
マイナンバーカードの健康保険証利用 参加医療機関・薬局リスト (2022年8月14日 現在)

(  105  / 105 件)

エリア別 医療機関区分 医療機関名称（漢字） 電話番号 住所

飯豊町 医科（診療所） 飯豊町国民健康保険診療所付属中津川診療所 0238-77-2330 山形県西置賜郡飯豊町大字上原６２２

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

飯豊町 薬局 いいでワゴー薬局 0238-78-5075 山形県西置賜郡飯豊町萩生４２８４－７

小国町 医科（病院） 小国町立病院 0238-61-1111 山形県西置賜郡小国町大字あけぼの１－１

小国町 歯科（診療所） 小国町立病院 0238-62-2513 山形県西置賜郡小国町大字あけぼの１－１

小国町 薬局 白い森調剤薬局 0238-61-0193 山形県西置賜郡小国町大字岩井沢５４８－１５

川西町 薬局 アップル薬局　美女木店 0238-46-5537 山形県東置賜郡川西町上小松字美女木１０７８－７

川西町 薬局 アップル薬局　おきたま店 0238-42-6688 山形県東置賜郡川西町西大塚横道１３８１－４

川西町 歯科（診療所） ふなやま歯科医院 0238-42-3057 山形県東置賜郡川西町大字上小松１０７８－１

川西町 薬局 天神森調剤薬局 0238-54-2121 山形県東置賜郡川西町大字上小松１４１７－２

川西町 医科（診療所） 公立置賜川西診療所 0238-42-2151 山形県東置賜郡川西町大字上小松２９１８－２

川西町 薬局 アイン薬局　川西店 0238-54-2008 山形県東置賜郡川西町大字上小松根岸２９１９－１

川西町 医科（診療所） いなげ内科呼吸器内科医院 0238-27-0350 山形県東置賜郡川西町大字西大塚１４０１－１

川西町 医科（病院） 公立置賜総合病院 0238-46-5000 山形県東置賜郡川西町大字西大塚２０００

川西町 歯科（診療所） 公立置賜総合病院 0238-46-5000 山形県東置賜郡川西町大字西大塚２０００

川西町 薬局 アイン薬局　おきたま公立病院前店 0238-42-6222 山形県東置賜郡川西町大字西大塚字横道１３７１－５

川西町 薬局 アイン薬局おきたま公立病院前２号店 0238-42-6111 山形県東置賜郡川西町大字西大塚字堂ノ前参１９７３

白鷹町 医科（診療所） 多田医院 0238-85-2007 山形県西置賜郡白鷹町荒砥甲１０５５

白鷹町 薬局 有）あすなろ薬局 0238-85-0839 山形県西置賜郡白鷹町大字荒砥乙１０７２－５

白鷹町 医科（病院） 白鷹町立病院 0238-85-2155 山形県西置賜郡白鷹町大字荒砥甲５０１

白鷹町 医科（診療所） 医療法人聰明会みゆき整形外科クリニック 0238-85-5533 山形県西置賜郡白鷹町大字十王５０５９－１３

白鷹町 薬局 十王調剤薬局 0238-87-2289 山形県西置賜郡白鷹町大字十王５０５９－１６

高畠町 医科（診療所） 相田医院 0238-57-4025 山形県東置賜郡高畠町大字糠野目１４９０－１

高畠町 医科（診療所） 金子医院 0238-52-1100 山形県東置賜郡高畠町大字高畠１１３５－２

高畠町 薬局 さぶろう調剤薬局荒町店 0238-52-5600 山形県東置賜郡高畠町大字高畠１１３６－６

高畠町 医科（病院） 公立高畠病院 0238-52-1500 山形県東置賜郡高畠町大字高畠３８６

高畠町 薬局 ＳＳ調剤薬局 0238-52-5010 山形県東置賜郡高畠町大字高畠３９３－７

高畠町 薬局 ファーコス薬局　あいのもり 0238-51-0017 山形県東置賜郡高畠町大字高畠字渋作２９９－１０

高畠町 薬局 調剤薬局ツルハドラッグ高畠店 0238-51-0268 山形県東置賜郡高畠町大字泉岡字中道３９９

高畠町 薬局 ほし薬局 0238-52-4081 山形県東置賜郡高畠町大字泉岡字中道４２６－１

高畠町 薬局 コスモ調剤薬局高畠店 0238-51-1350 山形県東置賜郡高畠町大字相森５７－１１

