
保険適用による禁煙治療実施医療機関 152医療機関

（ニコチン依存症管理料届出医療機関）

地区 病院名 郵便番号 住所 電話番号 診療科
禁煙治療
受付曜日

受付時間 要予約

1 東青 ひでかず胃腸科内科 030-0852 青森市大字大野字前田75-89 017-762-1600 胃腸科、内科 月～土
午前8:30～12:00、午後2:00～6:00、
（水曜日　8:30～12:00、土曜日　8:30～13:00）

できれば予
約、なしでも

可

2 東青 駒井胃腸科内科 030-0947 青森市浜館4丁目14-4 017-765-1500 胃腸科、内科 月～土
月～土　午前8:30～12:00、
月～金　午後2:00～5:30

〇

3 東青
木村健一糖尿病・内分泌
クリニック

030-0904 青森市茶屋町13-9 0177-65-3100

糖尿病内科、
内分泌代謝内
科、
リウマチ内科、
内科

月～土
午前9:00～12:00、午後2:00～5:30、
（火曜日は午後2:00～7:00、
 水曜日・土曜日は午前9:00～12:30）

4 東青 とよあきクリニック 030-0843 青森市浜田2丁目15-5 0177-62-3100

肛門科、
胃腸科、
外科、内科、
整形外科

月～土
午前9:00～12:30、午後2:30～6:30
（水曜日,土曜日は午後休診）

5 東青 福士胃腸科循環器科医院 030-0854 青森市千富町1丁目4-16 0177-76-4558 内科 月～土
午前9:00～12:00、午後2:00～6:00
（木、土曜日午後休診）

6 東青 内科おひさまクリニック 030-0823 青森市橋本1丁目9-26 017-723-0020 内科 日程は電話で調整可能 〇

7 東青 村上新町病院 030-0801 青森市新町2丁目1-13 017-723-1111
内科、
循環器、
内科

月～土
午前8:30～12:00、午後1:30～5:00
（土曜日は午後休診）

8 東青 神外科胃腸科医院 030-0802 青森市本町3丁目2-19 017-775-1021 指定なし 日～土

月、火、木、金
午前　8:30～12:30、午後　2:00～6:00
水、土、日
午前　8:30～12:30

9 東青 まちだ内科クリニック 030-0058 青森市大字羽白字沢田39-4 017-788-6688 内科 月～土
午前8:30～12:00、午後2:30～5:00
（土曜日は午後休診）

〇

10 東青 青い海公園クリニック 030-0803 青森市安方1丁目103-2 017-721-1111 内科 月～土
午前8:30～12:00、午後1:30～5:00
（土曜日は午後休診）

〇

11 東青 斉藤内科県庁前クリニック 030-0861 青森市長島2丁目3-4 017-731-3110 内科

月～土
（11～12月の土曜
日は、インフルエン
ザ予防接種で混雑
しますので、なるべ
く避けて下さい。）

平日　　午前　9:00～12:00
　　　　　午後　2:00～5:00

土曜日　午前　9:00～12:00

12 東青 じん耳鼻咽喉科医院 030-0032 青森市里見2丁目9-1 017-782-8733 耳鼻咽喉科 月～火、木～土
午前9:00～12:30、午後2:30～6:00
（土曜日午後1:30～4:30）

13 東青 りょう内科クリニック 038-0004 青森市富田3丁目16-4 017-761-2326 内科 月～水、金～土 午前9:00～12:30、午後3:00～6:00



地区 病院名 郵便番号 住所 電話番号 診療科
禁煙治療
受付曜日

受付時間 要予約

14 東青 森山内科クリニック 030-0944 青森市筒井字八ツ橋1382-12 017-728-1550 内科 月・火・木・金 午後2：00～5：00 〇

15 東青 青森県立中央病院 030-0913 青森市東造道2丁目1－1 017－726－8171 総合診療部 火 午後1:30～4:00 〇

16 東青 石木医院 039-3501 青森市大字浅虫字蛍谷65-37 017－752－3015 内科 月～土 午前9:00～12:00 〇

17 東青 ゆきた内科クリニック 030-0813 青森市松原1丁目5－14 017－775－6650

内科、
胃腸内科、
呼吸器内科、
循環器内科

月～土
午前8:30～12:00、午後2:30～5:30
（土曜日8:30～12:30）

〇

18 東青 あおもりベイクリニック 030-0861
青森市長島1丁目6－6　クロスタワ-
A-BAY　3階

017－718－3622 内科 月～土 午前9:00～午後1:00、午後2:30～5:30 〇

19 東青 わたなべ内科クリニック 030-0841 青森市奥野3丁目12-17 017－764－0833
午前9:00～12:00、午後2:30～5:30
（土　午前9:00～12:30、午後2:30～5:30
  木　午後休診）

