青森県「糖尿病と歯周病を切り口とした医科・歯科連携事業」協力医科医療機関リスト
青森市医師会（43医療機関）
医療機関名
青森クリニック

住 所
青森市篠田一丁目9-11

電話番号

医療機関名

住 所

電話番号

017-783-2222

武山循環器科内科

青森市勝田二丁目9-13

017-734-0111

社団法人慈恵会 青森慈恵会病院 青森市安田字近野146-1

017-782-1201

たざわ生活習慣病クリニック

青森市中佃二丁目18-26

017-752-8386

医療法人雄心会 青森新都市病院 青森市石江三丁目1

017-757-8750

田辺和彦胃腸科内科医院

青森市勝田一丁目15-10

017-735-1188

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

青森市古川一丁目18-14

017-722-3333

医療法人 いしだ医院

青森市花園二丁目43-26

017-744-3300

青森市浪岡字浅井205

0172-62-3101

青森市緑二丁目1-3
青森市沖館三丁目1-18
おきだてハートクリニック
ベイコートおきだて1F
かきざき糖尿病内科クリニック 青森市篠田二丁目20-15

017-735-3000

青森市橋本一丁目9-26

017-723-0020

青森市石江四丁目4-3

017-788-7200

017-757-9080

医療法人志仁会 田村医院
津軽保健生活協同組合 津軽
医院
医療法人内科おひさまクリニック
中野脳神経外科・総合内科
クリニック
成田あつしクリニック

青森市浪館前田三丁目22-8

017-761-7215

川口内科

青森市東大野一丁目8-4

017-762-5252

成田祥耕クリニック

青森市中佃一丁目1-30

017-743-6511

菊池内科クリニック

青森市古川一丁目9-4

017-773-5780

虹ヶ丘内科クリニック

青森市虹ヶ丘一丁目3-13

017-765-1177

北畠外科胃腸科医院

青森市堤町二丁目13-6

017-734-7500

ひでかず胃腸科内科

青森市大野字前田75-89

017-762-1600

木村健一糖尿病・内分泌クリニック 青森市茶屋町13-9

017-765-3100

平井内科医院

青森市松原三丁目2-5

017-774-3355

工藤内科クリニック

017-766-9107

福士胃腸科循環器科医院

青森市千富町一丁目4-16

017-776-4558

017-777-7788

医療法人柏葉会
脳神経外科内科 藤本クリニック

青森市大野片岡34-3

017-729-1112

近藤内科胃腸科

青森市大字石江字江渡117-5
青森市堤町一丁目10-11
つつみクリニックビル2F
青森市筒井三丁目14-32

青森市羽白字沢田39-4

017-788-6688

高内科小児科医院

青森市蛍沢三丁目12-15

017-741-8181

医療法人白鷗会
まちだ内科クリニック
南内科循環器科医院

青森市岡造道一丁目17-8

017-741-1616

三戸内科胃腸科

青森市浪館前田四丁目10-1

017-781-6011

村上新町病院

青森市新町二丁目1-13

017-723-1111

嶋中内科循環器科

青森市青柳二丁目9-38

017-775-2111

医療法人芙蓉会 村上病院

青森市浜田三丁目3-14

017-729-8888

白取医院

青森市高田字川瀬294-9

017-739-2342

森総合クリニック松原

青森市奥野二丁目20-2

017-776-6299

新城胃腸科内科

青森市新城字平岡175-23

017-788-8551

やましき内科クリニック

青森市浪打二丁目3-1

017-718-3600

たく内科クリニック

青森市大野字山下171-7

017-752-1192

りょう内科クリニック
今別町国民健康保険
今別診療所

青森市富田三丁目16-4

017-761-2326

今別町大字今別字今別64

0174-35-2680

えびな脳神経クリニック

くぼぞのクリニック

郡市医師会で区分けし、市町村の順番で並べています。
協力医療機関リスト 令和３年８月３日 更新

