
　HPVワクチン　広域実施医療機関
R4.4月時点

市町村名 医療機関名 住所
1 山形市 山形大学医学部附属病院 山形市飯田西2-2-2
2 山形市 あかねヶ丘あきば小児科医院 山形市あかねヶ丘2-10-54
3 山形市 荒井小児科医院 山形市久保田1-4-27
4 山形市 池田小児科クリニック 山形市松原311-1
5 山形市 真理子レディースクリニック 山形市小姓町6-35
6 山形市 さとこ女性クリニック 山形市大字中野4103
7 山形市 大沼産婦人科医院 山形市十日町1-3-26
8 山形市 かつうら小児科 山形市あさひ町15-15
9 山形市 勝島小児科医院 山形市南館4-4-12
10 山形市 かわごえ内科クリニック 山形市松波2-2-9
11 山形市 川越医院 山形市大手町9-25
12 山形市 かわしま内科循環器科クリニック 山形市城西町5-29-22
13 山形市 黒田内科クリニック 山形市七日町4-13-33
14 山形市 小松胃腸科内科クリニック 山形市吉原2-4-19
15 山形市 こんの小児科アレルギー科クリニック 山形市銅町2-6-6
16 山形市 佐々木医院 山形市肴町3-34
17 山形市 佐藤清医院 山形市五十鈴1-6-56
18 山形市 白壁内科クリニック 山形市陣場1-9-21
19 山形市 馬見ヶ崎こどもクリニック 山形市馬見ヶ崎1-18-6
20 山形市 あかねケ丘高橋レディスクリニック 山形市久保田2-16-19
21 山形市 レディースクリニック高山 山形市嶋北1-14-13
22 山形市 みはらしの丘こどもクリニック 山形市みはらしの丘4-10-1
23 山形市 中井こども医院 山形市花楯1-16-11
24 山形市 城西医院 山形市春日町13-27
25 山形市 芳賀胃腸科内科クリニック 山形市あこや町2-15-1
26 山形市 橋本こどもクリニック 山形市瀬波1-1-36
27 山形市 羽根田産婦人科クリニック 山形市寿町19-1
28 山形市 林内科レディースクリニック 山形市成沢西2-1-21
29 山形市 十日町ようこクリニック 山形市十日町3-2-8
30 山形市 ほんまこどもクリニック 山形市若宮1-11-33
31 山形市 まつながキッズクリニック 山形市西田2-2-10
32 山形市 松本内科クリニック 山形市双葉町2-1-22
33 山形市 横山小児科医院 山形市荒楯町2-20-21
34 山形市 横山病院 山形市十日町3-6-48
35 山形市 芳川小児科医院 山形市元木2-6-13
36 山形市 あきらクリニック 山形市南四番町12-10
37 山形市 山形県立中央病院 山形市大字青柳1800
38 山形市 山形市立病院済生館 山形市七日町1-3-26
39 山形市 篠田総合病院 山形市桜町2-68
40 山形市 山形済生病院 山形市沖町79-1
41 山形市 至誠堂とかみクリニック 山形市富神前48-5
42 天童市 いがらしクリニック 天童市東長岡二丁目8番8号
43 天童市 奥山こども医院 天童市北久野本一丁目12番27号
44 天童市 小幡皮膚科医院 天童市駅西三丁目9番1号
45 天童市 神村内科医院 天童市鍬ﾉ町一丁目3番22号
46 天童市 さいとう内科胃腸科クリニック 天童市南町二丁目10番5号
47 天童市 菅原内科胃腸科医院 天童市東長岡二丁目1番1号
48 天童市 つちだ子どもクリニック 天童市芳賀ﾀｳﾝ南三丁目7番13号
49 天童市 ひがしたに小児科 天童市南町三丁目1番24号
50 天童市 天童西口クリニック 天童市駅西一丁目9番7号
51 天童市 天童市民病院 天童市駅西五丁目2番1号
52 中山町 秋葉医院 東村山郡中山町大字長崎303-8
53 中山町 服部内科胃腸科医院 東村山郡中山町大字長崎4170-1
54 中山町 至誠堂総合病院附属中山診療所 東村山郡中山町長崎3030-1
55 中山町 安藤医院 東村山郡中山町長崎1144-1



56 山辺町 山辺こどもクリニック 東村山郡山辺町大字山辺2908-14
57 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
58 山辺町 ひでたま胃腸科眼科クリニック 東村山郡山辺町大字山辺6139-6
59 寒河江 鬼海小児科 寒河江市八幡町1-10
60 寒河江 折居内科医院 寒河江市落衣前2-1
61 寒河江 国井クリニック 寒河江市大字中郷1450-1
62 寒河江 熊坂整形外科医院 寒河江市栄町7-11
63 寒河江 すまいるレディースクリニック 寒河江市大字寒河江字月越5-2
64 寒河江 田村内科・消化器科クリニック 寒河江市高田1-10-10