20 東青 田辺和彦胃腸科内科医院 030-0821 青森市勝田1丁目15-10 017－735－1188 内科 月～土（水を除く）
午前　8:30～12:00、午後　2:00～5:30
（土　午前　8:30～12:00、水　休診）

21 東青 たく内科クリニック 030-0852 青森市大野字山下171-7 017－752－1192 内科 月～土
午前9:00～12:00、午後2:00～6:00、
水・土曜日は9:00～12:00

22 東青
和田クリニック内科・胃腸
科

030-0823 青森市橋本2丁目14-6 017－775－1300 内科、胃腸科 月～土
午前8:30～12:30、午後2:30～6:00
（木、土曜日は午後休診）

院長のいる時
間帯を要確認

23 東青
津軽保健生活協同組合
津軽医院

038-1311 青森市浪岡大字浪岡字浅井205 0172－62－3101 内科 火 午後　3:00～4:00 〇

24 東青
あおもり腎透析・泌尿器科
クリニック

030-0856 青森市西大野1丁目15-7 017－752－6353 泌尿器科 月～土 午前9:30～12:30

25 東青 工藤内科クリニック 038-0003 青森市大字石江字江渡117-5 017－766－9107 内科 火・木・金 午後2:00～5:00 〇

26 東青 南内科循環器科医院 030-0914 青森市岡造道1丁目17-8 017－741－1616 内科 月～金 午後3:00～5:00 〇

27 東青
脳神経外科内科
藤本クリニック

030-0852 青森市大野字片岡34－3 017－729－1111 内科 月、火、水、金 午後2:00～5:00 〇

28 東青 おきだてハートクリニック 038-0002
青森市沖館3丁目1-18
ベイコートおきだて1Ｆ

017－761－1132 内科 月～土
午前9:00～12:00、午後2:00～6:00、
土曜日9:00～12:00

29 東青 三上雅人クリニック 038-0015 青森市千刈2丁目7-18 017－761－6655 内科 月、火、木、金 午後2:00～5:00（水曜日は午後休診）

30 東青 中野脳神経外科クリニック 038-0003 青森市石江4丁目4-3 017－788－7200 内科 月～土 
午前9:00～12:00、午後2:00～6:00
（水曜日は午後休診）、土曜日9:00～12:00



地区 病院名 郵便番号 住所 電話番号 診療科
禁煙治療
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31 東青 木村文祥内科クリニック 038-0031 青森市三内字沢部439-5 017-782-6812
午前9：00～12：30、午後2：00～6：00
土曜日9：00～13：00

〇

32 東青
たざわ生活習慣病
クリニック

030-0963 青森市中佃2丁目18-26 017-752-8386 内科 月～土
午前8：30～12：00、午後14：00～18：00
（第2、4木曜日休診）、土曜日8：30～12：30

〇

33 東青 ひきち内科クリニック 039-3321 平内町小湊字愛宕95-2 017－758－1155 内科 月～土
午前8:15～12:00、午後2:30～6:00
（水、土曜日は午後休診）

34 東青
外ヶ浜町国民健康保険
外ヶ浜中央病院

030-1308 外ヶ浜町字下蟹田42-1 0174－22－3450 総合診療科 随時 午前8:15～11:00

35 東青
平内町国民健康保険
平内中央病院

039-3321 平内町小湊字外ノ沢1-1 017-755-2131 外科 月～金 午前8:15～11:40、午後1:00～4:40

36 東青 あおもり睡眠クリニック 030-0856 青森市西大野5丁目1-4 017-762-3666 内科 水、土、日 水、土曜日15:00～19:00、日曜日13:00～18:00 ○

