
（様式１） 平成３１年度特定健康診査等の実施方法・実施機関等について
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平内町健康増進課

017-718-0019(内線135) ※代表番号の場合は内線番号も記入してください

※特定健診等に関連するＨＰがある場合

1-1 特定健康診査の実施方法

市町村名

特定健康診査の受診券の配布時期

特定健康診査（集団健診）の
実施時期及び回数

特定健康診査（個別健診）の
実施時期

　一部負担金（自己負担）

特定健康診査 特定保健指導

基本項目 詳細項目 動機付け支援 積極的支援

全員なし 全員なし 全員なし 全員なし

健診項目
対象者

備考
全員 一部

 基本的な健診項目 〇

 詳細な健診項目 0 4

貧血検査 〇

心電図検査 〇

眼底検査 〇

血清クレアチニン 〇

その他実施している健診項目 1 2

ヘモグロビンA1c(Hba1C) 〇 集団健診以外では「基本的な健診項目」として実施

尿中塩分検査 〇

尿酸 〇

担当課名　

　電話番号

　ホームページ http://www.town.hiranai.aomori.jp/index.cfm/13,0,77,94,html

http://www.town.hiranai.aomori.jp/index.cfm/13,0,77,94,html


1-2 特定健康診査実施機関

集団健診は日時等が決められています。
健診受診の際は、電話等にて事前に確認（予約）をしてください。
住所・電話番号は変更されていることもありますので、ご確認の上連絡してください。

