
R3.11.22更新

保健医療圏 所在地（市町村名） 医療機関名 電話番号

津軽地域 弘前市 弘前市立病院 0172-34-3211

津軽地域 弘前市 津軽保健生活協同組合　健生病院 0172-55-7717

津軽地域 弘前市 医療法人弘愛会　弘愛会病院 0172-33-2871

津軽地域 弘前市 鳴海病院 0172-32-5211

津軽地域 弘前市 医療法人元秀会　弘前小野病院 0172-27-1431

津軽地域 弘前市 弘前脳卒中・リハビリテーションセンター 0172-28-8220

津軽地域 弘前市 相原内科小児科医院 0172-33-0055

津軽地域 弘前市 沢田内科医院 0172-37-7755

津軽地域 弘前市 かきざき小児科アレルギー科クリニック 0172-31-2233

津軽地域 弘前市 今村クリニック 0172-88-3090

津軽地域 弘前市 医療法人社団　伊東クリニック 0172-32-0630

津軽地域 弘前市 ひろさき糖尿病・内科クリニック 0172-29-2650

津軽地域 弘前市 関医院中津軽診療所 0172-82-3006

津軽地域 弘前市 医療法人聖誠会　石澤内科胃腸科 0172-34-3252

津軽地域 弘前市 佐藤内科小児科取上医院 0172-33-1191

津軽地域 弘前市 のだ眼科・血管内科クリニック 0172-33-6611

津軽地域 弘前市 ナルミ医院 0172-33-1507

津軽地域 弘前市 桔梗野こどもおとなクリニック 0172-38-3080

津軽地域 弘前市 工藤医院 0172-92-3316

津軽地域 弘前市 さがらクリニック 0172-37-2070

津軽地域 弘前市 サンタハウス　クリニック 0172-99-1799

津軽地域 弘前市 小堀クリニック 0172-32-7146

津軽地域 弘前市 あきた耳鼻咽喉科クリニック 0172-32-2332

津軽地域 弘前市 さとう耳鼻咽喉科医院 0172-27-8733

津軽地域 弘前市 よしだ耳鼻科・小児科 0172-33-2306

津軽地域 弘前市 坂本アレルギー呼吸器科医院 0172-39-6110

津軽地域 弘前市 大開ファミリークリニック 0172-88-2120

津軽地域 弘前市 福島耳鼻咽喉科 0172-32-5032

津軽地域 弘前市 恵こどもクリニック 0172-36-4152

津軽地域 弘前市 副島胃腸科内科 0172-38-8080

津軽地域 弘前市 なんば耳鼻咽喉科 0172-55-8749

津軽地域 弘前市 城西しおたに内科小児科 0172-31-3177

津軽地域 弘前市 場崎クリニック 0172-38-6600

津軽地域 弘前市 あらいこどもクリニック 0172-27-2233

津軽地域 弘前市 いわね内科胃腸科医院 0172-38-0057

津軽地域 弘前市 梅村医院 0172-32-3593

津軽地域 弘前市 津軽保健生活協同組合　健生クリニック 0172-55-7707

津軽地域 弘前市 城東こどもクリニック 0172-29-3111

津軽地域 弘前市 弘前温泉養生医院 0172-82-3377

津軽地域 弘前市 医療法人仙知会　八幡町クリニック 0172-31-6188

津軽地域 弘前市 福士内科医院 0172-32-1016

津軽地域 弘前市 富野町内科医院 0172-35-3335

津軽地域 黒石市 黒石市国民健康保険黒石病院 0172-52-2121

津軽地域 黒石市 たかはし内科循環器科クリニック 0172-59-2200

津軽地域 黒石市 かきさか医院 0172-53-2255

津軽地域 黒石市 津軽保健生活協同組合　健生黒石診療所 0172-53-3015

　県から指定を受けた診療・検査医療機関の情報（一部掲載）

★ 以下の表には、県ホームページに情報掲載が可能な機関を掲載しています。

★ いずれの医療機関も、受診前に電話でのお問い合わせが必要です。

　 各医療機関の対応内容等の詳細は、お問い合わせ時にご確認ください。



保健医療圏 所在地（市町村名） 医療機関名 電話番号

津軽地域 平川市 花田医院 0172-57-3528

津軽地域 平川市 医療法人待陽会　櫛引医院 0172-43-1277