37 東青 協立クリニック 030-0847 青森市東大野2丁目2-2 017-762-5511 内科、心療内科

（内科）
月、水、金
（診療内科）
火～金

（内科）
午前　11:00～11:30
（診療内科）
新患　火～木　11:00、15:00
新患　金　　　　11:00

○

38 東青 菊池内科クリニック 030-0862 青森市古川1丁目9-4 017-773-5780 内科
月～土（水除く）
随時受付

午前　10:00～12:00
午後　2:00～5:00
（水曜日、土曜日　午後休診）

○

39 東青 ミッドライフクリニックAMC 030-0801 青森市新町1丁目2-5 017-721-5111 内科 月～土
午前8:30～12:00、午後1:30～5:00
（土曜日は午後休診）

40 中南 ナルミ医院 036-8195 弘前市大字南川端町13 0172－33－1507 内科 月～土
午前8:30～12:00、午後2:00～5:30
（水・土曜日は午後休診）

〇

41 中南
坂本アレルギ-呼吸器科医
院

036-8162 弘前市安原2丁目13－10 0172－39－6110 呼吸器科 月～土
月～金　午前8:30～12:00　午後3:30～6:00
土曜日　午前8:30～12:00（午後休診）

42 中南 石澤内科胃腸科 036-8364 弘前市新町151 0172－34－3252
内科、
心療内科

月～土
午前8:30～12:15、午後2:30～6:00
（木曜日午後3:30～6:00　土曜日午前8:45～
13:00）

〇

43 中南 青山胃腸科内科クリニック 036-8103 弘前市大字川先2丁目3－7 0172－27－2323 内科 月～火、木～土
月・火・木・土　午前9:00～12:00、午後2:30～6:00
金　　　　　　　　午前9:00～12:00

44 中南 畑山医院 036-8124 弘前市石川字春仕内97－1 0172－92－2115
内科、
循環器科、
呼吸器科

月～土
午前9:00～12:30、午後3:00～6:00
（土曜日は午後休診）

45 中南 弘前温泉養生医院 036-1323 弘前市大字真土字勝剣林334-1 0172－82－3377
整形外科、
内科

月～土
午前8:30～12:00、午後2:00～7:00
（土曜日8:30～12:00）

46 中南 副島胃腸科内科 036-8231 弘前市稔町8-1 0172－38－8080 内科 月～木、土
月・火・水・土　午前9:00～12:30、
火・木　午後2:30～6:00

〇

47 中南 よしだ耳鼻科・小児科 036-8155 弘前市中野2丁目1-15 0172－33－2306 耳鼻咽喉科 月～土
月～金　午前9:00～12:00、午後3:00～7:00
（水曜日は午後休診）、土曜日　9:00～13:00



地区 病院名 郵便番号 住所 電話番号 診療科
禁煙治療
受付曜日

受付時間 要予約

48 中南 西弘前クリニック 036-8155 弘前市大字中野1丁目9－8 0172－32－4121 月～土
月・火・水・金 午前8:30～12:00、午後2:00～6:00
木・土　　　　　 午前8:30～12:00

49 中南 恵こどもクリニック 036-8051 弘前市宮川1丁目2－2 0172－36－4152
小児科
ｱﾚﾙｷﾞ-科

月～土
月・火・木・金 午前9:00～12:30、午後4:00～6:00
水・土　　　　　午前9:00～12:30

〇

50 中南
消化器内科　中畑クリニッ
ク

036-8164 弘前市泉野1丁目5－3 0172－89－1700 内科 月～土
午前　9:00～12:00、午後　4:00～6:00
（木曜日と土曜日は午後休診）

51 中南 はせがわ内科クリニック 036-1313 弘前市賀田1丁目3－2 0172－82－1182

内科、
循環器科、
消化器科、
呼吸器科、
ｱﾚﾙｷﾞ-科

月～土
午前8:30～12:30、午後2:30～6:30
（土曜日8:30～12:30）

52 中南 弘愛会病院 036-8051 弘前市大字宮川3丁目1－4 0172－33－2871 月～土
午前8:30～11:30、午後2:00～7:00
（土曜日8:30～11:30）

〇

53 中南 佐藤内科医院 036-8204 弘前市覚仙町15-1 0172－34－2126 内科 月～土
月、火、木、金 午前9:00～12:00、午後2:00～6:00
水・土　午前9:00～13:00

○

54 中南 工藤医院 036-8124 弘前市石川字石川97 0172－92－3316 内科 月～土
午前8:30～12:00、午後2:00～6:30
（土曜日　午前8:30～12:00）

55 中南 小堀クリニック 036-8155 弘前市大字中野2丁目2－2 0172－32－7146 内科 月～土
月・火・木・金 午前8:30～12:15、午後2:30～6:00
水・土 8:30～12:30

