
二次医療圏名

青森地域保健医療圏

医療機関名称 4月27日 4月28日 4月29日 4月30日 5月1日 5月2日 5月3日 5月4日 5月5日 5月6日 備考 住所 電話番号
（１０連休中の連絡先）

1 あいだクリニック 完全予約制 完全予約制 青森市合浦一丁目2-21 017-762-0810

2 あきやま胃腸科内科クリニック 午前 青森市松森二丁目10-21 017-743-1199

3 朝倉医院 午前 青森市中央一丁目23-17 017-722-1482

4 石木医院 午前 午前 青森市浅虫蛍谷65-37 017-737-5122

5 石田クリニック ○ 午前 青森市緑三丁目3-16 017-731-1331

6 医療法人いしだ医院 ○ 青森市花園二丁目43-26 017-744-3300

7 岩谷整形外科 ○ 午前 ○ 青森市浜田三丁目3－44 017-762-6288

8 伊藤眼科クリニック ○ 青森市八重田四丁目2-1 ラ・セラ１F 017-718-5258

9 医療法人桂木クリニック ○ 青森市桂木四丁目6-37 017-773-6663

10 井上整形外科 午前 14:00～17:00 午前 午前 青森市石江江渡37-7 017-761-5522

11 井上耳鼻咽喉科医院 ○ 青森市大野字片岡25-1 017-723-3325

12 いわさき整形外科クリニック 午前 青森市南佃二丁目8-1 017-763-5557

13 ファミリークリニック ○ ○ 青森市幸畑字松元20−5 017-728-7000

14
医療法人
レディスクリニック・セントセシリア

9:00～15:00 救急 救急 救急 救急 救急 救急 救急 救急 救急 青森市筒井八ッ橋95-12 017-738-0321

15 梅原内科胃腸科医院 午前 午前 午前 午前 午前 青森市富田一丁目10-10 017-766-5520

16 えびな脳神経クリニック 午前 青森市緑二丁目1-3 017-735-3000

17 王子整形外科医院 9:00～12:15 ○ ○ ○ 青森市篠田三丁目13-25 017-766-5515

18 あおもりベイクリニック ○ 青森市長島一丁目6-6 クロスタワーA・BAY 3F 017-718-3622

19 大高内科医院 午前 青森市中央一丁目31-14 017-734-3477

20 クリニックこころの森 午前 青森市東大野一丁目21-10 017-729-1556

21 おきつ内科 午前 午前 午前 午前 午前 午前 午前 午前 青森市古川二丁目8-16 017-757-8787

22 おさないクリニック ○ 午前 ○ 青森市平新田字森越23-6 017-737-0202

23 おだぎりメンタルクリニック 午前 青森市堤町二丁目15-13 017-777-1521

24 かきざき胃腸科内科クリニック ○ 青森市三内字沢部145-5 017-782-2882

25 片桐内科医院 ○ 青森市浪打一丁目12-18 017-741-2521

26 かみむら小児科医院 午前
在宅当番

9:00～13:00 青森市奥野三丁目10-25 017-776-5678

27 川口内科 9:00～12:30 青森市東大野一丁目8-4 017-762-5252

28 菊田クリニック ○ 青森市新町二丁目8-28 017-721-3313

29 菊池内科クリニック ○ 午前 午前
4月25日～27日休診
5月3日より診療開始

青森市古川一丁目9-4 017-774-2050

30 医療法人岸谷整形外科クリニック ○ 青森市金沢一丁目5-7 017-723-6881

※各医療機関へ受診する際は、直接医療機関へ電話等で確認してからの受診をお願い致します。

※項目詳細は最下部を参照ください
１０連休中の医療提供体制一覧



医療機関名称 4月27日 4月28日 4月29日 4月30日 5月1日 5月2日 5月3日 5月4日 5月5日 5月6日 備考 住所 電話番号
（１０連休中の連絡先）

