
施設名 郵便番号 住所（都道府県から記載） 電話番号 ウェブサイトURL
初診の電話等を用いた
診療の実施の有無

再診の電話等を用いた
診療の実施の有無

対応診療科 担当医師名
対面診療が必要と判断した場合に連携する医療機関名
（複数ある場合は複数、住所も併せて記載）

1 国立病院機構青森病院 038-1331 青森県青森市浪岡大字女鹿沢字平野155-1 0172-62-4055 https://aomori.hosp.go.jp/ ○ 各診療科
高田　博仁
他担当医師

2 青森市民病院 030-0821 青森県青森市勝田1丁目14番20号 017－734-2171
https://www.city.aomori.aomori
.jp/byouin/top.html

○ 全科 全医師

3 青森市立浪岡病院 038-1311 青森県青森市浪岡大字浪岡字平野180 0172-62-3111

https://www.city.aomori.aomori.jp/k
oho-kocho/shiseijouhou/aomorishi-
konnamati/koukyoushisetsu/itiran/n
amiokabyouin.html

○ 内科
高橋　敏之
吉谷　元

坂本　有希

4
医療法人雄心会　青森新
都市病院

038-0003 青森県青森市石江３丁目１番地 017-757-8750
http://aomorishintoshi-
hp.yushinkai.jp/

〇 全診療科 各科担当医師

5
医療法人 芙蓉会 村上病
院

037-0069 青森県青森市浜田3丁目3-14 017-729-8888
http://www.fuyoukai.or.jp/murakami_
h/

○（定期通院の方のみ
対応）

各診療科 各科担当医師

6 芙蓉会病院 030-0133 青森県大字雲谷字山吹93-1 017-738-2214
http://www.fuyoukai.or.jp/fuyoukai_h
/

○
精神科

心療内科
村上　拓也
他担当医師

7
医療法人同仁会　浪打病
院

030-0902 青森県青森市合浦2丁目11番24号 017-741-4341
http：//namiuchi－
hp.com/index.html

〇 〇
内科
外科

菊田　一貫
西川　晋右
竹村　龍哉
小田桐　聡

8
社団法人慈恵会
青い森病院

030-0155 青森県青森市大字大谷字山ノ内16-3 017-729-3330
http://www.jikei-
kai.org/aoimorihosp/index.html

○ 精神科

川﨑一隆
柿崎陽平

吉村伊保子
浜田美実

9 剛整形外科クリニック 030-0966 青森県青森市花園２－２２－３ 017-741-6100 http://notouch.jp ○ ○ 整形外科 新渡戸　剛

10 医療法人いしだ医院 030-0966 青森県青森市花園2丁目43-26 017-744-3300 http://ishidaiin.com/ ○ ○
内科

小児科
石田　均

青森県立中央病院（青森市東造道2丁目1-1）
青森市民病院（青森市勝田1丁目14-20）

11 田中産婦人科クリニック 030-0966 青森県青森市花園1丁目7-13 017-744-4103 ○ ○
産科

婦人科
田中　誠也

12 えびな脳神経クリニック 030-0845 青森県青森市緑2丁目1-3 017-735-3000
http://www5e.biglobe.ne.jp/~ebinans
c/

○ 脳神経外科 蛯名国彦

13
木村健一糖尿病・内分泌
クリニック

030-0904 青森県青森市茶屋町13-9 017-765-3100 http://kimurakenichi-clinic.com/ ○ ○ 内科 木村健一 青森県立中央病院（青森市東造道2丁目1-1）

14 駒井胃腸科内科 030-0947 青森県青森市浜館4-14-4 017-765-1500 http://www.komaiichoukanaika.jp/ ○ ○ 内科 駒井　一雄

事務連絡に基づく対応について

電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の一覧（青森県）

基本情報
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15 武山循環器科内科 030-0821 青森県青森市勝田2丁目9-13 017-734-0111 ○ 内科
武山　稔

武山　倫子

16 平井内科医院 030-0813 青森市松原3-2-5 017-774-3355 ○ 内科 平井　裕一

17 福士胃腸科循環器科医院 030-0854 青森県青森市千富町1-4-16 017-776-4558 ○ 内科 福士　道夫
青森県立中央病院（青森市東造道2丁目1-1）
青森市民病院（青森市勝田1丁目14-20）
青森厚生病院（青森市新城山田488-1）

