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※特定健診等に関連するＨＰがある場合

市町村名

 詳細な健診項目

1-1 特定健康診査の実施方法

詳細項目

特定健康診査の受診券の配布時期

　一部負担金（自己負担） 基本項目

全員なし

特定健康診査

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

貧血検査

心電図検査

健診項目

特定保健指導

全員なし 全員なし 全員なし

積極的支援動機付け支援

 基本的な健診項目

全員 一部

対象者
備考

〇

〇

〇

〇

4 0

3 0

〇

〇

〇

〇

眼底検査

血清クレアチニン

ヘモグロビンA1c(Hba1C)

尿中塩分

尿酸

その他実施している健診項目

担当課名　

　電話番号

　ホームページ



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

相原内科小児科医院 0172-33-0055 弘前市大字青山３丁目８－２

青山胃腸科内科クリニック 0172-27-2323 弘前市大字川先２丁目３－７

アップルロードクリニック 0172-89-1239 弘前市大字清水森字沢田２１－１

石沢内科胃腸科 0172-34-3252 弘前市大字新町１５１

五日市内科医院 0172-35-4666 弘前市大字植田町８

いとう胃腸科内科クリニック 0172-29-3113 弘前市大字早稲田２丁目８－７

伊東内科・小児科クリニック 0172-32-0630 弘前市大字元長町１６

今村クリニック 0172-88-3090 弘前市大字松原西２丁目１－１

岩木診療所 0172-82-3149 弘前市真土字勝剣林３５８－１

梅村医院 0172-32-3593 弘前市大字石渡１丁目１－６

大津医院 0172-35-9662 弘前市大字山王町２－５

大開ファミリークリニック 0172-88-2120 弘前市大字大開１丁目３－３

大町内科クリニック 0172-31-3511 弘前市大字大町１丁目１４－３

小笠原クリニック 0172-29-2381 弘前市大字門外４丁目４－３９

金子内科クリニック 0172-37-1102 弘前市大字徳田町１０－４

桔梗野こども・おとなクリニック 0172-38-3080 弘前市大字桔梗野２丁目１３－５

菊池医院 0172-39-1234 弘前市大字富田町８－１

木村脳神経クリニック 0172-31-3117 弘前市大字代官町９６－１

工藤医院 0172-92-3316 弘前市大字石川字石川９７



倉田医院 0172-37-3411 弘前市大字元寺町１８

黒江内科 0172-35-2233
弘前市大字駅前町８－１
　大町タウンビル ３Ｆ

健生病院 0172-55-7717 弘前市大字扇町２丁目２－２

こいし内科クリニック 0172-87-7111 弘前市大字松原東２丁目５－２

弘愛会病院 0172-33-2871 弘前市大字宮川３丁目１－４

康安外科内科医院 0172-33-6262 弘前市大字栄町１丁目２－６

小堀クリニック 0172-32-7146 弘前市大字中野２丁目２－２

坂本アレルギー・呼吸器科医院 0172-39-6110 弘前市大字安原２丁目１３－１０

さがらクリニック 0172-37-2070 弘前市大字桔梗野１丁目３－３

佐藤内科医院 0172-34-2126 弘前市大字覚仙町１５－１

佐藤内科小児科 取上医院 0172-33-1191 弘前市大字取上２丁目１７－１

沢田内科医院 0172-37-7755 弘前市大字茂森新町１丁目６－４

サンタハウスクリニック 0172-99-1799 弘前市大字大川字中桜川１９－１

下田クリニック 0172-27-2002 弘前市大字城東中央４丁目１－３

城西しおたに内科小児科 0172-31-3177 弘前市大字南城西１丁目３－１５

城東クリニック 0172-26-2800 弘前市大字城東中央３丁目４－１０

聖康会病院 0172-27-4121 弘前市大字和泉２丁目１７－１

関医院中津軽診療所 0172-82-3006 弘前市大字賀田１丁目１４－２

そうまクリニック 0172-32-2222 弘前市大字八幡町２丁目８－４

相馬信内科クリニック 0172-37-3741 弘前市大字城南３丁目１３－２５

副島胃腸科内科 0172-38-8080 弘前市大字稔町８－１

たかはし内科胃腸科小児科 0172-38-2211 弘前市大字取上２丁目９－１

玉田内科医院 0172-33-8311 弘前市大字中野２丁目７－４

たむら内科クリニック 0172-33-1233 弘前市清水１丁目９－８

千葉胃腸科内科医院 0172-36-7788 弘前市大字石渡３丁目１３－２

富野町内科医院 0172-35-3335 弘前市大字富野町８－３

なりた内科クリニック 0172-87-7788 弘前市大字安原２丁目１－１３

ナルミ医院 0172-33-1507 弘前市大字南川端町１３

鳴海病院 0172-37-2550 弘前市大字品川町１９

西弘前クリニック 0172-32-4121 弘前市大字中野１丁目９－８



