脳卒中の「急性期」医療機能
【津軽地域】
区分

名称
医療法人元秀会 弘前小野病院

所在地
弘前市大字和泉二丁目19-1

電話
0172-27-1431

国立病院機構弘前病院

弘前市大字富野町1

0172-32-4311

財団法人秀芳園 弘前中央病院

弘前市吉野町3-1

0172-36-7111

(財)黎明郷弘前脳卒中センター

弘前市大字扇町一丁目2-1

0172-28-8220

津軽保健生活協同組合 健生病院

弘前市野田二丁目2-1

0172-32-1171

鳴海病院

弘前市大字品川町19

0172-32-5211

弘前市大字大町三丁目8-1

0172-34-3211

弘前市本町53

0172-33-5111

弘愛会病院

弘前市宮川三丁目1-4

0172-33-2871

黒石市国民健康保険黒石病院

黒石市北美町一丁目70

0172-52-2121

(財)黎明郷リハビリテーション病院

平川市碇ヶ関湯向川添30

0172-45-2231

町立大鰐病院

南津軽郡大鰐町大字蔵館字川原田40-4 0172-48-2211

ときわ会病院

南津軽郡藤崎町榊字亀田2-1

0172-65-3771

国民健康保険板柳中央病院

北津軽郡板柳町大字灰沼字岩井74-2

0172-73-3231

医療法人 五所の診療所

弘前市大字五所字野沢39-13

0172-84-2311

医療法人楽清会 さがらクリニック

弘前市桔梗野一丁目3-3

0172-37-2070

近江整形外科

弘前市大字山下町4-1

0172-32-2121

工藤医院

弘前市石川字石川97

0172-92-3316

佐藤内科医院

弘前市覚仙町15-1

0172-34-2126

関医院中津軽診療所

弘前市大字賀田一丁目14-2

0172-82-3006

たかはし内科胃腸科小児科

弘前市取上二丁目9-1

0172-38-2211

病 弘前市立病院
院 弘前大学医学部附属病院

診 津軽保健生活協同組合 健生クリニック 弘前市大字野田二丁目2-1
療 はせがわ内科クリニック
弘前市賀田1-3-2
所 三浦クリニック
弘前市湯口字一ノ細川51-5

