脳卒中の「回復期」医療機能
【津軽地域】
区分

診
療
所

病
院

名称
医療法人楽清会 さがらクリニック
近江整形外科
岡本内科医院
工藤医院
斎藤外科内科
関医院中津軽診療所
弘前駅前整形外科クリニック
藤崎町立藤崎診療所
三浦内科医院
山口医院
医療法人元秀会 弘前小野病院
国立病院機構弘前病院
財団法人秀芳園 弘前中央病院
(財)黎明郷弘前脳卒中センター
津軽保健生活協同組合 健生病院
鳴海病院
弘前市立病院
弘愛会病院
(財)黎明郷リハビリテーション病院
須藤病院
ときわ会病院
国民健康保険板柳中央病院

所在地
弘前市桔梗野一丁目3-3
弘前市大字山下町4-1
弘前市松森町124
弘前市石川字石川97
弘前市元大工町26
弘前市大字賀田一丁目14-2
弘前市駅前町14-1
南津軽郡藤崎町西豊田1-2
弘前市駅前二丁目4-1
弘前市若葉一丁目6-4
弘前市大字和泉二丁目19-1
弘前市大字富野町1
弘前市吉野町3-1
弘前市大字扇町一丁目2-1
弘前市野田二丁目2-1
弘前市大字品川町19
弘前市大字大町三丁目8-1
弘前市宮川三丁目1-4
平川市碇ヶ関湯向川添30
平川市柏木町藤山37-5
南津軽郡藤崎町榊字亀田2-1
北津軽郡板柳町大字灰沼字岩井74-2

電話
0172-37-2070
0172-32-2121
0172-37-5811
0172-92-3316
0172-33-3110
0172-82-3006
0172-39-7555
0172-75-4111
0172-32-7264
0172-39-2311
0172-27-1431
0172-32-4311
0172-36-7111
0172-28-8220
0172-32-1171
0172-32-5211
0172-34-3211
0172-33-2871
0172-45-2231
0172-44-3100
0172-65-3771
0172-73-3231

所在地
あらい整形外科リハビリテーションクリニック 八戸市柏崎五丁目5-17
おっとも脳神経クリニック
八戸市柏崎四丁目14-48
大里脳神経リハビリテーションクリニック 八戸市新井田西三丁目15-15
下長内科クリニック
八戸市下長３丁目21-19
塚原整形外科医院
八戸市大字鳥屋部町1-13
八戸新井田クリニック
八戸市新井田西二丁目1-25
田子町国民健康保険町立田子診療所 三戸郡田子町大字田子字前田2-17
医療法人清照会 湊病院
八戸市大字新井田字松山下野場7-15
医療法人平成会 八戸平和病院
八戸市湊高台二丁目4-6
岸原病院
八戸市柏崎六丁目29-6
国立病院機構八戸病院
八戸市吹上三丁目13-1
シルバー病院
八戸市河原木字八太郎山10-444
総合リハビリ美保野病院
八戸市大字大久保字大山31-2
八戸城北病院
八戸市石堂一丁目14-14
八戸市立市民病院
八戸市大字田向字毘沙門平1
八戸赤十字病院
八戸市大字田面木字中明戸2
みちのく記念病院
八戸市小中野一丁目4-22
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
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
国民健康保険五戸総合病院
三戸郡五戸町字沢向17-3

電話
0178-71-3000
0178-41-1115
0178-30-1112
0178-28-5040
0178-46-2711
0178-25-7070
0179-32-3171
0178-25-0011
0178-31-2222
0178-45-8111
0178-45-6111
0178-28-4000
0178-25-0111
0178-20-2222
0178-72-5111
0178-27-3111
0178-47-9001
0178-33-1551
0179-20-1131
0178-61-1200

