整形外科クリニック 白鷹町大字十王字塩田5059-13 整形外科、内科、リハビリテーション科 0238-85-5533 参照施設

77 十王調剤薬局 白鷹町大字十王5059-16 調剤薬局 0238-87-2289 参照施設

78 特別養護老人ホーム　白光園 白鷹町大字鮎貝108 特別養護老人ホーム 0238-85-1511 参照施設
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79 ウェルリンク白鷹 白鷹町十王4615番地 居宅介護支援事業所 0238-87-0690 参照施設

80 みゆき指定居宅介護支援事業所 白鷹町大字十王5087-1 居宅介護支援事業所 0238-85-5536 参照施設

81 白光園指定居宅介護支援事業所 白鷹町大字荒砥甲377番地 居宅介護支援事業所 0238-85-6666 参照施設

82 白鷹町社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所 白鷹町大字荒砥甲488番地 居宅介護支援事業所 0238-86-0203 参照施設

83 あけぼのブナの森診療所 小国町大字あけぼの2-7-12 内科 0238-88-7700 参照施設

84 おぐに社協指定居宅介護支援事業所 小国町大字岩井沢604-2 居宅介護支援事業所 0238-62-2825 参照施設

85 金子医院 高畠町大字高畠1135-2 内科、神経内科、小児科、皮膚科 0238-52-1100 参照施設

86 いからし内科クリニック 高畠町福沢南11-4 内科、消化器内科 0238-57-5777 参照施設

87 まつはし内科胃腸科クリニック 高畠町高畠276-8 内科、胃腸科 0238-51-0630 参照施設

88 かすかわ醫院 高畠町大字高畠526-3 内科、外科、漢方内科、肛門外科 0238-52-4288 参照施設

89 つちや歯科医院 高畠町大字高畠422-7 歯科、歯科口腔外科、小児歯科、矯正歯科 0238-52-0464 参照施設

90 やまがたアイ薬局 高畠町大字福沢596-4 調剤薬局 0238-49-7822 参照施設

91 高畠町地域包括支援センター 高畠町大字高畠436 地域包括支援センター 0238-52-4495 参照施設

92 消化器内科遠藤一平医院 米沢市中央4-7-26 内科、胃腸科、消化器科 0238-21-3161 参照施設

93 くまの医院 米沢市門東町１丁目４－４ 内科、循環器科 0238-22-6000 参照施設

94 ごとう整形外科クリニック 米沢市花沢町2687-1 整形外科、リハビリテーション科、リウマチ科 0238-21-5103 参照施設

95 さの医院 米沢市中央3丁目4-36 糖尿病・脂質代謝内科、消化器内科 0238-26-1020 参照施設

96 メディカルプラザ山口医院 米沢市川井小路1番地の3
肝臓・消化器内科、糖尿病・代謝内科、ペインクリニック内科、漢方内科、皮膚
科、外科

0238-24-3311 参照施設

97 酒井耳鼻咽喉科医院 米沢市木場町3-8 耳鼻咽喉科 0238-23-3341 参照施設

98 もり医院 米沢市成島町2丁目1-35 内科、消化器科、外科、整形外科、肛門科 0238-23-2471 参照施設

99 大道寺医院 米沢市東3丁目4-41 内科、胃腸内科、消化器内科、外科 0238-21-5353 参照施設

100 中山胃腸科内科医院 米沢市丸の内2丁目2-53 消化器内科、内科 0238-21-3208 参照施設

101 中條医院 米沢市中央五丁目2-43 外科、内科、耳鼻咽喉科、放射線科、リハビリテーション科、アレルギー科 0238-23-2070 参照施設

102 堀内医院 米沢市大町3-6-7 外科、胃腸科、消化器科、肛門科 0238-22-2210 参照施設

103 よこやまクリニック 米沢市東１丁目３-２１ 内科、外科 0238-40-1884 参照施設

104 古川医院 米沢市金池2-6-35 内科、消化器内科、小児科 0238-21-1060 参照施設

105 米沢駅前クリニック 米沢市下花沢2丁目7-20 精神科、心療内科、老年精神科、児童精神科 0238-26-5810 参照施設

106 こせき腎・泌尿器科　こせき小児科 米沢市大町4-4-14 泌尿器科、内科、小児科、外科、皮膚科、性病科、心療内科 0238-23-2207 参照施設