高畠町 歯科（診療所） わたなべデンタルクリニック 0238-56-3888 山形県東置賜郡高畠町大字馬頭７２

高畠町 薬局 エール薬局　たかはた店 0238-58-0130 山形県東置賜郡高畠町大字福沢南１１－４－１

高畠町 医科（診療所） いからし内科クリニック 0238-57-5777 山形県東置賜郡高畠町福沢南１１－４

長井市 医科（診療所） 斎藤眼科医院 0238-84-5811 山形県長井市ままの上１－１６

長井市 薬局 ミドリ薬局　長井店 0238-84-5850 山形県長井市ままの上１－２

長井市 薬局 ながい調剤薬局 0238-88-5852 山形県長井市栄町１０－２

長井市 医科（診療所） 医療法人社団仁陽会　仁陽堂外田医院 0238-84-2004 山形県長井市栄町１１－１７

長井市 医科（病院） 公立置賜長井病院 0238-84-2161 山形県長井市屋城町２－１

長井市 薬局 アイン薬局　長井店 0238-84-2288 山形県長井市幸町１６－１２

長井市 薬局 はなまる薬局 0238-83-3071 山形県長井市小出３９３０－１３

長井市 薬局 南中前調剤薬局 0238-88-5589 山形県長井市泉１９２６－１３

長井市 医科（診療所） 前山耳鼻咽喉クリニック 0238-83-1187 山形県長井市泉字舘の越１９２６－１２



長井市 歯科（診療所） 医療法人　西原歯科医院 0238-84-7722 山形県長井市台町６－１１

長井市 薬局 アップル薬局 0238-83-1280 山形県長井市大町９－２６

長井市 医科（診療所） はぎの内科医院 0238-88-1789 山形県長井市東町１－１

長井市 歯科（診療所） 医療法人誠歯会斎藤歯科医院 0238-88-1827 山形県長井市片田町３－５

長井市 薬局 ひまわり調剤薬局本町店 0238-87-0728 山形県長井市本町１－９－２８

長井市 薬局 ウエルシア薬局長井本町店 0238-83-6312 山形県長井市本町２－４－３６

長井市 歯科（診療所） 寺島歯科医院 0238-88-2903 山形県長井市本町２－７－２７

南陽市 医科（病院） 公立置賜南陽病院 0238-47-3000 山形県南陽市宮内１２０４

南陽市 薬局 宮内さくら調剤薬局 0238-49-7412 山形県南陽市宮内４５４９－１

南陽市 歯科（診療所） 高橋歯科医院 0238-47-6222 山形県南陽市宮内４６４８－１

南陽市 医科（診療所） 齋藤内科クリニック 0238-47-2411 山形県南陽市宮内４６５２－１

南陽市 歯科（診療所） 医療法人社団済々会佐藤歯科クリニック 0238-47-2888 山形県南陽市宮内９２９－４

南陽市 医科（診療所） さとうクリニック 0238-47-3109 山形県南陽市宮内字横町３５００

南陽市 薬局 あさひ薬局 0238-43-2861 山形県南陽市郡山８７７－３

南陽市 医科（診療所） 赤湯駅前クリニック 0238-43-7777 山形県南陽市三間通１２６－１１

南陽市 薬局 あんにん薬局 0238-50-3456 山形県南陽市島貫字下堂ノ前６１５－７

南陽市 医科（診療所） 医療法人社団須藤皮膚科医院 0238-43-4416 山形県南陽市二色根７５

南陽市 薬局 アイン薬局　南陽店 0238-50-0165 山形県南陽市椚塚１１７７

米沢市 薬局 アイン薬局米沢東店 0238-49-7422 山形県米沢市アルカディア１－８０８－３２

米沢市 薬局 アイン薬局　米沢駅前店 0238-24-7300 山形県米沢市駅前２－３－１８

米沢市 医科（病院） 医療法人舟山病院 0238-23-4435 山形県米沢市駅前２－４－８

米沢市 薬局 サフラン薬局 0238-40-1544 山形県米沢市塩井町塩野１７６７－４

米沢市 歯科（診療所） レインボー歯科医院 0238-26-1182 山形県米沢市下花沢２－７－３２－６

米沢市 薬局 はなざわ薬局 0238-49-7747 山形県米沢市花沢町２６８６－５

米沢市 医科（診療所） ごとう整形外科クリニック 0238-21-5103 山形県米沢市花沢町２６８７－１