津軽地域 平川市 平川市国民健康保険平川診療所 0172-44-3101

津軽地域 平川市 平川市国民健康保険碇ヶ関診療所 0172-45-2780

津軽地域 平川市 ふくしまクリニック 0172-43-1215

津軽地域 藤崎町 ときわ会病院 0172-65-3771

津軽地域 藤崎町 せきばクリニック 0172-75-3020

津軽地域 藤崎町 樽澤医院 0172-89-7711

津軽地域 藤崎町 医療法人むらさわ内科クリニック 0172-75-6060

津軽地域 藤崎町 藤崎町立藤崎診療所 0172-75-4111

津軽地域 大鰐町 町立大鰐病院 0172-48-2211

津軽地域 大鰐町 小山内医院 0172-48-2415

八戸地域 八戸市 八戸市立市民病院 0178-72-5111

八戸地域 八戸市 八戸赤十字病院 0172-27-3111

八戸地域 八戸市 独立行政法人労働者健康安全機構　青森労災病院 0178-33-1551

八戸地域 八戸市 内科種市病院 0178-96-1325

八戸地域 八戸市 八戸平和病院 0178-31-2222

八戸地域 八戸市 医療法人清照会　湊病院 0178-25-0011

八戸地域 八戸市 医療法人青仁会　青南病院 0178-27-2016

八戸地域 八戸市 社会医療法人　松平病院 0178-25-3217

八戸地域 八戸市 室岡整形外科記念病院 0178-46-1000

八戸地域 八戸市 類家内科クリニック 0178-43-2008

八戸地域 八戸市 はちのへファミリークリニック 0178-72-3000

八戸地域 八戸市 かさい糖尿病内科クリニック 0178-51-6336

八戸地域 八戸市 高橋こどもクリニック 0178-47-1717

八戸地域 八戸市 滝沢小児科内科医院 0178-41-1178

八戸地域 八戸市 たけうちマザーズクリニック 0178-20-6556

八戸地域 八戸市 八戸市国民健康保険南郷診療所 0178-82-2211

八戸地域 八戸市 西村産婦人科クリニック 0178-22-3901

八戸地域 八戸市 橋本耳鼻科クリニック 0178-33-8711

八戸地域 八戸市 柏崎メディカルクリニック 0178-45-7777

八戸地域 八戸市 はちのへ西脳神経クリニック 0178-20-8122

八戸地域 八戸市 麻美レディースクリニック 0178-80-7123

八戸地域 八戸市 下長内科クリニック 0178-28-5040

八戸地域 八戸市 八戸在宅クリニック 0178-47-7778

八戸地域 八戸市 村井内科クリニック 0178-43-5500

八戸地域 八戸市 とみもと小児科クリニック 0178-32-5525

八戸地域 八戸市 高木クリニック 0178-20-5566

八戸地域 八戸市 さしなみ小児クリニック 0178-47-3473

八戸地域 八戸市 すわクリニック 0178-47-3636

八戸地域 八戸市 はちのへ99クリニック 0178-73-8899

八戸地域 八戸市 医療法人中山こどもクリニック 0178-47-9900

八戸地域 八戸市 村上こども医院 0178-41-1133

八戸地域 八戸市 圭仁会病院 0178-28-3711

八戸地域 八戸市 ちょうじゃの森内科クリニック 0178-43-6516

八戸地域 八戸市 巴小児クリニック 0178-20-3330

八戸地域 八戸市 はち内科・消化器内科クリニック 0178-38-8033

八戸地域 八戸市 長谷川内科胃腸科医院 0178-22-3215

八戸地域 八戸市 八戸市休日夜間急病診療所 0178-20-7651

八戸地域 八戸市 中園内科クリニック 0178-71-1138

八戸地域 八戸市 八戸医療生活協同組合　八戸生協診療所 0178-44-0278

八戸地域 八戸市 西口内科 0178-27-8808

八戸地域 八戸市 坂本内科クリニック 0178-24-5566

八戸地域 八戸市 八戸泌尿器科医院 0178-45-8772

八戸地域 八戸市 白山台耳鼻科クリニック 0178-38-3877

八戸地域 三戸町 三戸町国民健康保険三戸中央病院 0179-20-1131

八戸地域 三戸町 田島医院 0179-22-2228