【八戸地域】
区分

診
療
所

病
院

名称

1

脳卒中の「回復期」医療機能
名称
社会医療法人博進会 南部病院
病 南部町国民健康保険名川病院
院 医療法人正恵会 石田温泉病院
国民健康保険おいらせ病院

区分

所在地
三戸郡南部町沖田面字千刈36-2
三戸郡南部町大字平字虚空蔵29
上北郡おいらせ町上前田21-1
上北郡おいらせ町上明堂1-1

電話
0179-34-3131
0178-76-2001
0178-52-3611
0178-52-3111

所在地
青森市安方一丁目103-2
青森市篠田一丁目9-11
青森市浅虫字蛍谷65-37
青森市緑二丁目1-3
青森市浪岡福田2-13-8
青森市長島二丁目3-5
青森市青柳二丁目5-3
青森市古川一丁目18-14
青森市新町一丁目2-5
青森市岡造道一丁目17-8
青森市東大野二丁目1-10
青森市東造道二丁目1-1
青森市勝田一丁目14-20
青森市合浦二丁目11-24
青森市浪岡大字女鹿沢字平野155
青森市大字久栗坂字山辺89-10
青森市大字安田字近野146-1
青森市新町二丁目1-13
東津軽郡平内町小湊字外ノ沢1-1

電話
017-721-1111
017-783-2222
017-752-3015
017-735-3000
0172-62-3300
017-776-2665
017-777-3818
017-722-3333
017-721-5111
017-741-1616
017-762-5500
017-726-8111
017-734-2171
017-741-4341
0172-62-4055
017-737-5566
017-782-1201
017-723-1111
017-755-2131

【青森地域】
区分

診
療
所

病
院

名称
青い海公園クリニック
青森クリニック
石木医院
えびな脳神経クリニック
大竹整形外科
金沢整形外科医院
斉藤内科小児科医院
田村医院
ミッドライフクリニックＡＭＣ
南内科循環器医院
あおもり協立病院
青森県立中央病院
青森市民病院
医療法人同仁会 浪打病院
国立病院機構青森病院
社会福祉法人敬仁会 青森敬仁会病院
社団法人慈恵会 青森慈恵会病院
村上新町病院
平内中央病院

【西北五地域】
名称
医療法人守生会 中村整形外科医院
医療法人白生会胃腸病院
医療法人済生堂 増田病院
病
五所川原市立西北中央病院
院
鰺ヶ沢町立中央病院
国民健康保険鶴田町立中央病院

区分
診
療
所

所在地
五所川原市字一ツ谷508-12
五所川原市字中平井町142-1
五所川原市字新町41
五所川原市字布屋町41

電話
0173-34-0123
0173-34-6112
0173-35-2726
0173-35-3111
西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字蒲生110-1 0173-72-3111
北津軽郡鶴田町大字鶴田字鷹ノ尾34
0173-22-2261

【上十三地域】
区分

診
療
所
病
院

名称
医療法人仁泉会おいらせクリニック
柳内科小児科医院
米田内科小児科医院
医療法人藤仁会 工藤医院
高松病院
十和田第一病院

所在地
十和田市大字奥瀬字中平155
十和田市東三番町4-7
三沢市大町二丁目8-8
上北郡七戸町字道ノ上63-4
十和田市大字三本木字里ノ沢1-249
十和田市東三番町10-70
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電話
0176-72-2003
0176-22-9110
0176-53-8233
0176-68-2666
0176-23-6540
0176-22-5511
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名称
三沢市立三沢病院
病
公立七戸病院
院
公立野辺地病院

区分

所在地
三沢市中央町四丁目1-10
上北郡七戸町字影津内98-1
上北郡野辺地町字鳴沢9-12

電話
0176-53-2161
0176-62-2105
0175-64-3211

【下北地域】
区分
診
療
所

名称

所在地

一部事務組合下北医療センター東通村診療所 下北郡東通村大字砂子又字里17-2

病 むつリハビリテーション病院
院 国民健康保険大間病院

電話
0175-28-5111

むつ市桜木町13-1
0175-24-1211
下北郡大間町大字大間字大間平20-78 0175-37-2105

3