18 福井ひ尿器科クリニック 038-0011 青森県青森市篠田1丁目10-19 017-766-7100 http://kishiya ○
泌尿器科

内科
皮膚科

福井　耕三

19 岸谷整形外科クリニック 030-0853 青森県青森市金沢1-5-7 017-723-6881 ○ 整形外科 岸谷　正樹

20 長島皮フ科クリニック 030-0853 青森県青森市金沢4丁目16-27 017-776-1112 ○ 皮膚科 長島弘明
青森県立中央病院（青森市東造道2丁目1-1）
青森市民病院（青森市勝田1丁目14-20）

21
あおもり腎透析泌尿器科
クリニック

030-0856 青森県青森市西大野1丁目15-7 017-752-6353 ○
皮膚科

斎藤　英樹
高橋　淳

22 大竹整形外科 038-1306 青森県青森市浪岡福田2丁目13-8 0172-62-3300 http://otake-ortho.com/ ○ 整形外科 大竹　進 黒石病院（黒石市北美町1-70）

23
中野脳神経外科総合内科
クリニック

038-0003 青森県青森市石江4丁目4番地3 017-788-7200 ○ ○
総合内科

脳神経外科
中野　朝子
中野　高広

24
医療法人清和会三川内医
院

030-0912 青森県青森市八重田2-1-6 017-736-8191 https://www.mikawanaika.com/ ○ 内科 渡邊　智子

25 医療法人桂木クリニック 030-0844 青森県青森市桂木4-6-37 017-773-6663 http://katsuragi-clinic.com/ ○
乳腺外科
肛門外科

内科
伊藤　卓

26 伊藤眼科クリニック 030-0912
青森県青森市八重田4-2-1ラ・セラ東バイパス
ショッピングセンター1階

017-718-5258 https://ganka.or.jp/ ○ 眼科 伊藤　信一

27 工藤内科クリニック 038-0003 青森県青森市大字石江字江渡117-5 017-766-9107 ○ ○ 内科
工藤　幹彦
工藤　俊彦

青森県立中央病院（青森市東造道2-1-1）

28 たく内科クリニック 030-0852 青森県青森市大野字山下171-7 017-752-1192 ○ 内科 渡邊　拓
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29 新城胃腸科内科 038-0042 青森県青森市大字新城字平岡175-23 017-788-8551 ○
胃腸科、内科、
循環器科、呼吸
器科、小児科

齋藤　吉春

30
佐藤整形外科・リウマチ
科クリニック

030-0841 青森県青森市奥野1-5-8 017-721-3755 ○ ○
整形外科

リウマチ科
佐藤　衛

青森県立中央病院（青森市東造道2丁目1-1）
青森市民病院（青森市勝田1丁目14-20）

31 成田祥耕クリニック 030-0963 青森県青森市中佃1-1-30 017-743-6511 ○ 内科
成田　祥耕
成田　諭隆

32 青森クリニック 038-0011 青森県青森市篠田1丁目9番11号 017-783-2222 ○ 内科 畠山　隆

33 青葉こころのクリニック 030-0846 青森県青森市青葉1-2-28 017-762-5560 http://www.aoba-kokoro-c.com/ ○
精神科

心療内科
内科

佐々木　俊徳

34 まちだ内科クリニック 038-0058 青森県青森市大字羽白字沢田39-4 017-788-6688 ○ ○
内科

小児科
町田　光司

35 八重田医院 030-0919 青森県青森市はまなす2丁目6番11号 017-726-1188 ○ 耳鼻咽喉科 円山　宏洋 青森県立中央病院（青森市東造道2-1-1）