集団健診
実施機関名 電話番号 実施機関住所

青森県総合健診センター 017-741-2336 青森市佃２丁目１９－１２

個別健診
実施機関名 電話番号 実施機関住所

平内中央病院 017-755-2131 平内町大字小湊字外ノ沢１－１

青い海公園クリニック 017-721-1111 青森市安方一丁目１０３－２

あおもり協立病院 017-762-5500 青森市東大野二丁目１－１０

青森クリニック 017-783-2222 青森市篠田一丁目９－１１

青森厚生病院 017-788-3121 青森市新城字山田４８８－１

青森新都市病院 017-757-8750 青森市石江三丁目１番地

あおもり腎透析・泌尿器科クリニック 017-752-6353 青森市西大野１丁目１５－７

あおもりベイクリニック 017-718-3622 青森市長島一丁目６－６　ｸﾛｽﾀﾜｰA・BAY3F

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

朝倉医院 017-722-1482 青森市中央一丁目２３－１７

石木医院 017-752-3015 青森市浅虫字蛍谷６５－３７

いしだ医院 017-744-3300 青森市花園二丁目４３－２６

石田クリニック 017-731-1331 青森市緑三丁目３－１６

ＡＭＣクリニック 017-722-9111 青森市新町二丁目２－２２



えびな脳神経クリニック 017-735-3000 青森市緑二丁目１－３

大高内科医院 017-734-3477 青森市中央一丁目３１－１４

大竹整形外科 0172-62-3300 青森市浪岡福田二丁目１３－８

おきだてハートクリニック 017-761-1132 青森市沖館三丁目１－１８　ベイコートおきだて１F

おきつ内科 017-757-8787 青森市古川二丁目８－１６

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

片桐内科医院 017-741-2521 青森市浪打一丁目１２－１８

桂木クリニック 017-773-6663 青森市桂木四丁目６－３７

加藤内科循環器科 017-735-7555 青森市金沢四丁目４－１０

かにたクリニック 0174-22-2333 東津軽郡外ヶ浜町字蟹田５－２

川口内科 017-762-5252 青森市東大野一丁目８－４

菊田クリニック 017-721-3313 青森市新町二丁目８－２８

菊池内科クリニック 017-773-5780 青森市古川一丁目９－４

北畠外科胃腸科医院 017-734-7500 青森市堤町二丁目１３－６

木村健一糖尿病・内分泌クリニック 017-765-3100 青森市茶屋町１３－９

木村隆内科呼吸器科医院 017-761-1700 青森市久須志四丁目３－２８

木村内科クリニック 017-774-1811 青森市浜田字豊田３８６

木村文祥内科クリニック 017-782-6812 青森市三内字沢部４３９－５

工藤内科クリニック 017-766-9107 青森市石江字江渡５２－１７６

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

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

高内科小児科医院 017-741-8181 青森市蛍沢三丁目１２－１５

剛整形外科クリニック 017-741-6100 青森市花園二丁目２２－３

駒井胃腸科内科 017-765-1500 青森市浜館四丁目１４－４

近藤内科胃腸科 017-728-2022 青森市筒井三丁目１４－３２



斉藤内科県庁前クリニック 017-731-3110 青森市長島二丁目３－４

斉藤内科小児科医院 017-777-3818 青森市青柳二丁目６－１７

医）佐々木胃腸科内科 017-741-1155 青森市岡造道二丁目２－２５

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

佐藤内科クリニック 017-726-7800 青森市はまなす一丁目１７－２１

佐藤病院 017-722-4802 青森市青柳二丁目１－１２

医療法人 さわだクリニック　 017-761-5577 青森市石江字岡部７６－２６

三戸内科胃腸科 017-781-6011 青森市浪館前田四丁目１０－１

慈恵クリニック 017-782-8711 青森市安田字近野１６０－３

嶋中内科循環器科 017-775-2111 青森市青柳二丁目９－３８

下山泌尿器科医院 017-743-5210 青森市造道三丁目２－２８

白取医院 017-739-2342 青森市高田字川瀬２９４－９

神外科胃腸科医院 017-775-1021 青森市本町三丁目２－１９

新城胃腸科内科 017-788-8551 青森市新城字平岡１７５－２３

医）三良会 しんまちクリニック 017-735-3111 青森市新町二丁目１－１４

生協さくら病院 017-738-2101 青森市問屋町一丁目１５－１０

高屋医院 017-776-2881 青森市長島三丁目５－８

たく内科クリニック 017-752-1192 青森市大野字山下１７１－7

武山循環器科内科 017-734-0111 青森市勝田二丁目９－１３

たざわクリニック 017-758-1222 東郡平内町小湊字下槻１７－１

たざわ生活習慣病クリニック 017-752-8386 青森市中佃２丁目１８－２６

田代内科医院 017-781-7044 青森市篠田二丁目１８－７

田中産婦人科クリニック 017-744-4103 青森市花園一丁目７－１３

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

中部クリニック 017-777-6206 青森市中央三丁目１０－２



とよあきクリニック 017-762-3100 青森市浜田二丁目１５－５

内科おひさまクリニック 017-723-0020 青森市橋本一丁目９－２６

中野脳神経外科・総合内科クリニック 017-788-7200 青森市石江字四丁目４－３

浪打病院 017-741-4341 青森市合浦二丁目１１－２４

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

成田祥耕クリニック 017-743-6511 青森市中佃一丁目１－３０

虹ヶ丘内科クリニック 017-765-1177 青森市虹ヶ丘一丁目３－１３

ひきち内科クリニック 017-758-1155 東郡平内町小湊字愛宕９５－２

ひでかず胃腸科内科 017-762-1600 青森市大野字前田７５－８９

平井内科医院 017-774-3355 青森市松原三丁目２－５

福士胃腸科循環器科医院 017-776-4558 青森市千富町一丁目４－１６

福士内科胃腸科医院 017-777-8363 青森市緑一丁目１９－５

福盛内科胃腸科 017-775-2767 青森市長島二丁目１－１４

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

降矢内科医院 017-742-1836 青森市花園一丁目１９－１

まさいく整形外科 017-758-1900 東郡平内町大字小湊字愛宕２０－１

まつもと内科外科クリニック 017-738-3030 青森市沖館五丁目５－２６

三上心療内科・内科医院 017-737-0120 青森市大字平新田字池上３６－２

三上雅人クリニック 017-761-6655 青森市千刈二丁目７－１８

三川内科医院 017-736-8191 青森市八重田二丁目１－６

ミッドライフクリニックＡＭＣ 017-721-5111 青森市新町一丁目２－５

南内科循環器科医院 017-741-1616 青森市岡造道一丁目１７－８

村上新町病院 017-723-1111 青森市新町二丁目１－１３

村上内科胃腸科医院 017-741-1215 青森市栄町二丁目２－１

村上病院 017-729-8888 青森市浜田３丁目３－１４



村林内科クリニック 017-782-0505 青森市沖館四丁目８－１７

森総合クリニック松原 017-776-6299 青森市奥野二丁目２０－２

盛ハート・クリニック 017-777-7060 青森市奥野一丁目１－９

森山内科クリニック 017-728-1550 青森市筒井字八ッ橋１３８２－１２

安方クリニック 017-732-3955 青森市安方一丁目１１－６

やましき内科クリニック 017-718-3600 青森市浪打二丁目３－１

ゆきた内科クリニック 017-775-6650 青森市松原一丁目５－１４

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

和田クリニック内科・胃腸科 017-775-1300 青森市橋本二丁目１４－６

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



1-3 集団健診・日程詳細

場所 住所 日程 特記事項

狩場沢公民館 平内町大字狩場沢字檜沢24-11 5月29日

松野木公民館 平内町大字松野木字一本木1-1 6月3日

間木コミュニティセンター 平内町大字東滝字鷲ノ沢9-1 6月5日

東滝コミュニティセンター 平内町大字東滝字滝7-7 6月6日

浅所コミュニティセンター 平内町大字福館字雷電林1-50 6月17日

勤労青少年ホーム 平内町大字小湊字小湊79-3 6月19日

勤労青少年ホーム 平内町大字小湊字小湊79-3 6月20日

清水川コミュニティセンター 平内町大字清水川字往来道添26-2 6月24日

稲生漁民センター 平内町大字稲生字稲生15-4 6月26日

浦田公民館 平内町大字茂浦字浦田沢114-3 6月26日

勤労青少年ホーム 平内町大字小湊字小湊79-3 7月2日

勤労青少年ホーム 平内町大字小湊字小湊79-3 7月3日

山口コミュニティセンター 平内町大字山口字小沢14-1 7月8日

東田沢防雪管理センター 平内町大字東田沢字無沢14 7月9日

口広コミュニティセンター 平内町大字口広字口広沢154-5 7月22日



勤労青少年ホーム 平内町大字小湊字小湊79-3 7月23日

勤労青少年ホーム 平内町大字小湊字小湊79-3 7月24日 40歳以上の社保被扶養者のみ特定健診を受診可能。その他
の方についてはがん検診は受診可能。

茂浦コミュニティセンター 平内町大字茂浦字向田81 8月28日