56 中南
独立行政法人国立病院機
構弘前病院

036-8174 弘前市富野町1 0172－32－4311 呼吸器科 月～金 午前8:30～11:00

57 中南
医療法人社団伊東クリニッ
ク

036-8202 弘前市大字元大工町36-1 0172－32－0630 内科 月～土
午前9:00～12:00、午後2:00～6:00
(木曜日午後は休診）

58 中南
やまとクリニック泌尿器科・
内科

036-8084 弘前市高田4丁目3－1 0172－88－8720 泌尿器科 月～土
午前8:30～11:30、午後3:00～5:00
（木、土曜日8:30～11:30）

59 中南
ふくだ脳神経・整形外科ク
リニック

036-8087 弘前市早稲田1丁目4-4 0172－27－5601 内科 月～土
午前8:30～12:00、午後2:30～7:00
（土曜日8:30～13:00）

60 中南
津軽保健生活協同組合
健生黒石診療所

036-0356 黒石市ちとせ3丁目6 0172－53－3015
内科、
小児科

月～土
午前　8:40～11:30、
木曜日は午後　2：00～3：30も受診可能、
月・木曜日は夜間　5：00～6：30も受診可能

〇

61 中南
黒石市国民健康保険
黒石病院

036-0541 黒石市北美町1－70 0172－52－2121 内科 毎週水曜日 午前9:00～11:00 〇

62 中南
医療法人待陽会　櫛引医
院

036-0114 平川市町居山元95-3 0172－43－1277 内科 月～土 午後2:00～6:00（土曜日8:45～12:30）

63 中南
医療法人むらさわ内科クリ
ニック

038-3802 藤崎町大字藤崎字村井40-6 0172－75－6060 内科 月～水、金～日

月～水、金、土
　　午前9：00～12：30、午後2：00～6：00
日曜日　午前9：00～12：30（午後休診）
木曜日・祝日休診

〇

64 中南 樽沢医院 038-3800 藤崎町大字葛野字前田61－13 0172－89－7711 月～土 午後2:00～5:00、　土曜日　午前11:00～12:00

65 中南 ゆのかわら医院 038-0211 大鰐町大字大鰐字湯野川原90 0172－47－6611 内科 月～金 午前9:00～12:00、午後2:00～5:00 〇



地区 病院名 郵便番号 住所 電話番号 診療科
禁煙治療
受付曜日

受付時間 要予約

66 中南 田中外科内科医院 038-3662
北津軽郡板柳町大字板柳字土井
200

0172－73－2525 外科・内科 月～土
午前8:30～12:30、午後1:30～5:30、
水曜日・土曜日は午後休診

67 中南 渡部胃腸科内科 038-3661
北津軽郡板柳町大字福野田字実田
72－13

0172－73－2217 内科
月～金、土、
日曜・祝日

午前8:30～11:30　午後1:30～6:30午前8:30～
11:30　午後1:30～4:30
午前8:30～11:30　（午後休診）

68 中南 津軽三育医院 038-1141
南津軽郡田舎館村川部字上西田
130-12

0172-75-3755

内科・外科、
整形外科、
小児科、
婦人科、
皮膚科、
放射線科

日～金
日～火・木　午前9:00～12:00、午後3:00～8:00
水・金　　　　午前9:00～12:00

69 中南 藤崎町立藤崎診療所 038-3803 藤崎町大字西豊田1丁目2 0172-75-4111 内科・外科 月～土

午前　8:00～12:30、午後　2:20～4:30
（土曜日　午前8:00～11:30）
※初回のみ
午前　8:00～11:30、午後　2:20～3:30
（土曜日　午前8:00～10:30）

○

70 中南 城東こどもクリニック 036-8092 弘前市城東北4丁目4-20 0172-29-3111

71 中南 花田医院 036-0212 平川市尾上栄松286 0172-57-3528 内科 月～水、金 午後　3:00 ○

72 中南 サンタハウスクリニック 036-8311 弘前市大字大川字中桜川19-1 0172-99-1799 月～土 午前　8:30～12:00 ○

73 中南 場崎クリニック 036-8001 弘前市代官町86-2 0172-38-6600 内科
午前　8:30～13:00、午後　3:00～6:00
（水、土曜日　午後休診）