107 松田外科医院 米沢市城西4-4-25 外科、整形外科、消化器内科 0238-21-1155 参照施設

108 さくらクリニック 米沢市塩井町塩野1495番地5 産科、婦人科 0238-26-1087 参照施設

109 石橋医院 米沢市信夫町5-19 内科、消化器内科 0238-23-0328 参照施設

110 石山内科クリニック 米沢市太田町5丁目1530-67 内科、消化器内科 0238-39-2020 参照施設

111 田中クリニック 米沢市大字川井２３５６－１ 内科、外科、小児科、胃腸科、肛門科 0238-28-3505 参照施設

112 きだ内科クリニック 米沢市金池６丁目４-１ 消化器内科、内科 0238-22-1501 参照施設

113 こまがた医院 米沢市成島町3-2-127-12 婦人科、漢方内科 0238-27-0303 参照施設

114 りんせんじ歯科 米沢市林泉寺2-2-23-1 歯科、小児歯科、歯科口腔外科 0238-21-6487 参照施設

115 ながまち歯科医院 米沢市春日2-13-3 歯科、小児歯科 0238-22-5118 参照施設

116 たいら歯科医院 米沢市金池5-10-4 歯科、歯科口腔外科、小児歯科 0238-40-8404 参照施設

117 有限会社　杏仁薬局 米沢市中央6丁目1-223-1 調剤薬局 0238-21-3646 参照施設

118 介護老人保健施設サンプラザ米沢 米沢市大字簗沢3046番地 介護老人保健施設 0238-32-2234 参照施設

119 介護老人保健施設サンファミリア米沢 米沢市塩井町塩野520番地 介護老人保健施設 0238-26-8255 参照施設

120 特別養護老人ホーム成島園 米沢市広幡町成島字窪平山2120-5 特別養護老人ホーム 0238-37-2355 参照施設



OKI-net利用施設一覧（2023/2/10時点）

№ 医療施設名 住所 診療科 電話番号 備考

121 特別養護老人ホームおいたまの郷 米沢市大字下新田28番地 特別養護老人ホーム 0238-37-7788 参照施設

122 介護老人保健施設　あづま 米沢市李山8132-11 介護老人保健施設 0238-38-5535 参照施設

123 米沢市社会福祉協議会地域包括支援センター 米沢市西大通1-5-60 地域包括支援センター 0238-24-4165 参照施設

124 スマートライフかいごの窓口 米沢市駅前１丁目１番110号 居宅介護支援事業所 0238-20-5550 参照施設

125 社会福祉法人緑成会　成島園ケアプランセンター 米沢市広幡町成島字窪平山2120-5 居宅介護支援事業所 0238-37-2122 参照施設

126 公徳会米沢居宅介護支援事業所 米沢市下花沢２丁目５番２号 居宅介護支援事業所 0238-49-7190 参照施設

127 おいたまの郷指定居宅介護支援事業所 米沢市大字下新田28番地 居宅介護支援事業所 0238-37-7800 参照施設

128 おいたまの郷地域包括支援センター 米沢市大字下新田28番地 地域包括支援センター 0238-36-0363 参照施設

129 ケアセンターてらす 米沢市窪田町窪田1435-13 居宅介護支援事業所 0238-27-6895 参照施設



【山形県医療情報ネットワーク】情報開示施設 一覧 

地域 医療施設名 
ネットワーク名称 

ネットワークシステム 

置賜地域 

置賜広域病院企業団 

OKI-net 

ID-Link（NEC） 

米沢市立病院 

三友堂病院 

三友堂リハビリテーションセンター 

公立高畠病院 

白鷹町立病院 

小国町立病院 

おきたまフラワークリニック 

村山地域 

山形大学医学部附属病院 

べにばなネット 

HumanBridge(富士通) 

山形市立病院済生館 

天童市民病院 

山形済生病院 

東北中央病院 

国立病院機構山形病院 

山形県立中央病院 

べにばなネット 

ID-Link（NEC） 

山形県立河北病院 

寒河江市立病院 

北村山公立病院 

最上地域 山形県立新庄病院 
もがみネット 

ID-Link（NEC） 

庄内地域 

鶴岡市立荘内病院 

ちょうかいネット 

ID-Link（NEC） 

日本海総合病院 

本間病院 

庄内余目病院 

Net4U（鶴岡地区医師会） 

庄内検診センター 

 