36
たざわ生活習慣病クリ
ニック

030-0963 青森県青森市中佃2丁目18番26号 017-752-8386 ○
内科

糖尿病代謝内科
田澤康明

37
津軽保健生活協同組合津
軽医院

038-1311 青森県青森市浪岡大字浪岡字浅井205 0172-62-3101 ○

内科
循環器科
消化器科
呼吸器科

石森　伸二
津軽保健生活協同組合健生病院（青森県弘前市扇町2丁
目2-2）

38
まつもと内科外科クリ
ニック

038-0002 青森県青森市沖館5-5-26 017-783-3030 ○
内科
外科

松本　香

39 やましき内科クリニック 030-0961 青森県青森市浪打2-3-1 017-718-3600 ○ 内科
山敷　宏正
山敷　潤子

40 みずたに眼科 030-0847 青森県青森市東大野1-4-1 017-752-0226 ○ 眼科
水谷　英之
水谷　夏子

41
なかむら脳外科頭痛クリ
ニック

030-0961 青森県青森市浪打2-10-12 017-744-1165 ○ 脳外科 中村　公明

42
斉藤内科県庁前クリニッ
ク

030-0963 青森県青森市長島2-3-4 017-731-3110
https://itp.ne.jp/info/021411641117
231120/

○ ○
内科

循環器科
呼吸器科

齊藤　大太
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43 北川ひ尿器科クリニック 030-0966 青森県青森市花園2丁目43-18 017-765-3355 ○ ○ 泌尿器科 北川　柾彦
青森県立中央病院（青森市東造道2丁目1-1）
青森市民病院（青森市勝田1丁目14-20）

44 佐々木胃腸科内科 030-0914 青森県青森市岡造道2丁目2-25 017-741-1155 ○ 内科 佐々木　義雄

45
たにた耳鼻咽喉科クリ
ニック

030-0862 青森県青森市古川1-21-18NARAYAビル2F 017-774-8733 ○
耳鼻咽喉科

アレルギー科
谷田　次郎

青森県立中央病院（青森市東造道2丁目1-1）
青森市民病院（青森市勝田1丁目14-20）

46 弘前大学医学部附属病院 036-8563 青森県弘前市本町53 0172-33-5111
http://www.med.hirosaki-
u.ac.jp/hospital/

○ 全科 各科医師

47 黒石病院 036-0541 青森県黒石市北美町1丁目70番地 0172-52-2121 http://hospital-kuroishi.jp/ ○ 全診療科 全医師

48
国民健康保険板柳中央病
院

038-3672 青森県北津軽郡板柳町大字灰沼字岩井７４－２ 0172-73-3231
https://www.town.itayanagi.aomori.jp
/life/health/kyukyu.html

○ 内科 照井　健

49 健生病院 036-8162 青森県弘前市扇町2-2-2 0172-55-7717 https://www.kensei-hp.jp/ 〇
整形外外科緩和
ケア科小児科産
婦人科

各科担当医師 健生クリニック（青森県弘前市大字扇町二丁目2番12）

50 弘前小野病院 036-8053 青森県弘前市和泉2丁目19-1 0172-27-1431 https://www.sinai-sakura.com/ ○ 内科
町田純一郎

他担当医師2名
国立病院機構弘前病院（青森県弘前市大字富野町1番
地）

51 弘前中央病院 036-8188 青森県弘前市吉野町3番地1 0172-36-7111
http://www.myclinic.ne.jp/hirochu/p
c/index.html

○
内科
外科

賀佐　富二彦
他担当医師

鳴海病院（青森県弘前市大字品川町19）

52 ときわ会病院 038-1216 青森県南津軽郡藤崎町大字榊字亀田2-1 0172-65-3771 https://www.tokiwakai.or.jp/tokiwa/ 〇 内科 荘司　貞志

53 鳴海病院 036-8183 青森県弘前市品川町19 0172-32-5211 http://www.narumihospital.or.jp/ ○ ○
内科
外科

放射線科

淀野　啓
他担当医師5名

弘前中央病院（弘前市吉野町3-1）

54 弘前記念病院 036-8076 青森県弘前市大字境関字西田59-1 0172-28-1211 http://www.hirosaki-kinen.or.jp/ ○
整形外科

内科
各医師

55 聖康会病院 036-8053 青森県弘前市大字和泉2丁目17-1 0172-27-4121 http://www.seikoukai-hospital.or.jp/ ○
精神科

神経内科
心療内科

吉田　和貴
須藤　武行

56 ちとせクリニック 036-0356 青森県黒石市ちとせ1丁目139 0172-53-7228 ○ ○ 内科 北山　武良
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57
医療法人社団伊東クリ
ニック

