◆山形県看護職員認知症対応力向上研修 修了者所属医療機関一覧

※R3.11.15現在
市町村別・五十音順

市町村

施設名

住所

電話番号

1

医療法人篠田好生会 篠田総合病院

山形市桜町2番68号

023-623-1711

2

医療法人篠田好生会 千歳篠田病院

山形市長町2-10-56

023-684-5331

3

医療法人社団 小白川至誠堂病院

山形市東原町一丁目12番26号

023-641-6075

4

医療法人社団松柏会 至誠堂総合病院

山形市桜町7-44

023-622-7181

5

医療法人社団清永会 矢吹病院

山形市嶋北四丁目5-5

023-682-8566

6

医療法人東北医療福祉会 山形厚生病院

山形市大字菅沢字鬼越255

023-645-8118

7

医療法人徳洲会 山形徳洲会病院

山形市清住町2-3-51

023-647-3434

8

公立学校共済組合 東北中央病院

山形市和合町三丁目2番5号

023-623-5111

9

社会医療法人二本松会 山形さくら町病院

山形市桜町2番75号

023-631-2315

10

社会福祉法人恩賜財団済生会 山形済生病院

山形市沖町79番1

023-682-1111

11

独立行政法人国立病院機構 山形病院

山形市行才126の2

023-684-5566

12

山形県立中央病院

山形市大字青柳1800番地

023-685-2626

13

山形市立病院済生館

山形市七日町一丁目3番26号

023-625-5555

14

山形大学医学部附属病院

山形市飯田西二丁目2-2

023-633-1122

15

寒河江市立病院

寒河江市大字寒河江字塩水80番地

0237-86-2101

16

医療法人 ゆうし会 南さがえ病院

寒河江市大字島字島東87-2

0237-85-6611

17

社会医療法人みゆき会 みゆき会病院

上山市弁天二丁目2番11号

023-672-8282

18

医療法人篠田好生会 天童温泉篠田病院

天童市鎌田一丁目7番1号

023-653-5711

19

医療法人社団丹心会 吉岡病院

天童市東本町三丁目5番21号

023-654-1188

20

医療法人社団斗南会 秋野病院

天童市久野本362-1

023-653-5725

21

天童市民病院

天童市駅西5-2-1

023-654-2511

22

医療法人社団明山会 山形ロイヤル病院

東根市大森二丁目3-6

0237-43-8080

23

北村山公立病院

東根市温泉町二丁目15番1号

0237-42-2111

24

医療法人敬愛会 尾花沢病院

尾花沢市大字朧気695-3

0237-23-3637

25

山形県立河北病院

西村山郡河北町谷地字月山堂111

0237-73-3131

26

医療法人風心堂 小原病院

西村山郡河北町谷地字月山堂151-1

0237-72-7811

西川町

27

西川町立病院

西村山郡西川町大字海味581

0237-74-2211

朝日町

28

朝日町立病院

西村山郡朝日町大字宮宿843

0237-67-2125

29

医療法人徳洲会 新庄徳洲会病院

新庄市大字鳥越字駒場4623

0233-23-3434

30

山形県立新庄病院

新庄市若葉町12-55

0233-22-5525

31

医療法人社団清明会 ＰＦＣ ＨＯＳＰＩＴＡＬ

新庄市福田806

0233-22-2047

最上町

32

最上町立最上病院

最上郡最上町向町64番地の3

0233-43-2112

真室川町

33

町立真室川病院

最上郡真室川町大字新町469-1

0233-62-2211

34

一般財団法人 三友堂病院

米沢市中央六丁目1番219号

0238-24-3700

35

三友堂リハビリテーションセンター

米沢市成島町三丁目2-90

0238-21-8100

36

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32

0238-27-0506

37

米沢市立病院

米沢市相生町6番36号

0238-22-2450

38

舟山病院

米沢市駅前2丁目4-8

0238-23-4435

39

置賜広域病院企業団 公立置賜長井病院

長井市屋城町2番1号

0238-84-2161

40

置賜広域病院企業団 公立置賜南陽病院

南陽市宮内1204番地

0238-47-3000

41

社会医療法人公徳会 佐藤病院

南陽市椚塚948-1

0238-40-3170

42

公立高畠病院

東置賜郡高畠町大字高畠386番地

0238-52-1500

43

医療法人社団緑愛会 川西湖山病院

東置賜郡川西町下奥田3796-20

0238-54-2100

44

置賜広域病院企業団 公立置賜総合病院

東置賜郡川西町大字西大塚2000番地

0238-46-5000

小国町

45

小国町立病院

西置賜郡小国町大字あけぼの一丁目１番地 0238-61-1111

白鷹町

46

白鷹町立病院

西置賜郡白鷹町大字荒砥甲501番地
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市町村

NO

施設名

住所

47

医療生活協同組合やまがた 鶴岡協立病院

48

医療生活協同組合やまがた 鶴岡協立リハビリテーション病院 鶴岡市上山添字明神前38

0235-78-7511

49

鶴岡市立荘内病院

鶴岡市泉町4-20

0235-26-5111

50

山形県立こころの医療センター

鶴岡市茅原字草見鶴51-1

0235-64-8100

51

鶴岡市立湯田川温泉リハビリテーション病院

鶴岡市湯田川字中田35番地10

0235-38-5151

52

医療法人宮原病院

鶴岡市三和町1-53

0235-23-3311

53

医療法人健友会 本間病院

酒田市中町三丁目5-23

0234-22-2556

54

酒田市立八幡病院

酒田市小泉字前田37番地

0234-64-3311

55

地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構
日本海総合病院

酒田市あきほ町30番地

0234-26-2001

56

日本海酒田リハビリテーション病院

酒田市千石町2丁目3番20号

0234-23-1111

三川町

57

医療法人社団愛陽会 三川病院

東田川郡三川町大字横山字堤39

0235-68-0150

庄内町

58

医療法人 徳洲会庄内余目病院

東田川郡庄内町松陽1-1-1

0234-43-3434

遊佐町

59

医療法人社団 順仁堂遊佐病院

飽海郡遊佐町遊佐字石田7番地

0234-72-2522

鶴岡市

庄内
酒田市

鶴岡市文園町9-34

電話番号
0235-23-6060