31 北川ひ尿器科クリニック ○ ○ ○ 青森市花園二丁目43-18 017-765-3355

32 北畠外科胃腸科医院 ○ 午前 午前 青森市堤町二丁目13-6 017-734-7500

33 木村内科 午前 在宅当番
9:00～13:00 青森市佃三丁目5-35 017-743-5081

34 木村内科クリニック ○ 青森市浜田豊田386 090-4554-4917

35 木村文祥内科クリニック ○ 在宅当番
9:00～13:00 青森市三内字沢部439-5 017-782-6812

36 協立クリニック ○ 午前 ○ 青森市東大野二丁目2-2 017-762-5511

37 筒井小児科クリニック ○ 青森市筒井八ッ橋31-105 090-4887-4877

38 虹ヶ丘内科クリニック ○ 青森市虹ヶ丘一丁目3-13 017-765-1177

39 工藤こども医院 ○ 在宅当番
9:00～13:00

在宅当番
9:00～13:00 青森市長島二丁目8-6 017-776-8413

40 おきだてハートクリニック 午前 休日当番 青森市沖館三丁目1-18 090-6622-3942

41 くぼぞのクリニック 午前 午前 午前 青森市堤町一丁目10-11 つつみクリニックビル2階 017-777-7788

42 こがクリニック ○ ○ ○ 青森市緑三丁目9-2 サンロード青森4Fクリニックセンター 017-731-2255

43 こがわ皮膚科 ○ 青森青森市新町一丁目13-7 和田ビル２Ｆ 0177-35-6711

44 こしなみ小児科・内科ｸﾘﾆｯｸ ○ 青森市橋本三丁目13-5-103 017-773-6677

45 こたにこどもクリニック 9:00～13:00 在宅当番
9:00～13:00 青森市浜館三丁目4-7 017-765-1188

46 小堀眼科 9:00～12:30 13:00～17:00 青森市中佃二丁目7-34 090-7061-7326

47 駒井胃腸科内科 午前 青森市浜館四丁目14-4 017-765-1500

48 近藤内科胃腸科 8:30～12:30 在宅当番
9:00～13:00 青森市筒井三丁目14-32 017-728-2022

49 斉藤内科小児科医院 8:30～12:30
※救急

9:00～12:00
※救急

9:00～12:00
※救急

9:00～11:00
※救急

9:00～12:00
※救急

9:00～12:00
※救急

9:00～10:00
※救急

9:00～10:00
※救急

9:00～12:00
※救急

9:00～12:00
※救急 青森市青柳二丁目6-17 017-777-3818

50 斉藤内科県庁前クリニック 8:30～12:30 青森市長島二丁目3-4 017-731-3110

51 さわだクリニック ○ 青森市石江岡部76-26 017-761-5577

52 あおもり腎透析・泌尿器科クリニック ○ 青森市西大野一丁目15-27 017-752-6353

53 新城胃腸科内科 8:30～12:15 青森市新城字平岡175-23 017-788-8551

54 さくらだ整形外科クリニック 午前 青森市平新田字森越23-4 080-1845-3877

55 とよあきクリニック 午前 ○ 午前 ○ 青森市浜田二丁目15-5 017-762-3100

56 佐々木胃腸科内科 午前 午前 午前 午前 青森市岡造道二丁目2-25 017-741-1155

57 佐藤整形外科・リウマチ科クリニック 9:00～13:00 青森市奥野一丁目5-8 017-721-3755

58 佐藤内科クリニック 9:00～13:00 ○ ○ ○ 在宅当番
9:00～13:00 青森市はまなす一丁目17-21 017-726-7800

59 三戸内科胃腸科 ○ 青森市浪館四丁目10-1 017-781-6011

60 やなぎまちストレスクリニック ○ 青森市長島一丁目6-6クロスタワーA・BAY3F 017-718-3026

61 医療法人明友会 嶋中内科循環器科 ○ 青森市青柳二丁目9-38 090-3129-6174

62 下山泌尿器科医院 ○ ○ 青森市造道三丁目2-28 017-743-5210

63 白石医院 ○ 青森市長島二丁目8-21 017-777-1220

64 たかしクリニック耳鼻咽喉科 午前 青森市奥野二丁目10-21 017-752-0288



医療機関名称 4月27日 4月28日 4月29日 4月30日 5月1日 5月2日 5月3日 5月4日 5月5日 5月6日 備考 住所 電話番号
（１０連休中の連絡先）