0172-33-2021
0172-82-1182
0172-84-1212

みくにや内科循環器科

弘前市笹森町2

0172-36-3928

山口医院

弘前市若葉一丁目6-4

0172-39-2311

若杉内科医院

弘前市大字宮川三丁目3-1

0172-33-1114

いとう外科内科クリニック

平川市尾上栄松132-6

0172-57-5850

医療法人幸昭会 樽沢医院

南津軽郡藤崎町大字葛野字前田61-13

0172-89-7711

むらさわ内科クリニック

南津軽郡藤崎町大字藤崎字村井40-6

0172-75-6060

津軽三育医院

南津軽郡田舎館村大字川部字上西田130-12 0172-75-3755

【八戸地域】
区分

名称
医療法人平成会 八戸平和病院

所在地
八戸市湊高台二丁目4-6

電話
0178-31-2222

岸原病院

八戸市柏崎六丁目29-6

0178-45-8111

八戸城北病院

八戸市石堂一丁目14-14

0178-20-2222

八戸市大字田向字毘沙門平1

0178-72-5111

八戸市大字田面木字中明戸2

0178-27-3111

みちのく記念病院

八戸市小中野一丁目4-22

0178-47-9001

労働者健康福祉機構 青森労災病院

八戸市大字白銀町字南ヶ丘1

0178-33-1551

三戸町国民健康保険三戸中央病院

三戸郡三戸町大字川守田字沖中9-1

0179-20-1131

病 八戸市立市民病院
院 八戸赤十字病院
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区分

名称
国民健康保険五戸総合病院

所在地
三戸郡五戸町字沢向17-3

電話
0178-61-1200

三戸郡南部町沖田面字千刈36-2

0179-34-3131

上北郡おいらせ町上前田21-1

0178-52-3611

国民健康保険おいらせ病院

上北郡おいらせ町上明堂1-1

0178-52-3111

医療法人厚善会 伴胃腸科内科医院

八戸市売市二丁目1-7

0178-22-9016

おっとも脳神経クリニック

八戸市柏崎四丁目14-48

0178-41-1115

八戸市新井田西三丁目15-15

0178-30-1112

八戸市下長３丁目21-19

0178-28-5040

八戸市南類家一丁目17-2

0178-44-0278

八戸市売市四丁目7-7

0178-46-3000

医療法人菁菜軒田中医院

三戸郡五戸町鍛冶屋窪上ミ33-2

0178-61-1155

ナンブクリニック

三戸郡南部町大字沖田面字千刈47-1

0179-20-6161

名称
あおもり協立病院

所在地
青森市東大野二丁目1-10

電話
017-762-5500

青森県立中央病院

青森市東造道二丁目1-1

017-726-8111

青森市民病院

青森市勝田一丁目14-20

017-734-2171

青森市立浪岡病院

青森市浪岡大字浪岡字平野180

0172-62-3111

青森市松原三丁目13-21

017-734-3541

青森市合浦二丁目11-24

017-741-4341

財団法人双仁会 青森厚生病院

青森市新城字山田488-1

017-788-3121

社団法人慈恵会 青森慈恵会病院

青森市大字安田字近野146-1

017-782-1201

村上新町病院

青森市新町二丁目1-13

017-723-1111

平内中央病院

東津軽郡平内町小湊字外ノ沢1-1

017-755-2131

ＡＭＣクリニック

青森市新町二丁目2-22

017-723-9911

青い海公園クリニック

青森市安方一丁目103-2

017-721-1111

青森クリニック

青森市篠田一丁目9-11

017-783-2222

あきやま胃腸科内科クリニック

青森市松森二丁目10-21

017-743-1199

病 社会医療法人博進会 南部病院
院 医療法人正恵会 石田温泉病院

大里脳神経リハビリテーションクリニック
診 下長内科クリニック
療
所 八戸生協診療所
むらかみ脳神経外科クリニック

【青森地域】
区分

病 医療法人 近藤病院
院 医療法人同仁会 浪打病院

医療法人 和田クリニック内科・胃腸科 青森市橋本二丁目14-6

017-775-1300

えびな脳神経クリニック

青森市緑二丁目1-3

017-735-3000

青森市東大野一丁目8-4

017-762-5252

青森市久須志４丁目3-28

017-761-1700

青森市三内字沢部439-5

017-782-6812

青森市浜館四丁目14-4

017-765-1500

佐々木胃腸科内科

青森市岡造道二丁目2-25

017-741-1155

三戸内科胃腸科

青森市浪館前田四丁目10-1

017-781-6011

嶋中内科循環器科

青森市青柳二丁目9-38

017-775-2111

田村医院

青森市古川一丁目18-14

017-722-3333

なかむら脳外科

青森市浪打２丁目10-12

017-744-1165

虹ヶ丘内科クリニック

青森市虹ヶ丘一丁目3-13

017-765-1177

川口内科
診 木村隆内科呼吸器科医院
療
所 木村文祥内科クリニック
駒井胃腸科内科
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所在地
青森市大野字片岡34-3

電話
017-729-1111

青森市千富町一丁目4-16

017-776-4558

青森市八重田二丁目1-6

017-736-8191

青森市新町一丁目2-5

017-721-5111

所在地
五所川原市字布屋町41

電話
0173-35-3111

五所川原市字新町41

0173-35-2726

つがる市木造末広43-3

0173-42-3111

北津軽郡鶴田町大字鶴田字鷹ノ尾34

0173-22-2261

五所川原市みどり町４丁目128番地

0173-34-3211

五所川原市字一ツ谷508-12

0173-34-0123

名称
十和田市立中央病院

所在地
十和田市西十二番町14-8

電話
0176-23-5121

十和田第一病院

十和田市東三番町10-70

0176-22-5511

病 三沢市立三沢病院
院 公立七戸病院

三沢市中央町四丁目1-10

0176-53-2161

上北郡七戸町字影津内98-1

0176-62-2105

六戸町国民健康保険病院

上北郡六戸町大字犬落瀬字後田42-1

0176-55-3121

公立野辺地病院

上北郡野辺地町字鳴沢9-12

0175-64-3211

阿部クリニック

十和田市東三番町9-66

0176-25-1122

育成会内科小児科

十和田市西十三番町1-28

0176-21-5558

十和田市大字奥瀬字中平155

0176-72-2003

十和田市稲生町2-22

0176-20-1101

十和田市穂並町1-5

0176-22-5151

戸館内科整形外科医院

上北郡野辺地町字野辺地261-1

0175-64-2525

医療法人藤仁会 工藤医院

上北郡七戸町字道ノ上63-4

0176-68-2666

区分

名称
脳神経外科・内科 藤本クリニック

診 福士胃腸科循環器科医院
療
所 三川内科医院
ミッドライフクリニックＡＭＣ

【西北五地域】
区分

名称
五所川原市立西北中央病院

病 医療法人済生堂 増田病院
院 つがる市立成人病センター
国民健康保険鶴田町立中央病院
診 冨田胃腸科内科医院
療
所 医療法人守生会 中村整形外科医院

【上十三地域】
区分

診 医療法人仁泉会おいらせクリニック
療 岡本整形外科クリニック
所 十和田外科

【下北地域】
名称

区分

むつ総合病院
病
国民健康保険川内病院
院
国民健康保険大間病院
診
療
所

医療法人章士会 三上医院

所在地

電話

むつ市小川町一丁目2-8

0175-22-2111

むつ市川内町休所42-62

0175-42-2211

下北郡大間町大字大間字大間平20-78

0175-37-2105

むつ市柳町一丁目8-22

0175-22-1011
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