74 中南 なんば耳鼻咽喉科 036-8084 弘前市大字高田5丁目2-3 0172-55-8749

75 中南 桔梗野こども・おとなクリニック 036-8227 弘前市大字桔梗野2丁目13-5 0172-38-3080 内科 月～土
午前　8:30～11:00、午後　14:00～17:00
（木、土曜日　午後休診）

○

76 三八 くば小児科クリニック 031-0823 八戸市湊高台1丁目12－26 0178－32－1198 小児科 月～土
午前8:30～12:00、午後2:00～6:00
（土曜日午後1:00～3:00　水曜日は午後休診）

〇

77 三八
独立行政法人
国立病院機構　八戸病院

031-0003 八戸市吹上3丁目13－1 0178－45－6111 内科 金曜日のみ 午前　8:30～11:00　（午後不可） 〇

78 三八 柏崎メディカルクリニック 031-0081 八戸市柏崎3丁目7－18 0178－45－7777
胃腸科・
内科

月～土
月火　　 午前　9:00～12:00、午後　2:00～5:30
水木金　午前　9:00～11:30、午後　2:00～5:30
土　　　　午前　9:00～12:00

79 三八
ちょうじゃの森内科クリニッ
ク

031-0022 八戸市大字糠塚字下道7－32 0178－43－6516 内科 月～金 午後　2:00～5:00　（祝日休診）

80 三八 きむらクリニック 031-0023 八戸市是川4丁目2－3 0178－71－8855 内科 月～土
午前9:00～12:00、午後3:30～6:30
（土曜日は9:00～12:30　水曜日午後は休診）

81 三八 ささクリニック 031-0011 八戸市大字田向1丁目6-7 0178－73－5541
心療内科、
精神科、
内科

月～土
午前8:30～12:00、午後2:00～5:00
（第2、第4土曜日は休診　水曜日午後は休診）

〇



地区 病院名 郵便番号 住所 電話番号 診療科
禁煙治療
受付曜日

受付時間 要予約

82 三八 坂本内科クリニック 031-0003 八戸市吹上3丁目6－16 0178－24－5566 内科 月～土　
午前8:30～12:00、午後2:30～6:00
（土曜日　8:30～12:30）

〇

83 三八 八戸クリニック内科 031-0081 八戸市柏崎1丁目8－32 0178－47－2525 内科
月～土、
第2・4土 休診
水・土 午後休診

午前9:00～12:30、午後2:00～6:00
（土曜日　9:00～12:30）

〇

84 三八 メディカルコ-ト八戸西病院 039-1103 八戸市長苗代字中坪77 0120－824－489 内科 金 午前8:30～11:30、午後1:00～4:00 〇

85 三八
八戸市国民健康保険
南郷診療所

031-0202
八戸市南郷区大字島守字梨子ノ久
保25-3

0178－82－2211 内科 月～金 午後1:30～4:30 〇

86 三八
はちのへファミリ-クリニッ
ク

031-0072 八戸市城下4丁目11-11 0178－72－3000 内科 月～土
午前9:00～12:30、午後4:30～6:30
（水曜日9：00～12：30、土曜日9:00～13:00）

〇

87 三八 ひかり内科クリニック 031-0804 八戸市青葉3丁目31－5 0178－73－5100 内科 月～土
午前9:00～11:30、午後2:00～5:30
（水、土曜日の午後は休診）

88 三八 中園内科クリニック 031-0011 八戸市田向2丁目5-28 0178－71－1138 内科 月～土
午前9:00～12:30、午後2:30～6:00
（木、土曜日は休診）

〇

89 三八
はちのへ西脳神経
クリニック

039-1101 八戸市尻内町鴨ケ池15－1 0178－20－8122 脳神経外科 月～土
午前8:45～11:30、午後2:00～5:30、
土曜日8:45～12:30

90 三八 髙橋医院 031-0031 八戸市番町40 0178－71－3123 外科 月～金 午後4:00頃 〇

91 三八 伴内科心臓血管クリニック 031-0073 八戸市売市1丁目4－5 0178－22－9016
循環器内科、呼
吸器内科、消化
器内科、内科

月～土
午前9:00～12:00、午後2:00～5:30
（土曜日9:00～12:00）水曜日は午後休診

92 三八 麻美レディ-スクリニック 039-1166 八戸市根城5丁目1－2 0178－80－7123 婦人科 月～土
月～水・金　午前9:00～12:00、午後2:00～6:00
木・土　　　　 9:00～12:30