65 神外科胃腸科医院 ○ ・8:30～12:30外来
・12:30～18:00救急

8:30～18:00
救急

・8:30～12:30外来
・12:30～18:00救急

8:30～18:00
救急

・8:30～12:30外来
・12:30～18:00救急

8:30～18:00
救急

8:30～18:00
救急

・8:30～12:30外来
・12:30～18:00救急

8:30～18:00
救急 青森市本町三丁目2-19 017-775-1021

66 じん耳鼻咽喉科医院 ○ 青森市里見二丁目9-1 017-782-8733

67 菅原泌尿器科 午前 ○ 午前 青森市松原三丁目3-20 017-777-5000

68 岩男外科医院 ○ ○ ○ ○ 青森市古川二丁目9-12 017-776-7716

69 すずきクリニック ○ ○ ○ 青森市岡造道一丁目2-8 017-742-2830

70 ひでかず胃腸科内科 8:30～12:00 青森市大字大野字前田75-89 017-762-1600

71 すとう小児科クリニック 午前 青森市三好一丁目8-2 017-761-2300

72 たかぎ皮膚科クリニック ○ 青森市西滝三丁目27-16 017-782-8366

73 髙屋医院 9:00～13:00 青森市長島三丁目5-8 017-776-2881

74 青森眼科皮フ科クリニック 午前 休日輪番
13:00～17:00 青森市東造道一丁目4-3 017-736-8111

75 武山循環器科内科 午前 青森市勝田二丁目9-13 017-734-0113

76 たざわ生活習慣病クリニック 8:30～12:30 青森市中佃二丁目18-26 017-752-8386

77 田代内科医院 ○ ○ 青森市篠田二丁目18-7 017-781-7044

78 田中産婦人科クリニック ○ 未定日あり 青森市花園一丁目7-13 017-744-4103

79 田辺和彦胃腸科内科医院 ○ ○ ○ 青森市勝田一丁目15-10 017-735-1188

80 たにた耳鼻咽喉科クリニック ○ 午前 スタッフ及び近隣薬局と調整中 青森市古川一丁目21-18 NARAYAビル2F 017-774-8733
（4月30日午前のみ）

81 医療法人志仁会 田村医院 8:30～12:30 9:00～11:00 午前 9:00～11:00 青森市古川一丁目18-14 017-723-3333

82 丹代外科胃腸科医院 ○ 青森市千刈一丁目21-9 017-766-2627

83 千歳産婦人科医院 ○ ○ ○ 通常の一般外来のみ
産婦人科以外は対応不可

青森市長島三丁目12-6 017-776-2893

84 内科おひさまクリニック 午前 ○ 青森市橋本一丁目9-26 017-723-0020

85 永井耳鼻咽喉科クリニック ○ ○ ○ 青森市小柳六丁目19-15 017-741-8733

86 長島皮フ科クリニック ○ 青森市金沢四丁目16-27 017-776-1112

87 なかた小児科 午前 青森市はまなす二丁目16-21 017-726-5551

88 中野脳神経外科総合内科クリニック 午前 青森市石江四丁目4-3 090-9745-8012

89 中道医院 8:30～12:00
14:00～15:00） 青森市油川字浪岸9-1 017-787-2211

90 なかむら脳外科 9:00～11:00 9:00～12:00 9:00～12:00 青森市浪打二丁目10-12 017-744-1165

91 中村豊医院 ○ 青森市西滝一丁目16-31 017-782-6633

92 中村整形外科医院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5/6～5/11休診 青森市浪打二丁目3-16 017-742-1400

