大 学 周 辺 の 医 療 機 関 一 覧 表
◇いろんな科
いろんな科がある医療機関
がある医療機関

山梨県立中央病院
受診する場合に必要なこと
①近医で紹介状をもらう
②受診日を予約する
上記手続きをふまずに受診する
と、長時間待たされたり、選定療
養費2,700円（税込）を請求され
ます。必
必ずHPを
HPを見て、受診手続
きを確認
きを確認してください
確認してください。
してください。

国立病院機構甲府病院
紹介状を持たずに受診すると、保
険外併用療養費1,080円を請求さ
れます。必
必ずHPを
HPを見て、受診手続
きを確認
きを確認してください
確認してください。
してください。

地域医療機能推進機構山梨病院

℡252-8831（代表）
HP等で診療科を確認の上、受診し
てください。

甲府共立病院
甲府共立診療所（場所…41）
甲府市宝1-10-5 ℡221-1000
受診前に、HPで診療科を確認し、
必ず事前に電話で問い合わせてく
ださい。

◇ 内科
4 中込内科消化器科医院
7 ほそだクリニック
19 宮澤医院
20 前田内科クリニック
22 のだ内科クリニック
24 山梨県厚生連健康管理センター
25 おさだクリニック
30 横田内科小児科医院
34 大久保内科医院
47 大久保内科呼吸器科クリニック
52 井上内科小児科医院
56 おかだ内科クリニック

甲府市荒川1丁目11-11
甲府市長松寺町1-3
甲府市塩部3-14-7
甲府市塩部4丁目4-8
甲府市富士見1-7-35
甲府市飯田1-1-26
甲府市下飯田2-4-6
甲府市上石田2-30-44
甲府市高畑1-1-7
甲府市丸の内1-19-18
甲府市朝日1-4-12
甲府市北口2-9-12-2F

253-5666
228-6111
252-2850
253-8528
253-2119
223-3672
236-3355
222-8710
222-3778
235-2713
251-7700
288-1801

◇整形外科
6 向山クリニック
10 貢川整形外科病院
13 堀内整形外科医院
15 望月クリニック
21 松澤整形外科医院
29 山田整形外科
31 ことぶき整形外科
42 塚原整形外科医院

甲府市池田1-1-11
甲府市新田町10-26
甲府市湯村1丁目10-28
甲府市塩部4-16-2
甲府市富士見1-7-6
甲府市上石田2-36-11
甲府市寿町14-2
甲府市丸の内2-9-14

◇皮膚科
2 さいとう皮膚科クリニック
45 池田皮フ科
53 ふるはし皮膚科クリニック

◇泌尿器科
1 うちやま泌尿器・腎クリニック
28 やぶさき泌尿器クリニック

甲府市下石田2丁目16-6

◇耳鼻科
17 大石耳鼻咽喉科
23 なかざわ耳鼻咽喉科
35 嶋崎耳鼻咽喉科医院
51 小沢耳鼻咽喉科アレルギー科

甲府市緑が丘1-1-21
甲府市飯田2-3-9
甲府市相生2丁目4-20
甲府市朝日1-8-13

253-5641
233-8744 HP
235-3434
252-2790 HP

◇眼科
3 細田眼科医院
11 ひかり眼科
18 二宮眼科
32 小林眼科医院
39 佐々木眼科医院
50 甲府眼科医院

甲斐市長塚12-1
甲府市下飯田1-4-41
甲府市緑が丘1丁目5-14
甲府市相生1-13-11
甲府市丸の内2-25-8
甲府市朝日2-16-20

267-2288 HP
221-9557
252-1003 iタウンページ
222-2488 iタウンページ
222-3222 HP
252-3305 iタウンページ

255-6500 脳神経外科、整形外科
228-6381 脊椎外科、HP
252-9501 iタウンページ
220-3311 HP
254-3101 リウマチ科、整形外科
226-3481 HP
287-7000 HP
222-3890 iタウンページ

◇産婦人科
27 梶山クリニック
48 長田産婦人科クリニック
57 あさかわレディースクリニック

甲府市徳行1-3-20
甲府市相生2-1-7
甲府市北口3-8-16

222-9200 HP
233-0277 iタウンページ
252-7585 HP

◇心療内科（
心療内科（メンタルクリニック）
メンタルクリニック）
16 藤原医院
甲府市塩部4-15-16
49 有泉医院
甲府市相生2丁目8-6
54 くぬぎクリニック
甲府市北口1-1-8

252-2588 内科、HP
233-2323 神経内科、心療内科
251-0383

甲斐市中下条926-2
甲府市丸の内2-1-10
甲府市朝日1-3-1

267-0030
237-3124 アルカディアビル3F
252-8855 HP

甲斐市中下条926-1

277-1211 HP
227-1212 HP

◇歯科、
歯科、矯正歯科
5 保坂歯科
8 川出歯科
9 池田歯科医院
12 すえき歯科医院
14 富士見歯科医院
26 堀田歯科
33 江間歯科
36 菊地原歯科医院
37 椎貝歯科医院
38 三木矯正歯科
40 小田原歯科医院
43 共立歯科センター
44 純 矯正・歯科クリニック
46 ふかさわ矯正歯科クリニック
55 石部歯科医院

254-0418
228-4182
222-3255
237-1182
252-3511
228-1351
226-5582
222-5744
222-4011
222-1777
225-5883
226-2073
287-8866
224-1001
287-8817

iタウンページ
消化器内科、HP
HP、小児科、アレルギー科
循環器科

HP、循環器科
HP
HP、循環器科
iタウンページ

HP
学校医、消化器科、小児科
HP、消化器内科

診察日、診察時間を電話で確認してから受診しましょう！
◆持っていくもの

携帯から
携帯から電話
から電話する
電話する場合
する場合は
場合は、すべて 055（
055（市外局番）
市外局番）をつけましょう。
をつけましょう。
HP・・・ホームページに
・・・ホームページに詳
しい情報
情報が
っています。
HP
・・・ホームページに
詳しい
情報
が載っています
。
タウンページ・・・iiタウンページに
タウンページに詳
しい情報
情報が
っています。
iタウンページ・・・
詳しい
情報
が載っています
。
大学周辺医療MAP
MAPとあわせて
とあわせて見
てください。
大学周辺医療
MAP
とあわせて
見てください
。

健康保険証 ・ お金

◆休日や夜間診療は、医療費が通常より高いです。
できるだけ、平日の診療時間内に受診しましょう。

甲府市荒川1-3-27
甲府市長松寺町3-37
甲府市長松寺土井551
甲府市長松寺7-7
甲府市富士見1-18-4
甲府市貢川本町8-33
甲府市相生1-6-1
甲府市丸の内3-9-12
甲府市丸の内2-30-15
甲府市丸の内2-30-15
甲府市宝1丁目11-25
甲府市丸の内2-9-28
甲府市丸の内2-1-8-2F
甲府市丸の内1-2-13-3F
甲府市北口2-9-12-2F

HP
iタウンページ

iタウンページ

矯正歯科のみ、HP
HP
山梨勤労者医療協会HP
一般歯科、HP
矯正歯科専門、HP
HP