017-761-1132

017-728-2022

青森県「糖尿病と歯周病を切り口とした医科・歯科連携事業」協力医科医療機関リスト
弘前市医師会（44医療機関）
医療機関名

住 所

電話番号

医療機関名

住 所

電話番号

相原内科医院

弘前市大字青山3丁目8－2

0172-33-0055

サンタハウスクリニック

弘前市大字大川字中桜川19-1 0172-99-1799

青山胃腸科内科クリニック

弘前市大字川先2丁目3-7

0172-27-2323

城西しおたに内科小児科

弘前市大字南城西1丁目3-15

石沢内科胃腸科

弘前市大字新町151

0172-34-3252

城東クリニック

弘前市大字城東中央3丁目4-10 0172-26-2800

五日市内科医院

弘前市大字植田町8

0172-35-4666

関医院中津軽診療所

弘前市大字賀田1丁目14-2

0172-82-3006

伊東クリニック

弘前市大字元大工町36-1

0172-32-0630

そうまクリニック

弘前市大字八幡町2丁目8-4

0172-32-2222

今村クリニック

弘前市大字松原西2丁目1-1

0172-88-3090

相馬信内科クリニック

弘前市大字城南3丁目13-25

0172-37-3741

梅村医院

弘前市大字石渡1丁目1-6

0172-32-3593

副島胃腸科内科

弘前市大字稔町8-1

0172-38-8080

大津医院

弘前市大字山王町2-5

0172-35-9662

たかはし内科胃腸科小児科

弘前市大字取上2丁目9-1

0172-38-2211

おおはしクリニック

弘前市大字青山2丁目1-3

0172-37-5225

千葉胃腸科内科医院

弘前市大字石渡3丁目13-2

0172-36-7788

大開ファミリークリニック

弘前市大字大開1丁目3-3

0172-88-2120

ナルミ医院

弘前市大字南川端町13

0172-33-1507

小笠原クリニック

弘前市大字門外4丁目4-39

0172-29-2381

鳴海病院

弘前市大字品川町19

0172-32-5211

金子内科クリニック

弘前市大字徳田町10-4

0172-37-1102

のだ眼科・血管内科クリニック

弘前市大字神田3丁目2-11

0172-33-6611

桔梗野こども・おとなクリニック 弘前市大字桔梗野2丁目13-5

0172-38-3080

場崎クリニック

弘前市大字代官町86-2

0172-38-6600

工藤医院

弘前市大字石川字石川97

0172-92-3316

八幡町クリニック

弘前市大字青山4丁目27-10

0172-31-6188

倉田医院

弘前市大字元寺町18

0172-37-3411

ひろさき糖尿病・内科クリニック 弘前市大字城東北4-4-20

健生クリニック

弘前市大字扇町2丁目2-12

0172-55-7707

藤代健生病院

弘前市大字藤代２丁目１２－１ 0172-36-5181

こいし内科クリニック

弘前市大字松原東2丁目5-2

0172-87-7111

三上内科医院

弘前市大字北横町57

0172-35-5601

康安外科内科医院

弘前市大字栄町1丁目2-6

0172-33-6262

山形内科クリニック

弘前市大字松森町124

0172-37-5811

小堀クリニック

弘前市大字中野2丁目2-2

0172-32-7146

山口医院

弘前市若葉1丁目6-4

0172-39-2311

さがらクリニック

弘前市大字桔梗野1丁目3-3

0172-37-2070

吉川脳神経外科クリニック

弘前市大字城東中央3丁目9-6 0172-26-6120

佐藤内科医院

弘前市大字覚仙町15-1

0172-34-2126

よしだ耳鼻科・小児科

弘前市大字中野2丁目1-15

佐藤内科小児科取上医院

弘前市大字取上2丁目17-1

0172-33-1191

沢田内科医院

弘前市大字茂森新町1丁目6-4 0172-37-7755

郡市医師会で区分けし、市町村の順番で並べています。
協力医療機関リスト 令和４年５月１０日 更新

0172-31-3177

0172-29-2650

0172-33-2306