93 成田あつしクリニック 9:00～13:00 青森市浪館前田三丁目22-8 017-761-7215

94 成田祥耕クリニック ○ ○ ○ 青森市中佃一丁目1-30 017-743-6511

95 剛整形外科クリニック 午前 午前 午前 青森市花園二丁目22-3 017-741-6100

96 青森クリニック ○ 青森市篠田一丁目9-11 017-783-2222

97 西部整形外科医院 ○ 青森市里見二丁目12-41 017-766-8860

98 平井内科医院 休日当番 青森市松原三丁目2-5 017-774-3355



医療機関名称 4月27日 4月28日 4月29日 4月30日 5月1日 5月2日 5月3日 5月4日 5月5日 5月6日 備考 住所 電話番号
（１０連休中の連絡先）

99 福井ひ尿器科クリニック ○ ○ ○ ○ 青森市篠田一丁目10-19 017-766-7100

100 福士レディスクリニック 午前 ○ 青森市小柳三丁目1-1 017-765-1103

101 ふくし耳鼻科 ○ 青森市松原三丁目12-15 017-734-1189

102 福士内科胃腸科医院 9:00～13:00 青森市緑一丁目19-5 017-777-8363

103 福士胃腸科循環器科医院 午前 午前 急病センター 青森市千富町一丁目4-16 017-776-4558

104 福士泌尿器科医院 午前 ○ ○ 午前 青森市金沢三丁目31-10 090-2275-3818

105 エフ．クリニック ○ 青森市浜田三丁目3-7 017-729-4103

106 ふじた耳鼻咽喉科クリニック ○ 青森市羽白沢田49-1 090-2796-4094

107 脳神経外科内科　藤本クリニック ○ ○ 午前 青森市大野字片岡34-3 017-729-1111

108 降矢内科医院 ○ 青森市花園一丁目19-1 017-742-1836

109 まちだ内科クリニック 7：30～13：00 8：00～11：00 8：00～11：00 8：00～11：00 8：00～11：00 8：00～11：00 8：00～11：00 8：00～11：00 8：00～11：00 8：00～11：00 青森市羽白字沢田39-4 017-788-6688

110 まつむら小児科クリニック ○ 青森市桂木四丁目6-34 017-734-7070

111 まつもと内科外科クリニック 午前 青森市沖館五丁目5-26 017-783-3030

112 八重田医院 ○ 青森市はまなす二丁目6-11 017-726-1188

113 三上医院 午前 午前 午前 午前 午前 午前 青森市幸畑一丁目36-29 090-6786-1014

114 三上心療内科・内科医院 午前 青森市平新田字池上36-2 017-737-0120

115 三上眼科 ○ 青森市新町二丁目6-27 017-722-6501

116 三上皮膚科　緑医院 ○ 青森市緑一丁目19-6 090-9032-2085

117 南内科循環器科医院 9:00～13:00
休日当番 青森市岡造道一丁目17-8 017-741-1616

118 浜田みやかわ眼科 ○ 青森市浜田玉川346-1 017-764-6119

119 村岡整形外科医院 ○ 青森市沖館三丁目10-11 017-761-1300

120 村上内科胃腸科
在宅当番

9:00～17:00
在宅当番

9:00～13:00 青森市栄町二丁目2-1 017-741-2278

121 村林内科クリニック 午前 ○ ○ ○ 青森市沖館四丁目8-17 017-782-0505

122 森総合クリニック松原 ○ 休日当番 青森市奥野二丁目20-2 017-776-6299

123 医療法人　盛ハート・クリニック 午前 青森市奥野一丁目1-9 017-777-1810

124 森山内科クリニック 午前 青森市筒井八ッ橋1382-12 017-738-2738

125 安方クリニック 午前 午前 午前 青森市安方一丁目11-6 017-732-3955

126 山上きよし眼科 午前 13:00～17:00 青森市松原三丁目9-52 017-721-1160

127 やまがみ眼科 午前 青森市長島二丁目1-14 017-775-9220

128 やましき内科クリニック 午前 検査・健診なし 青森市浪打二丁目3-1 017-718-3600

129 ゆきた内科クリニック ○ 8：30～12：30 青森市松原一丁目5-14 017-775-6650

130 よこの循環器呼吸器内科医院 在宅当番 青森市石江字江渡97-12 017-761-1188

131 たく内科クリニック ○ 青森市大字大野字山下171-7 017-752-1192

132 三川内科医院 午前 青森市八重田二丁目1-6 017-736-8191



医療機関名称 4月27日 4月28日 4月29日 4月30日 5月1日 5月2日 5月3日 5月4日 5月5日 5月6日 備考 住所 電話番号
（１０連休中の連絡先）