93 三八 洲﨑耳鼻咽喉科医院 031-0075 八戸市内丸3丁目2－8 0178－44－2213 耳鼻咽喉科 月～土
午前9:00～12:00、午後2:00～5:30
（土曜日9:00～12:00）

94 三八
きよかわ内科胃・大腸
クリニック

031-0081 八戸市柏崎4丁目15－41 0178－44－0555 内科 月～土
午前9:00～12:00、午後2:00～6:00
（土曜日9:00～12:00　水曜日午後休診）

95 三八
健 呼吸器内科・アレル
ギー科クリニック

031-0011 八戸市田向4丁目13－9 0178－51－8520 呼吸器内科 月～土
午前　9:00～12:00、午後　2:30～6:00
（木・土曜日　9:00～12:00　※午後休診）

96 三八 西村産婦人科クリニック 031-0802 八戸市小中野4丁目8-18 0178-22-3901 産婦人科 随時

97 三八 南部病院 039-0105 南部町沖田面字千刈52－2 0179－34－3131
脳神経外科
（禁煙外来）

月、水、金、土
午前　9:00～11:00、午後　2:00～4:00
（土曜日　午後休診）

〇

98 三八 かわむら内科クリニック 039-0802 南部町大字苫米地字町中22 0178－84－3111 内科 月～金
午前9:00～12:00、午後2:00～5:30
（水、土曜日の午後休診）

〇

99 三八 川守田外科胃腸科 039-0612 南部町大字剣吉字堰合13－2 0178－75－0898
外科、
胃腸科

月～土
午前9:00～11:30、午後3:00～5:30
（木曜日、土曜日　9:00～11:00）

〇



地区 病院名 郵便番号 住所 電話番号 診療科
禁煙治療
受付曜日

受付時間 要予約

100 三八
医療法人山真会
山崎内科医院

039-1533 五戸町字野月14-12 0178－62－5828 内科 月～金 午前8:00～11:00、午後2:00～4:00 〇

101 三八
国民健康保険
五戸総合病院

039-1517 五戸町字沢向17-3 0178－61－1200 内科 月 午後1:00～2:00 〇

102 三八
三戸町国民健康保険
三戸中央病院

039-0141 三戸町川守田字沖中9-1 0179-20-1131 総合診療科 水 午後2:00～3:00
〇

完全予約制

103 三八 はらだクリニック 039-0802 南部町大字苫米地字白山堂13-2 0178-60-1661 内科 水 午後4:00～ 〇

104 三八 福原胃腸科外科医院 039-0201
三戸郡田子町大字田子字
上野ノ下タ98-7

105 三八
医療法人
西村耳鼻咽喉科医院

031-0004 八戸市南類家2丁目17-28 0178-24-3381 耳鼻咽喉科 第１，３　火、金 午後14:30～15:00 ○

106 三八
独立行政法人
労働者安全機構
青森労災病院

031-8551 八戸市大字白銀町字南ヶ丘１ 0178-33-1551 呼吸器内科 第２・４水曜日 午前　11:00～12:00（予約のみ） ○

107 三八 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 0178-25-3217 内科 火曜日 午後　1:30～4:00 ○

108 三八 田中医院 039-1511 五戸町字鍛冶屋窪上ミ33-2 0178-61-1155 内科 月～土
午前　9:00～12:00、午後　4:00～6:00
（水、土曜日の午後は休診）

109 西北 田町小山クリニック 037-0041 五所川原市田町4－5 0173－34－3431 心臓血管外科 月～土
午前9:00～12:30、午後2:00～8:00
（土曜日9:00～17:00）

110 西北
医療法人済生堂
増田病院

037-0045 五所川原市字新町41

111 西北 木村内科医院 037-0006 五所川原市松島町2丁目89－4 0173－35－2815 内科 月～土
午前8:30～12:00、午後2:30～6:00
（水、土曜日午後は休診）

〇

112 西北 鈴木耳鼻咽喉科医院 037-0051 五所川原市弥生町21 0173－35－2775 耳鼻咽喉科 月～土
午前9:00～12:00、午後2:30～6:00
（木曜日　9:00～11:30 土曜日　9:00～13:30）

113 西北 櫛引クリニック 037-0033 五所川原市鎌谷町516-10 0173－33－1155 月～土
午前10:00～12:00、午後4:00～6:00
（土曜日10:00～12:00）水曜日午後休み