青森県「糖尿病と歯周病を切り口とした医科・歯科連携事業」協力医科医療機関リスト
南黒医師会（6医療機関）
医療機関名

西北五医師会（19医療機関）
住 所

電話番号

医療機関名

住 所

電話番号

ちとせクリニック

黒石市ちとせ一丁目139

0172-53-7228

駅前クリニック

五所川原市大町1

0173-38-5100

須藤医院

平川市柏木町藤山37-5

0172-44-3100

カククリニック

北津軽郡鶴田町大字鶴田
字生松112

0173-22-6884

せきばクリニック

藤崎町大字藤崎字武元5-5

0172-75-3020

かねひらクリニック

五所川原市旭町55-2

0173-35-3167

五所川原市字松島町
2丁目89-4

0173-35-2877

ときわ会病院

藤崎町大字榊字亀田2-1

0172-65-3771

木村内科医院

藤崎診療所

藤崎町大字西豊田1-2

0172-75-4111

五所川原市一ッ谷508-7

0173-35-2542

おおわに内科クリニック

大鰐町大字大鰐字大鰐105-6

0172-47-7111

健生五所川原診療所
（医）幸生会とやもり内科
小児科クリニック
五所川原市国民健康保険
市浦医科診療所
（医）白生会胃腸病院

五所川原市金木町沢部468-1
金木タウンセンターノア内

0173-52-3331

五所川原市相内273

0173-62-2009

五所川原市中平井町142-1

0173-34-6111

すとうmriクリニック
つがる西北五広域連合
つがる総合病院
(医)誠仁会尾野病院
つがる西北五広域連合
つがる市民診療所
ファミリークリニック希望

五所川原市姥萢字船橋246-1

0173-35-6060

五所川原市字岩木町12-3

0173-35-3111

つがる市木造若竹５

0173-42-2133

つがる市木造千年４番地

0173-42-3111

つがる市富萢町山里1-1

0173-56-2148

山内クリニック
つがる西北五広域連合
鯵ヶ沢病院
七ツ石内科

つがる市木造末広45-24

0173-42-7171

鯵ヶ沢町舞戸町蒲生106-10

0173-72-3111

鯵ヶ沢町七ツ石町27-1

0173-72-2879

中泊町宮野沢字浦島98-10

0173-69-1071

中泊町大字小泊字朝間1-25

0173-64-2117

板柳町福野田字実田72-13

0172-73-2217

郡市医師会で区分けし、市町村の順番で並べています。
協力医療機関リスト 令和４年５月２６日 更新

井沼洋クリニック
中泊町国民健康保険
小泊診療所
渡部胃腸科内科医院

青森県「糖尿病と歯周病を切り口とした医科・歯科連携事業」協力医科医療機関リスト
八戸市医師会（22医療機関）

上十三医師会（37医療機関）

医療機関名

住 所

電話番号

医療機関名

住 所

電話番号

青森労災病院

八戸市白銀町字南ヶ丘１

0178-33-1551

育成会内科小児科

十和田市西三番町1-28

いやしのもりクリニック

八戸市南類家二丁目16-15

0178-32-0705

泉山内科

十和田市大字相坂字小林140-1 0176-25-1881

かさい糖尿病内科クリニック

八戸市田向五丁目21-25

0178-51-6336

えとクリニック

十和田市東一番町2-23

0176-25-2525

熊谷眼科医院

八戸市小中野四丁目１－５３

0178-72-1111

小嶋外科胃腸科医院

十和田市西三番町15-41

0176-23-2666

三条クリニック

八戸市尻内町字直田８１

0178-27-4533

十和田北クリニック

十和田市元町東５丁目8-54

0176-21-3741

菅原内科医院

八戸市大字窪町4

0178-46-3355

十和田外科内科

十和田市穂並町1-5

0176-22-5151

鈴木内科医院

八戸市尻内町字八百刈２６－３ 0178-27-2752

とわだ循環器内科

十和田市西十一番町40-31

0176-58-0255

高木クリニック

八戸市下長一丁目６－６

0178-20-5566

十和田市立中央病院

十和田市西十二番町14-8

0176-23-5121

高橋医院

八戸市番町40

0178-71-3123

