
令和3年4月9日現在

番 号 区       分 名             称 郵便番号 所   在   地

1 病院 青森県立中央病院 030-8553 青森市東造道二丁目1-1

2 病院 青森市民病院 030-0821 青森市勝田一丁目14-20

3 病院 浪打病院 030-0902 青森市合浦二丁目11-24

4 病院 国立療養所松丘保養園 038-0003 青森市大字石江字平山19

5 病院 村上病院 030-0843 青森市浜田三丁目3-14

6 病院 一般社団法人青森精神医学研究所附属浅虫温泉病院 039-3501 青森市大字浅虫字内野27-2

7 病院 社団法人慈恵会青い森病院 030-0155 青森市大字大谷字山ノ内16-3

8 病院 青森保健生活協同組合生協さくら病院 030-0131 青森市問屋町一丁目15-10

9 病院 芙蓉会病院 030-0133 青森市大字雲谷字山吹93-1

10 病院 青森県立つくしが丘病院 038-0031 青森市大字三内字沢部353-92

11 病院 社団法人慈恵会青森慈恵会病院 038-0021 青森市大字安田字近野146-1

12 病院 一般財団法人双仁会青森厚生病院 038-0042 青森市大字新城字山田488-1

13 病院 村上新町病院 030-0801 青森市新町二丁目1-13

14 病院 あおもり協立病院 030-0847 青森市東大野二丁目1-10

15 病院 社会福祉法人敬仁会青森敬仁会病院 039-3502 青森市大字久栗坂字山辺89-10

16 病院 独立行政法人国立病院機構青森病院 038-1331 青森市浪岡大字女鹿沢字平野155-1

17 病院 青森市立浪岡病院 038-1311 青森市浪岡大字浪岡字平野180

18 病院 医療法人雄心会青森新都市病院 038-0003 青森市石江三丁目1

19 病院 独立行政法人国立病院機構弘前病院 036-8545 弘前市大字富野町1

20 病院 弘前大学医学部附属病院 036-8203 弘前市大字本町53

21 病院 弘前市立病院 036-8004 弘前市大字大町三丁目8-1

22 病院 鳴海病院 036-8183 弘前市大字品川町19

23 病院 弘前中央病院 036-8188 弘前市大字吉野町3-1

24 病院 公益財団法人鷹揚郷腎研究所弘前病院 036-8243 弘前市大字小沢字山崎90

25 病院 津軽保健生活協同組合健生病院 036-8511 弘前市大字扇町二丁目2-2

26 病院 弘前メディカルセンター 036-8004 弘前市大字大町二丁目2-9

27 病院 聖康会病院 036-8053 弘前市和泉二丁目17-1

28 病院 一般財団法人愛成会弘前愛成会病院 036-8151 弘前市大字北園一丁目6-2

29 病院 津軽保健生活協同組合藤代健生病院 036-8373 弘前市藤代二丁目12-1

30 病院 医療法人弘愛会弘愛会病院 036-8051 弘前市大字宮川三丁目1-4

31 病院 医療法人元秀会弘前小野病院 036-8053 弘前市和泉二丁目19-1

32 病院 弘前記念病院 036-8076 弘前市大字境関字西田59-1

33 病院 弘前脳卒中・リハビリテーションセンター 036-8104 弘前市大字扇町一丁目2-1

34 病院 八戸赤十字病院 039-1104 八戸市大字田面木字中明戸2

35 病院 独立行政法人国立病院機構八戸病院 031-0003 八戸市吹上三丁目13-1

36 病院 八戸市立市民病院 031-8555 八戸市田向三丁目1-1

37 病院 岸原病院 031-0081 八戸市柏崎六丁目29-6

38 病院 独立行政法人労働者健康安全機構青森労災病院 031-8551 八戸市大字白銀町字南ヶ丘1

39 病院 医療法人清照会湊病院 031-0813 八戸市大字新井田字松山下野場7-15

40 病院 医療法人於本病院 031-0036 八戸市大字大工町10

41 病院 医療法人青仁会青南病院 039-1104 八戸市大字田面木字赤坂16-3
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42 病院 さくら病院 039-1105 八戸市大字八幡字上樋田8-1