米沢市 歯科（診療所） やまざき歯科医院 0238-21-6480 山形県米沢市花沢町２７１５－７

米沢市 医科（診療所） 中山胃腸科内科医院 0238-21-3208 山形県米沢市丸の内２－２－５３

米沢市 薬局 コスモ調剤薬局金池南店 0238-37-8650 山形県米沢市金池２－６－３２

米沢市 歯科（診療所） たいら歯科医院 0238-40-8404 山形県米沢市金池５－１０－４　Ｓ＆Ｒビル１Ｆ

米沢市 医科（診療所） かとう整形外科クリニック 0238-24-7001 山形県米沢市御廟３－２－１０

米沢市 薬局 コスモ調剤薬局御廟店 0238-26-8060 山形県米沢市御廟３－２－５

米沢市 薬局 イオン薬局米沢店 0238-33-6163 山形県米沢市春日２－１３－４

米沢市 歯科（診療所） 春日歯科医院 0238-22-3030 山形県米沢市春日２－４－５９

米沢市 歯科（診療所） 長谷部歯科医院 0238-22-8110 山形県米沢市春日５－２－４５

米沢市 薬局 丸喜薬局 0238-23-1313 山形県米沢市松が岬３－６－１６

米沢市 医科（診療所） 松田外科医院 0238-21-1155 山形県米沢市城西４－４－２５

米沢市 歯科（診療所） 金子歯科医院 0238-23-0909 山形県米沢市城北１－２－２３

米沢市 薬局 さくら薬局米沢成島店 0238-40-8261 山形県米沢市成島町２－１－３４

米沢市 歯科（診療所） もり歯科医院 0238-26-6406 山形県米沢市成島町２－１－３５

米沢市 薬局 しのぶ調剤薬局 0238-26-1755 山形県米沢市西大通２－３－６１

米沢市 薬局 アイン薬局米沢川井店 0238-49-7161 山形県米沢市川井２３５６－３

米沢市 医科（診療所） 医療法人　メディカルプラザ　山口医院 0238-24-3311 山形県米沢市川井小路１－３

米沢市 医科（病院） 米沢市立病院 0238-22-2450 山形県米沢市相生町６－３６

米沢市 歯科（診療所） あさひ歯科医院 0238-24-0118 山形県米沢市相生町７－６１

米沢市 薬局 ナカタ薬局大町店 0238-24-3038 山形県米沢市大町３－３－３０

米沢市 薬局 コアラ薬局 0238-23-6320 山形県米沢市大町４－４－１１



米沢市 薬局 ウエルシア薬局米沢中央５丁目店 0238-26-8052 山形県米沢市中央５－２－５０

米沢市 薬局 有限会社ナカタ薬局 0238-23-7725 山形県米沢市中央５－３－１６

米沢市 歯科（診療所） 医療法人社団喜六会みわき歯科クリニック 0238-24-2418 山形県米沢市中央６－１－１５

米沢市 薬局 アイン薬局　三友堂病院前店 0238-21-3646 山形県米沢市中央６－１－２２３－１

米沢市 薬局 アイセイ薬局米沢東店 0238-26-8710 山形県米沢市東１－３－２１

米沢市 医科（診療所） みみはなのど　さいとうクリニック 0238-27-0833 山形県米沢市東３－４－３６

米沢市 薬局 上花沢薬局 0238-27-0265 山形県米沢市東３－４－３８

米沢市 薬局 アイン薬局米沢駅西口店 0238-40-1252 山形県米沢市東３－４－４８

米沢市 医科（診療所） 医療法人社団ゆめクリニック 0238-26-1537 山形県米沢市東３－９－３

米沢市 歯科（診療所） くまの歯科医院 0238-40-8600 山形県米沢市徳町４０４－１

米沢市 医科（診療所） 庄司眼科クリニック 0238-26-1556 山形県米沢市徳町４－４７

米沢市 薬局 アイン薬局　米沢店 0238-26-2622 山形県米沢市福田町２－１－５４

米沢市 薬局 さくら薬局　米沢木場店 0238-26-5031 山形県米沢市木場町３－９

米沢市 医科（診療所） 岡田こどもクリニック 0238-40-8641 山形県米沢市門東町１－４－１８

米沢市 歯科（診療所） りんせんじ歯科 0238-21-6487 山形県米沢市林泉寺２－２－２３－１

米沢市 薬局 まるき薬局 0238-22-1901 山形県米沢市林泉寺２－２－９７