114 西北 健生　五所川原診療所 037-0016 五所川原市字一ツ谷508-7 0173－35－2542 内科 月～金
午前8:30～12:00、午後2:00～4:00
（木曜日の午後は休診）

〇

115 西北
とやもり内科小児科
クリニック

037-0202 五所川原市金木町沢部468-1 0173－52－3331 内科 月～土
午前9:00～13:00、午後3:00～6:00
（土曜日9:00～13:00　木、土曜日の午後は休診）
※初回の方は受付時間午後5：30まで

〇

116 西北 ファミリークリニック希望 038-3301 つがる市富萢町山里1－1 0173－56－2148 内科 月～土
診療時間については、お電話でお問い合わせくだ
さい。

〇

117 西北 山内クリニック 038-3313 つがる市木造末広町45－24 0173－42－7171 内科
月・火・
木・金

午前9:00～11:00、午後2:00～4:00 〇



地区 病院名 郵便番号 住所 電話番号 診療科
禁煙治療
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118 西北
中泊町国民健康保険
小泊診療所

037-0512 中泊町大字小泊字朝間1-25 0173－64－2117 内科 月～金 午前8:15～11:00、午後1:00～4:00

119 西北
医療法人 洋苑会
井沼洋クリニック

037-0307 中泊町大字宮野沢字浦島98-10 0173－69－1071 内科 月～金 午後3:00～6:00 〇

120 西北
医療法人健医会
今岡医院

038-3500 鶴田町早瀬24-4 0173－22－2027 内科 月～土
午前　8:30～12:00、午後　2:00～5:30
（木、土曜日　午後休診）

121 西北 越前医院 038-2761
鰺ヶ沢町大字舞戸町字上富田220-
1

0173-72-5151 内科 月～土
午前　7:00～11:00
午後　1:00～3:00
（土曜日　7:00～11:00　水、土曜日の午後休診）

122 西北
深浦町国民健康保険
岩崎診療所

038-2202
西津軽郡深浦町大字岩崎字
松原47-1

0173-77-3055 内科 金 午前　8:30～11:00、午後　1:30～3:30 ○

123 西北 七ツ石内科 038-2752
西津軽郡鰺ヶ沢町大字七ツ石町
27-1

0173-72-2879

内科、
糖尿病内科、
内分泌・代謝内科、
漢方内科

月～土
午前　8:30～12:00
午後　2:00～6:00
（土曜日　8:30～12:00　木曜日の午後休診）

124 西北
かみむらクリニック
泌尿器科・内科

037-0036 五所川原市中央5丁目119-1 0173-26-1052 泌尿器科・内科 月～土
午前　9:00～12:00　午後　2:00～6:00
（木、土曜日　9:00～13:00）

125 上北
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

0176－22－5252 内科 月・火・木 午後1:30～3:00

〇
（電話にて

お問い合わせ
ください）

126 上北
医療法人
村木内科胃腸科医院

034-0083 十和田市西三番町20－17 0176－22－1010 内科 月～金 午前8:30～12:00、午後2:00～5:30

127 上北 育成会内科小児科 034-0083 十和田市西三番町1－28 0176－23－3821 内科 月～金 午前　8:30～11:00、午後　2:00～5:00 ○

128 上北 十和田外科内科 034-0037 十和田市穂並町1－5 0176－22－5151 外科 月～土
午前8:30～12:30、午後2:00～6:00
（土曜日午前8:30～12:30）

129 上北 えと内科医院 034-0083 十和田市西三番町1－28 0176－23－2727 内科 月～土
午前8:30～13:00、午後2:30～7:00
土曜日　8:30～13:00　水曜日　午後休診

130 上北 小嶋外科胃腸科医院 034-0083 十和田市西三番町15－41 0176－23－2666 外科、胃腸科 月～土
午前9:00～12:00、午後1:30～5:30、
土曜日　9:00～12:00

131 上北 十和田市立中央病院 034-0093 十和田市西十二番町14－8 0176－23－5121 総合診療科 木 午後2:00～3:00 〇

132 上北 得居泌尿器科医院 033-0023 三沢市下久保3丁目20-2 0176－50－1333 泌尿器科、内科 月～土
午前8:30～12:00、午後1:00～5:30
（土曜日8:30～17:00）