八戸地域 五戸町 田中医院 0178-61-1155

八戸地域 五戸町 山崎内科医院 0178-20-2700



保健医療圏 所在地（市町村名） 医療機関名 電話番号

八戸地域 田子町 田子町国民健康保険町立田子診療所 0179-32-3171

八戸地域 南部町 国民健康保険南部町医療センター 0178-76-2001

八戸地域 南部町 南部病院 0179-34-3131

八戸地域 南部町 川守田外科胃腸科 0178-75-0898

八戸地域 南部町 はらだクリニック 0178-60-1661

八戸地域 新郷村 新郷村国民健康保険診療所 0178-78-3111

八戸地域 おいらせ町 国民健康保険おいらせ病院 0178-52-3111

八戸地域 おいらせ町 青い森こどもアレルギークリニック 0176-58-7400

青森地域 青森市 医療法人雄心会　青森新都市病院 017-757-8750

青森地域 青森市 青森市立浪岡病院 0172-62-3111

青森地域 青森市 村上新町病院 017-723-1111

青森地域 青森市 一般財団法人双仁会　青森厚生病院 017-788-3121

青森地域 青森市 独立行政法人国立病院機構青森病院 0172-62-4055

青森地域 青森市 青森クリニック 017-783-2222

青森地域 青森市 あおもりベイ クリニック 017-718-3622

青森地域 青森市 石木クリニック 017-718-0390

青森地域 青森市 おきだてハート クリニック 017-761-1132

青森地域 青森市 桂木クリニック 017-773-6663

青森地域 青森市 菊田クリニック 017-721-3313

青森地域 青森市 木村健一糖尿病・ 内分泌クリニック 017-765-3100

青森地域 青森市 こたにこどもクリニック 017-765-1188

青森地域 青森市 駒井胃腸科内科 017-765-1500

青森地域 青森市 斉藤内科小児科医院 017-777-3818

青森地域 青森市 嶋中内科循環器科 017-775-2111

青森地域 青森市 白取医院 017-739-2342

青森地域 青森市 象こどもクリニック 017-761-5855

青森地域 青森市 髙屋医院 017-776-2881

青森地域 青森市 たにた耳鼻咽喉科クリニック 017-774-8733

青森地域 青森市 医療法人志仁会 田村医院 017-722-3333

青森地域 青森市 とよあきクリニック 017-762-3100

青森地域 青森市 中野脳神経外科・ 総合内科クリニック 017-788-7200

青森地域 青森市 成田祥耕クリニック 017-743-6511

青森地域 青森市 虹ヶ丘内科クリニック 017-765-1177

青森地域 青森市 福士胃腸科循環器科医院 017-776-4558

青森地域 青森市 脳神経外科内科 藤本クリニック 017-729-1111

青森地域 青森市 まちだ内科クリニック 017-788-6688

青森地域 青森市 三上雅人クリニック 017-761-6655

青森地域 青森市 森総合クリニック松原 017-776-6299

青森地域 青森市 八重田医院 017-726-1188

青森地域 青森市 りょう内科クリニック 017-761-2326

青森地域 青森市 和田クリニック内科・胃腸科 017-775-1300

青森地域 青森市 工藤内科クリニック 017-766-9107

青森地域 青森市 近藤内科胃腸科 017-728-2022

青森地域 青森市 こしなみ小児科内科クリニック 017-773-6677

青森地域 青森市 あきやま胃腸科内科クリニック 017-743-1199

青森地域 青森市 南内科循環器科医院 017-741-1616

青森地域 青森市 津軽保健生活協同組合　津軽医院 0172-62-3101

青森地域 青森市 平井内科医院 017-774-3355

青森地域 青森市 筒井小児科クリニック 017-764-2100

青森地域 青森市 医療法人レディスクリニック　セントセシリア 017-738-0321

青森地域 青森市 協立クリニック 017-762-5511

青森地域 青森市 田原小児科医院 0172-62-4137