133 わたなべ内科クリニック ○ 青森市奥野三丁目12-17 017-764-0833

134 三上皮膚科桜川医院 午前 青森市桜川四丁目22-14 090-5831-6958

135 まちだ眼科クリニック ○ 青森市羽白字沢田39-4 017-788-8611

136 青い海公園クリニック 午前 透析治療に関しては通常通り 青森市安方一丁目103-2 017-721-1111

137 AMCクリニック 午前 青森市新町二丁目2-22 017-722-9111

138 医療法人柏葉会白取医院 ○ ○ ○ 青森市大字高田字川瀬294-9 017-739-2342

139 しんまちクリニック 外来透析 外来透析 外来透析 外来透析 外来透析 外来透析 外来透析 外来透析 青森市新町二丁目1-14 017-735-3111

140 青森東方クリニック ○ ○ ○ 午前 ○ ○ ○ ○ ○ 青森市緑三丁目9-2 サンロード青森4F 017-777-9100

141 りょう内科クリニック 午前 休日当番 青森市富田三丁目16-4 017-761-2326

142 中部クリニック 午前 午前 青森市中央三丁目10-2 017-777-6206

143 福盛内科胃腸科 ○ 青森市長島二丁目1-14 080-1840-0394

144 津軽保健生活協同組合　津軽医院 午前 午前 午前 青森市浪岡大字浪岡字浅井205 0172-62-3101

145 ひきち内科クリニック ○ 東津軽郡平内町小湊字愛宕95-2 017-758-1155

146 まさいく整形外科 午前 未定 未定 未定 東津軽郡平内町大字小湊字愛宕20-1 017-758-1900

147 たざわクリニック ○ 血液透析 血液透析 血液透析 血液透析 東津軽郡平内町小湊字下槻17-1 017-758-1223

148 蓬田診療所 8:00～15:00 東津軽郡蓬田村郷沢浜田140-5 0174-27-2011

149 医療法人かにたクリニック ○ ○ ○ ○ 東津軽郡外ヶ浜町蟹田5-2 0174-22-2333

150 田澤内科 ○ ○ 東津軽郡外ヶ浜町字蟹田143 0174-22-2045

（各項目について）
【○】・・・その医療機関の通常の診療時間での診療を行う日となります。診療時間については、各医療機関へお問い合わせください。

【救急】・・・救急受入のみを行う日となります。通常の外来診療は行っておりません。

【時間の記載があるもの】・・・当該時間のみの外来診療を行う日となります。

【その他の記載】・・・医療機関によっては、予約での診療のみの受付けや、受診できる診療科が異なる場合があります。各医療機関へお問い合わせください。

（各項目について）
【○】・・・その医療機関の通常の診療時間での診療を行う日となります。診療時間については、各医療機関へお問い合わせください。

【救急】・・・救急受入のみを行う日となります。通常の外来診療は行っておりません。

【時間の記載があるもの】・・・当該時間のみの外来診療を行う日となります。

【その他の記載】・・・医療機関によっては、予約での診療のみの受付けや、受診できる診療科が異なる場合があります。各医療機関へお問い合わせください。

（各項目について）
【○】・・・その医療機関の通常の診療時間での診療を行う日となります。診療時間については、各医療機関へお問い合わせください。

【救急】・・・救急受入のみを行う日となります。通常の外来診療は行っておりません。

【時間の記載があるもの】・・・当該時間のみの外来診療を行う日となります。

【その他の記載】・・・医療機関によっては、予約での診療のみの受付けや、受診できる診療科が異なる場合があります。各医療機関へお問い合わせください。

【空欄】・・・外来診療及び救急受入ともに行わない日となります。