43 病院 社会医療法人松平病院 031-0813 八戸市大字新井田字出口平17

44 病院 室岡整形外科記念病院 031-0021 八戸市長者三丁目3-23

45 病院 八戸城北病院 039-1165 八戸市石堂一丁目14-14

46 病院 総合リハビリ美保野病院 031-0833 八戸市大字大久保字大山31-2

47 病院 八戸平和病院 031-8545 八戸市湊高台二丁目4-6

48 病院 みちのく記念病院 031-0802 八戸市小中野一丁目4-22

49 病院 青森県立はまなす医療療育センター 031-0833 八戸市大字大久保字大塚17-729

50 病院 東八戸病院 031-0833 八戸市大字大久保字西ノ平25-440

51 病院 メディカルコート八戸西病院 039-1103 八戸市大字長苗代字中坪７７

52 病院 黒石市国民健康保険黒石病院 036-0541 黒石市北美町一丁目70

53 病院 一般財団法人双仁会黒石厚生病院 036-0351 黒石市大字黒石字建石9-1

54 病院 医療法人社団来蘇圓会黒石あけぼの病院 036-0321 黒石市あけぼの町52

55 病院 つがる西北五広域連合つがる総合病院 037-0074 五所川原市字岩木町12-3

56 病院 増田病院 037-0045 五所川原市字新町41

57 病院 医療法人白生会胃腸病院 037-0066 五所川原市字中平井町142-1

58 病院 布施病院 037-0085 五所川原市字芭蕉18-4

59 病院 つがる西北五広域連合かなぎ病院 037-0202 五所川原市金木町菅原13-1

60 病院 医療法人慈仁会尾野病院 037-0202 五所川原市金木町朝日山453

61 病院 十和田市立中央病院 034-0093 十和田市西十二番町14-8

62 病院 一般財団法人済誠会十和田済誠会病院 034-0089 十和田市西二十三番町1-1

63 病院 高松病院 034-0001 十和田市大字三本木字里ノ沢1-249

64 病院 医療法人赤心会十和田東病院 034-0001 十和田市大字三本木字里ノ沢1-247

65 病院 十和田第一病院 034-0031 十和田市東三番町10-70

66 病院 一般財団法人仁和会三沢中央病院 033-0001 三沢市中央町三丁目11-2

67 病院 三沢市立三沢病院 033-0022 三沢市大字三沢字堀口164-65

68 病院 医療法人聖心会三沢聖心会病院 033-0113 三沢市淋代三丁目111-6

69 病院 自衛隊三沢病院 033-0022 三沢市大字三沢字後久保125-7

70 病院 むつ総合病院 035-8601 むつ市小川町一丁目2-8

71 病院 むつリハビリテーション病院 035-0094 むつ市桜木町13-1

72 病院 医療法人誠仁会尾野病院 038-3194 つがる市木造若竹5

73 病院 須藤病院 036-0104 平川市柏木町藤山37-5

74 病院 平内町国民健康保険平内中央病院 039-3321 東津軽郡平内町大字小湊字外ノ沢1-1

75 病院 外ヶ浜町国民健康保険外ヶ浜中央病院 030-1303 東津軽郡外ヶ浜町字下蟹田42-1

76 病院 つがる西北五広域連合鰺ヶ沢病院 038-2761 西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字蒲生106-10

77 病院 ときわ会病院 038-1216 南津軽郡藤崎町大字榊字亀田2-1

78 病院 町立大鰐病院 038-0212 南津軽郡大鰐町大字蔵館字川原田40-4

79 病院 国民健康保険板柳中央病院 038-3672 北津軽郡板柳町大字灰沼字岩井74-2

80 病院 公立野辺地病院 039-3141 上北郡野辺地町字鳴沢9-12

81 病院 公立七戸病院 039-2523 上北郡七戸町字影津内98-1

82 病院 医療法人社団良風会ちびき病院 039-2682 上北郡東北町字石坂32-4
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83 病院 国民健康保険おいらせ病院 039-2225 上北郡おいらせ町上明堂1-1

84 病院 医療法人正恵会石田温泉病院 039-2221 上北郡おいらせ町上前田21-1

85 病院 国民健康保険大間病院 039-4601 下北郡大間町大字大間字大間平20-78

86 病院 三戸町国民健康保険三戸中央病院 039-0141 三戸郡三戸町大字川守田字沖中9-1

87 病院 国民健康保険五戸総合病院 039-1517 三戸郡五戸町字沢向17-3

88 病院 国民健康保険南部町医療センター 039-0502 三戸郡南部町大字下名久井字白山87-1

89 病院 南部病院 039-0105 三戸郡南部町大字沖田面字千刈52-2