のだ眼科・血管内科クリニック 0172-33-6611 弘前市神田３丁目２－１１

場崎クリニック 0172-38-6600 弘前市代官町86-2

畑山医院 0172-92-2115 弘前市大字石川字春仕内９７－１

早川内科肛門科 0172-87-7700 弘前市大字安原３丁目７－５

原子整形外科医院 0172-32-0255 弘前市大字代官町５９

弘前愛成会病院 0172-34-7111 弘前市大字北園１丁目６－２

弘前小野病院 0172-27-1431 弘前市大字和泉２丁目１９－１

弘前温泉養生医院 0172-82-3377 弘前市大字真土字勝剣林３３４－１

弘前市立病院 0172-34-3211 弘前市大字大町３丁目８－１

弘前中央病院 0172-36-7111 弘前市大字吉野町３－１

弘前脳神経外科クリニック 0172-88-5212 弘前市大字大清水４丁目８－３

弘前メディカルセンター 0172-35-1511 弘前市大字大町２丁目２－９

福士医院 0172-27-1525 弘前市大字新里字東里見４９

福士内科医院 0172-32-1016 弘前市大字松森町５３－１

満天クリニック 0172-33-3001 弘前市大字笹森町３７－２７

三上内科医院 0172-35-5601 弘前市大字北横町５７

みくにや内科循環器科 0172-36-3928 弘前市大字笹森町２

守屋内科 0172-31-2565
弘前市大字駅前３丁目２－１
 　イトーヨーカドー ６Ｆ

やぎはし腎・泌尿器科医院 0172-38-5533 弘前市大字笹森町３９－１

山形内科クリニック 0172-37-5811 弘前市大字松森町１２４

山口医院 0172-39-2311 弘前市大字若葉１丁目６－４

やまとクリニック　泌尿器科・内科 0172-88-8720 弘前市大字高田４丁目３－１

吉田クリニック 0172-37-6300 弘前市大字百石町４９－１

かきさか医院 0172-53-2255 黒石市寿町16

兼平医院 0172-52-3305 黒石市市ノ町18

健生黒石診療所 0172-53-3015 黒石市ちとせ三丁目6

古川泌尿器科 0172-53-6565 黒石市旭町9-12

佐々木内科小児科医院 0172-53-5125 黒石市山形町73

たかはし内科循環器科クリニック 0172-59-2200 黒石市ぐみの木一丁目67-1

山谷胃腸科内科 0172-54-8370 黒石市温湯上川原7-10



レディス・みかみクリニック 0172-52-8618 黒石市前町49

黒石厚生病院 0172-52-4121 黒石市大字黒石字建石9-1

ちとせクリニック 0172-53-7228 黒石市ちとせ一丁目139

阿部医院 0172-44-3155 平川市柏木町藤山37-8

いとう外科内科クリニック 0172-57-5850 平川市尾上栄松132-6

花田医院 0172-57-3528 平川市尾上栄松286

菊池医院 0172-44-2645 平川市本町村元71

櫛引医院 0172-43-1277 平川市町居山元95-3

斎藤医院 0172-57-3308 平川市八幡崎本林11

須藤病院 0172-44-3100 平川市柏木町藤山37-5

平川市国民健康保険平川診療所 0172-44-3101 平川市柏木町藤山47-1

ふくしまクリニック 0172-43-1215 平川市小和森種取23-2

まるも泌尿器科内科クリニック 0172-43-0901 平川市大光寺三村井31-1
平川市国民健康保険碇ヶ関診療
所

0172-45-2780 平川市碇ヶ関三笠山120-1

おおわに内科クリニック 0172-47-7111 大鰐町大字大鰐字大鰐105-6

小山内医院 0172-48-2415 大鰐町大字大鰐字大鰐47

町立大鰐病院 0172-48-2211 大鰐町大字蔵舘字川原田40-4

ゆのかわら医院 0172-47-6611 大鰐町大字大鰐字湯野川原90

せきばクリニック 0172-75-3020 藤崎町大字藤崎字武元5-5

樽沢医院 0172-89-7711 藤崎町大字葛野字前田61-13

むらさわ内科クリニック 0172-75-6060 藤崎町大字藤崎字村井40-10

ときわ会病院 0172-65-3771 藤崎町大字榊字亀田2-1

常盤診療所 0172-65-2210 藤崎町大字常盤字富田21-6

藤崎町立藤崎診療所 0172-75-4111 藤崎町大字西豊田一丁目2

津軽三育医院 0172-75-3755 田舎館村大字川部字上西田130-12

田原小児科医院 0172-62-4137 青森市浪岡大字浪岡字細田103-1

なみおか腎・泌尿器科クリニック 0172-62-0205 青森市浪岡大字浪岡字稲村162-8



1-3 集団健診・日程詳細

場所 住所 日程 特記事項

大鰐町総合福祉センター 大鰐町大字蔵館字川原田３７番地６
6月12.13.14.16.17日
受付時間　7時～9時30分

大鰐町総合福祉センター 大鰐町大字蔵館字川原田３７番地６
7月8.9.10.12日
受付時間　7時～9時30分

大鰐町総合福祉センター 大鰐町大字蔵館字川原田３７番地６
7月11日
受付時間　7時～9時30分

女性限定日

大鰐町総合福祉センター 大鰐町大字蔵館字川原田３７番地６
11月27.28日
受付時間　7時～9時30分