青森地域 青森市 北川ひ尿器科クリニック 017-765-3355

青森地域 青森市 内科おひさまクリニック 017-723-0020

青森地域 青森市 すとう小児科クリニック 017-761-2300

青森地域 青森市 青森市急病センター（地域外来） 017-773-6477

青森地域 平内町 平内町国民健康保険平内中央病院 017-755-2131

青森地域 平内町 ひきち内科クリニック 0177-58-1155

青森地域 今別町 今別町国民健康保険今別診療所 0174-35-2680



保健医療圏 所在地（市町村名） 医療機関名 電話番号

青森地域 今別町 津軽今別医院 0174-35-4177

西北五地域 五所川原市 つがる西北五広域連合つがる総合病院 0173-35-3111

西北五地域 五所川原市 医療法人白生会胃腸病院 0173-34-6111

西北五地域 五所川原市 五所川原市国民健康保険市浦医科診療所 0173-62-2009

西北五地域 五所川原市 田町小山クリニック 0173-34-3431

西北五地域 五所川原市 エルム女性クリニック 0173-38-4188

西北五地域 五所川原市 こどもクリニックおとも 0173-39-2151

西北五地域 五所川原市 佐藤内科小児科医院 0173-35-4155

西北五地域 五所川原市 つがる西北五広域連合かなぎ病院 0173-53-3111

西北五地域 五所川原市 津軽保健生活協同組合　健生五所川原診療所 0173-35-2542

西北五地域 つがる市 つがる西北五広域連合つがる市民診療所 0173-42-3111

西北五地域 つがる市 ファミリークリニック希望 0173-56-2148

西北五地域 鰺ヶ沢町 つがる西北五広域連合鰺ヶ沢病院 0173-72-3111

西北五地域 鶴田町 つがる西北五広域連合鶴田診療所 0173-22-2261

西北五地域 中泊町 中泊おの医院 0173-57-5758

西北五地域 中泊町 中泊町国民健康保険小泊診療所 0173-64-2117

上十三地域 十和田市 十和田市立中央病院 0176-23-5121

上十三地域 十和田市 十和田第一病院 0176-22-5511

上十三地域 十和田市 とわだ循環器内科 0176-58-0255

上十三地域 十和田市 西十一番クリニック 0176-51-3911

上十三地域 十和田市 泉山内科 0176-25-1881

上十三地域 十和田市 藤原内科 017624-0770

上十三地域 三沢市 三沢市立三沢病院 0176-53-2161

上十三地域 三沢市 一般財団法人仁和会三沢中央病院 0176-57-1111

上十三地域 三沢市 岡三沢診療所 0176-50-1237

上十三地域 三沢市 あいざわクリニック 0176-58-7370

上十三地域 三沢市 あおぞらクリニック 0176-58-0909

上十三地域 三沢市 ひぐちクリニック 0176-50-1441

上十三地域 野辺地町 公立野辺地病院 0175-64-3211

上十三地域 七戸町 公立七戸病院 0176-62-2105

上十三地域 七戸町 工藤医院 0176-68-2666

上十三地域 横浜町 菜の花クリニック 0175-76-1787

上十三地域 東北町 医療法人社団良風会ちびき病院 0175-64-5100

上十三地域 東北町 旭日クリニック 0176-58-2050

上十三地域 六ケ所村 六ケ所村地域家庭医療センター 0175-73-7122

下北地域 むつ市 むつ総合病院 0175-22-2111

下北地域 むつ市 村中内科・心療内科医院 0175-23-0120

下北地域 むつ市 中央レディスクリニック 0175-24-3151

下北地域 むつ市 医療法人白心会北村医院むつレディスクリニック 0175-22-2135

下北地域 むつ市 前田内科医院 0175-34-5272

下北地域 むつ市 国民健康保険川内診療所 0175-42-2211

下北地域 むつ市 国民健康保険脇野沢診療所 0175-44-2022

下北地域 大間町 国民健康保険大間病院 0175-37-2105

下北地域 東通村 一部事務組合下北医療センター東通村診療所 0175-28-5111