65 寒河江 にとう小児科医院 寒河江市元町3-8-9
66 寒河江 山﨑医院 寒河江市丸内1-5-30
67 河北町 浅野耳鼻咽喉科医院 河北町谷地所岡3-2-9
68 河北町 板坂医院 河北町谷地甲217
69 河北町 小林医院 河北町谷地中央3-9-9
70 河北町 細谷医院 河北町谷地ひな市1-3-5
71 河北町 和田医院 河北町谷地甲239
72 河北町 山形県立河北病院 河北町谷地字月山堂111
73 西川町 西川町立病院 西川町大字海味581
74 朝日町 朝日町立病院 朝日町大字宮宿843
75 大江町 大江町あかざクリニック 大江町大字左沢字前田876-29
76 上山市 上山ファミリークリニック 上山市河崎一丁目2-39
77 上山市 原田医院 上山市石崎2丁目1番8号
78 上山市 みゆき会病院 上山市弁天二丁目2-11
79 上山市 吉井内科胃腸科クリニック 上山市金生東一丁目10番15号
80 上山市 山形県立こども医療療育センター 上山市河崎三丁目7-1
81 上山市 新田クリニック 上山市金生一丁目15-10
82 村山市 奥山内科循環器科クリニック 村山市駅西19番15号
83 村山市 かるべクリニック 村山市楯岡新町四丁目9番6号
84 村山市 たておか小児クリニック 村山市楯岡二日町7番7号
85 村山市 羽根田医院 村山市大字湯野沢1921
86 村山市 はんだクリニック 村山市楯岡新町二丁目7番17号
87 村山市 八鍬医院 村山市楯岡新高田9-24
88 東根市 宇賀神内科クリニック 東根市中央南一丁目6-28
89 東根市 江口こども医院 東根市中央二丁目18番1号
90 東根市 大沼医院 東根市神町中央一丁目11番18号
91 東根市 すずきこどもクリニック 東根市神町北三丁目2番18号
92 東根市 宮崎外科胃腸科クリニック 東根市宮崎一丁目3番30号
93 東根市 藤田医院 東根市六田一丁目1番35号
94 東根市 保坂クリニック 東根市さくらんぼ駅前二丁目7番22号
95 東根市 北村山公立病院 東根市温泉町二丁目15番1号
96 尾花沢 加藤クリニック 尾花沢市若葉町二丁目1-7
97 尾花沢 さかえクリニック 尾花沢市上町一丁目1番8号
98 尾花沢 清治医院 尾花沢市上町六丁目3番15号
99 尾花沢 尾花沢市中央診療所 尾花沢市新町三丁目2-20
100 大石田 吾妻クリニック 大石田町大字大石田甲93番地4
101 新庄市 阿部内科循環器科クリニック 新庄市大字泉田字泉田465
102 新庄市 こくの医院 新庄市大字泉田字泉田10-1
103 新庄市 三條医院 新庄市大手町5-11
104 新庄市 須藤医院 新庄市沖の町10-22
105 大蔵村 大蔵村診療所 大蔵村大字清水2325-3
106 戸沢村 戸沢村中央診療所 戸沢村大字古口2664-5
107 新庄市 県立新庄病院 新庄市若葉町12-55
108 酒田市 いくま内科胃腸科クリニック 酒田市錦町五丁目32番698号
109 酒田市 池田内科医院 酒田市広野字末広105番地4
110 酒田市 大井医院 酒田市亀ヶ崎四丁目5番46号
111 酒田市 いちごレディースクリニック 酒田市ゆたか二丁目7番4号
112 酒田市 おおたきこどもクリニック 酒田市東泉町五丁目8番2号
113 酒田市 岡田内科循環器科クリニック 酒田市東大町三丁目38番3号
114 酒田市 影沢内科医院 酒田市砂越字粕町100



115 酒田市 鬼海小児科医院 酒田市大町10番62号
116 酒田市 こども医院さいとう 酒田市松原南11番21号
117 酒田市 サイトー内科 酒田市一番町9番9号
118 酒田市 さとう内科クリニック 酒田市東泉町一丁目12番50号
119 酒田市 さとう小児科医院 酒田市新井田町1番3号
120 酒田市 島貫小児科医院 酒田市あきほ町658番地の4
121 酒田市 菅原内科胃腸科医院 酒田市北新橋一丁目13番5号
122 酒田市 本間医院 酒田市南千日町10番48号
123 酒田市 ほんまクリニック 酒田市新橋一丁目14番10号
124 酒田市 丸岡医院 酒田市松原南15番1号
125 酒田市 上田診療所 酒田市上野曽根字上中割73番地
126 酒田市 外科内科渡邊クリニック 酒田市亀ヶ崎三丁目2番1号
127 遊佐町 菅原医院 飽海郡遊佐町北目字菅野谷地102番地
128 庄内町 阿部内科胃腸科医院 東田川郡庄内町南野字南浦95-1
129 庄内町 奥山医院 東田川郡庄内町狩川字小野里117
130 庄内町 成澤医院 東田川郡庄内町清川字腹巻野45の1
131 三川町 みかわキッズクリニック 東田川郡三川町大字猪子字大堰端379番地7