十和田済誠会病院

十和田市西二十三番町1-1

0176-23-6251

田名部整形外科

八戸市石堂一丁目５－２５

0178-29-1000

十和田第一病院

十和田市東三番町10-70

0176-22-5511

八戸赤十字病院 ※

八戸市田面木字中明戸２

0178-27-3111

西十一番クリニック

十和田市西十一番町40-38

0176-51-3911

八戸新井田クリニック

八戸市新井田西二丁目1-25

0178-25-7070

はし眼科

十和田市東四番町9-7

0176-25-1184

国立病院機構 八戸病院
(医)哲心会
伴内科心臓血管クリニック
(医)英仁会 平賀クリニック

八戸市吹上三丁目１３－１

0178-45-6111

藤原内科

十和田市三本木北平115-8

0176-24-0770

八戸市売市一丁目４－５

0178-22-9016

村木内科胃腸科医院

十和田市西三番町20-17

0176-22-1010

八戸市城下四丁目１９－３３

0178-38-3755

あいざわクリニック

三沢市大字三沢字堀口164-298 0176-58-7370

船越内科医院

八戸市大字白銀町字大沢頭19-1 0178-33-0047

岡三沢診療所

三沢市緑町１丁目2-5

0176-50-1237

村井内科クリニック

八戸市吹上三丁目5-3

0178-43-5500

すずき小児科内科クリニック

三沢市下久保２丁目1-6

0176-52-6555

五戸総合病院

五戸町字沢向17-3

0178-61-1200

得居泌尿器科医院

三沢市下久保３丁目20-2

0176-50-1333

中山内科医院

三沢市字古間木山68-114

0176-52-7752

ひぐちクリニック

三沢市桜町３丁目10-14

0176-50-1441

まつぞのクリニック

三沢市松園町３丁目9-4

0176-52-5050

えびさわクリニック

野辺地町字野辺地69-1

0175-64-4160

戸館内科整形外科医院

野辺地町字野辺地261-1

0175-64-2525

中里医院

野辺地町字上小中野8

0175-64-1388

のへじクリニック

野辺地町字下小中野18-8

0175-64-7333

工藤医院

七戸町字道ノ上63-4

0176-68-2666

公立七戸病院

七戸町影津内98-1

0176-62-2105
0176-62-2200

0178-62-3567
松尾医院
五戸町観音堂18-2
田子町国民健康保険
0179-32-3171
田子町田子字前田２－１７
町立田子診療所
国民健康保険
南部町大字下名久井字白山87-1 0178-76-2001
南部町医療センター
(医)湘洋会
0179-20-6161
南部町沖田面字千刈４７－１
ナンブクリニック
※紹介(医科→歯科、歯科→医科)は、完全予約制でお願いします。

むつ下北医師会（4医療機関）
医療機関名

住 所

電話番号

0176-21-5558

菊池医院

むつ市大湊浜町16-27

0175-24-1276

ナーシングセンター柏葉

七戸町字笊田川久保100-1

田村胃腸科内科医院

むつ市小川町2-4-12

0175-22-4010

福田眼科医院

六戸町犬落瀬字堀切沢59-107 0176-53-4158

三上医院

むつ市柳町1-8-22

0175-22-1011

沼田医院

六戸町大字犬落瀬字後田17-1 0176-55-3069

みちのくクリニック

むつ市十二林17-1

0175-23-1171

小川原湖クリニック

東北町上北北１丁目34-45

0176-56-5600

ちびき病院

東北町石坂32-4

0175-64-5100

おいらせ病院

おいらせ町上明堂1-1

0178-52-3111

下田診療所

おいらせ町向川原3-55

0178-56-3116

郡市医師会で区分けし、市町村の順番で並べています。

みさわの森クリニック

おいらせ町上久保63-170

0176-58-6800

協力医療機関リスト 令和３年８月３日 更新

千歳平診療所

六ヶ所村倉内字笹崎398-1

0175-74-2301

六ヶ所村地域家庭医療センター 六ヶ所村大字尾駮字野附986-4 0175-73-7122