133 上北 ひぐちクリニック 033-0031 三沢市桜町3丁目10－14 0176－50－1441
内科・胃腸科、
循環器科、
呼吸器科

月～土
月火木金　午前　8:30～12:30　午後　2:00～6:00
　　　　　　　※但し、木は午前　12:15まで
水土　　　　午前　8:30～12:i30

134 上北 三沢中央病院 033-0001 三沢市中央町3丁目11－2 0176－57－1111 禁煙外来 水 午前10：00～12：00 〇

135 上北 岡三沢診療所 033-0032 三沢市緑町1丁目2－5 0176－50－1237
内科、
循環器科、呼吸
器内科

月・水、
火・金、
土

午前8:30～12:00、午後2:30～6:00、
午前8:30～12:00、午後4:00～6:00
午前8:30～13:00

〇
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136 上北 公立野辺地病院 039-3141 上北郡野辺地町字鳴沢9-12 0175－64－3211 内科 月～金 午前8:15～11:30

137 上北 中里医院 039-3154 野辺地町字上小中野8 0175－64－1388 内科 月～金、第1・3・5
午前9:00～12:00、午後2:00～5:00
（土曜日9:00～12:00）

〇

138 上北 戸館内科整形外科医院 039-3131 野辺地町字野辺地261－1 0175－64－2525 内科 月～土
午前　8:30～12:00、午後　2:00～6:00
（水、土曜日　午前　8:30～12:00）

139 上北 工藤医院 039-2832 七戸町字道ノ上63－4 0176－68－2666 内科 月～土
午前8:30～12:00、午後1:30～5:30
（土曜日　午前8:30～12:00、午後1:30～3:00）

140 上北 小川原湖クリニック 039-2404 東北町上北北1丁目34－45 0176－56－5600 内科 月～土
午前8:30～12:00、午後3:00～6:00
（土曜日8:30～12:00）（水曜日の午後は休診）

初回の場合〇

141 上北 ちびき病院 039-2682 東北町字石坂32－4 0175－64－5100
内科（間瀬先生
の外来時のみ）

月～土
午前9:00～11:45、午後2:00～4:30
（土曜日9:00～11:45）

142 上北
医療法人蛍慈会
菜の花クリニック

039-4145 横浜町字寺下81－2 0175－76－1787 内科 月～土
月～金　午前9：00～12：00、午後2:00～5:00、
土曜日9:00～12:00

143 上北
六ヶ所村国民健康保険
千歳平診療所

039-3215
上北郡六ヶ所村大字倉内字笹崎
398-1

0175－74－2301 内科 月～水 午後1:30～3:30 要電話予約

144 上北
六ヶ所村
地域家庭医療センター

039-3212 六ヶ所村尾駮字野附986－4 0175－73－7122 内科 月～金
月火木金　午前　8:00～11:00、午後　1:30～4:00
水　　　　　 午前　8:00～11:00、午後　2:30～4:30

初診

145 上北 とわだ循環器内科 034-0091 十和田市西十一番町40-31 0176-58-0257
内科
循環器内科

事前に要予約 午前10：00～11：00、午後14：30～15：30
○

１日１～２名
程度

146 上北 えとクリニック 034-0012 十和田市東一番町2-23 0176-25-2525

147 下北 むつ総合病院 035-0071 むつ市小川町1丁目2-8 0175－22－2111 総合科 水、金
受付　午前　7:35～11:00
診療　午前　9:30～11:30

〇

148 下北 どんぐりこどもクリニック 035-0073 むつ市中央2丁目5－5 0175－24－5656
小児科、
アレルギ-科

月～水、金・土
午前9:00～12:00、午後3:00～6:00
（土曜日　午前9:00～午後1:00）

〇

149 下北 村中内科・心療内科医院 035-0051 むつ市新町10－46 0175－23－0120 内科 月～土
午前8:00～11:30、午後1:30～4:30
（木、土曜日は午後休診）

150 下北 みちのくクリニック 035-0067 むつ市十二林17－1 0175－23－1171 内科 月～金
午前　9:00～12:00、午後　2:00～5:00
（土・日・祝日は休診）

〇

151 下北 国民健康保険大間病院 039-4601 下北郡大間町大間字大間平20-78 0175－37－2105 内科 金曜日 午前　11:00～　※2名まで 〇

152 下北
一部事務組合
下北医療センタ-
東通村診療所

039-4442
下北郡東通村大字砂子又
字里17－2

0175－28－5111 月・火・木・金 午後1:30～4:30 〇