132 遊佐町 順仁堂遊佐病院 飽海郡遊佐町遊佐字石田7番地
133 酒田市 日本海総合病院 酒田市あきほ町30番地
134 鶴岡市 いとうクリニック 鶴岡市日出1-17-8
135 鶴岡市 今立小児科医院 鶴岡市鳥居町2-30
136 鶴岡市 岡田医院 鶴岡市日吉町11-14
137 鶴岡市 乙黒医院 鶴岡市桜新町3-22
138 鶴岡市 たんぽぽクリニック 鶴岡市日枝鳥居上43-1
139 鶴岡市 すこやかレディースクリニック 鶴岡市東原町19-27
140 鶴岡市 ましま内科クリニック 鶴岡市ほなみ町7-11
141 鶴岡市 はらだこども医院 鶴岡市西新斎町3-7
142 鶴岡市 こばやしクリニック 鶴岡市藤浪4丁目111-2
143 鶴岡市 遠藤医院 鶴岡市板井川字片茎80
144 鶴岡市 桂医院 鶴岡市桂荒俣字下桂105-2
145 鶴岡市 佐久間医院 鶴岡市西荒屋字川原田98
146 鶴岡市 土田内科医院 鶴岡市板井川字片茎75
147 鶴岡市 温海クリニック 鶴岡市温海字温海28-3
148 鶴岡市 産婦人科・小児科三井病院 鶴岡市美咲町28-1
149 鶴岡市 鶴岡協立病院 鶴岡市文園町9-34
150 鶴岡市 鶴岡市立荘内病院 鶴岡市泉町4-20
151 鶴岡市 鶴岡協立病院附属クリニック 鶴岡市文園町11-3
152 鶴岡市 鶴岡市国民健康保険大網診療所 鶴岡市大網字興屋69-1
153 鶴岡市 鶴岡市国民健康保険上田沢診療所 鶴岡市上田沢字下中島25
154 鶴岡市 さとう整形外科クリニック 鶴岡市城北町26-10
155 南陽市 あかゆ小児クリニック 南陽市椚塚1686-1
156 南陽市 小川医院 南陽市郡山1082-10
157 南陽市 後藤医院 南陽市赤湯342
158 南陽市 齋藤内科クリニック 南陽市宮内4652-1
159 南陽市 西山医院 南陽市宮内2779-1
160 南陽市 三須小児科内科医院 南陽市宮内2621
161 南陽市 本町クリニック 南陽市宮内2620
162 南陽市 トータルヘルスクリニック 南陽市椚塚1180-5
163 高畠町 いからし内科クリニック 高畠町福沢南11-4
164 高畠町 石井ファミリークリニック 高畠町大字相森57-13
165 高畠町 たかはた内科医院 高畠町福沢163-1
166 高畠町 公立高畠病院 高畠町大字高畠386
167 川西町 柄沢医院 川西町大字中小松2215-1
168 川西町 きじまキッズクリニック 川西町大字上小松915-5
169 川西町 公立置賜総合病院 川西町大字西大塚2000
170 川西町 公立置賜川西診療所 川西町大字上小松2918-2
171 長井市 さとう小児科医院 長井市幸町17-27
172 長井市 仁陽堂外田医院 長井市栄町11-17
173 長井市 外田医院 長井市大町8-6



174 長井市 なかさとこどもクリニック 長井市小出3930-3
175 白鷹町 大森医院 白鷹町大字荒砥乙3282
176 白鷹町 横沢医院 白鷹町大字横田尻5379-1
177 白鷹町 白鷹町立病院 白鷹町大字荒砥甲501
178 飯豊町 飯豊町国民健康保険診療所 飯豊町大字椿3654-1
179 飯豊町 飯豊町国民健康保険診療所附属中津川診療所 飯豊町大字上原622
180 飯豊町 さゆりクリニック 飯豊町大字萩生4362
181 小国町 田中クリニック 小国町大字小国町170-2
182 小国町 小国町立病院 小国町大字あけぼの1-1
183 米沢市 小児科入間田医院 米沢市中央6丁目1番25号
184 米沢市 大辻外科胃腸科 米沢市中央1丁目2番10号
185 米沢市 こせき腎･泌尿器科こせき小児科 米沢市大町4丁目4番14号
186 米沢市 こまがた医院 米沢市成島3丁目2番127-12号
187 米沢市 さくらクリニック 米沢市塩井町塩野1495番地の5
188 米沢市 笹井内科クリニック 米沢市堀川町4番41号
189 米沢市 さの医院 米沢市中央3丁目4番36号
190 米沢市 産科婦人科島貫医院 米沢市中央2丁目5番12号
191 米沢市 大道寺医院 米沢市東3丁目4番41号
192 米沢市 田中クリニック 米沢市大字川井2356番地の1
193 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
194 米沢市 古川医院 米沢市金池2丁目6番35号
195 米沢市 もり医院 米沢市成島町2丁目1番35号
196 米沢市 ゆめクリニック 米沢市東3丁目9番3号
197 米沢市 よこやまクリニック 米沢市東1丁目3番21号
198 米沢市 舟山病院 米沢市駅前2丁目4番8号
199 米沢市 米沢市立病院 米沢市相生町6番36号