036-8082 青森県弘前市元大工町36番地1 0172-32-0630 https://www.itoclinic-med.com/ ○ 内科 伊東　重豪

58 藤崎町立藤崎診療所 038-3803 青森県南津軽郡藤崎町西豊田1丁目2 0172-75-4111 ○
内科
外科

婦人科

石塚　武夫
小柳　雅是

前田　由子　他
ときわ会病院（藤崎町大字榊字亀田2-1）

59 五日市内科医院 036-8023 青森県弘前市植田町8 0172-35-4666 http://www.i-med.jp/ ○
内科

糖尿病内科
五日市　敬

60
青山胃腸科内科クリニッ
ク

036-8103 青森県弘前市川先2丁目3-7 0172-27-2323 ○ ○ 内科 青山　仁志

61 よこやま整形外科 036-8326 青森県弘前市藤野2丁目６−９ 0172-31-2277 〇 〇 整形外科 横山　隆文
国立病院機構弘前病院（青森県弘前市大字富野町1番
地）

62
弘前駅前整形外科クリ
ニック

036-8003 青森県弘前市駅前町14-1 0172-39-7555 http://www.hirosaki-ekimae.com/ ○ ○ 整形外科リハビリテーション科成田　俊介

63 せきばクリニック 038-3802 青森県南津軽郡藤崎町藤崎字武元5-5 0172-75-3020
http://sekibaclinic.jupiter.bi
ndcloud.jp/

○ ○
小児科
内科

関場慶博 ときわ会病院（藤崎町大字榊字亀田2-1）

64 相原内科医院 036-8062 青森県弘前市青山3-8-2 0172-33-0055
http://aihara-
hp.la.coocan.jp/clinic2.html

○ ○ 内科 相原守夫
国立弘前病院（青森県弘前市大字富野町1番地）
弘前市立病院（青森県弘前市大町3丁目8-1）

65 工藤医院 036-8124 青森県弘前市大字石川字石川97番地 0172-92-3316 http://onkoukai.or.jp/ 〇 〇

内科（電話）、
内科・肝臓内
科・消化器内科
（オンライン）

電話
（工藤幸志）、

オンライン
（工藤幸正）

国立病院機構弘前病院（青森県弘前市大字富野町1番
地）
弘前市立病院（青森県弘前市大字大町3丁目8番地１）

66
医療法人樹会福原循環器
内科クリニック

036-8354 青森県弘前市上鞘師町17-3 0172-32-0528 ○
内科

循環器科
福原　泰樹

67 こいし内科クリニック 036-8141 青森県弘前市大字松原東2丁目5-2 0172-87-7111 ○ ○
内科

小児科
小石　陽一

国立病院機構弘前病院（青森県弘前市大字富野町1番
地）
津軽保健生活協同組合健生病院（青森県弘前市扇町2丁
目2-2）

68 くりたクリニック 036-8093 青森県弘前市表町2-1　駅ビルアプリーズ4F 0172-31-2100 ○ 外科 栗田　武彰

69 沢田内科医院 036-8261 青森県弘前市茂森新町1-6-4 0172-37-7755 ○ ○
内科

小児科
澤田　直也
澤田　美彦

70
津軽保健生活協同組合
健生クリニック

036-8104 青森県弘前市大字扇町二丁目2-12 0172-55-7707 http://www.kensei-hp.jp 〇
内科

精神科
泌尿器科

各科担当医師
津軽保健生活協同組合　健生病院（青森県弘前市大字扇
町二丁目2-2）
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71 なんば耳鼻咽喉科 036-8084 青森県弘前市高田5-2-3 0172-55-8749 http://namba-ent.com/ 〇 耳鼻咽喉科 南場淳司

72
かきざき小児科アレル
ギー科クリニック

036-8061 青森県弘前市神田2-6-7 0172-31-2233 http://kakizaki-clinic.com ○ ○
小児科
内科

柿崎　良樹
弘前病院（青森県弘前市大字富野町1番地）
津軽保健生活協同組合健生病院（青森県弘前市扇町2丁
目2-2）

73 山形内科クリニック 036-8184 青森県弘前市松森町124 0172-37-5811 http://www.yamagataclinic.com/ ○ ○ 内科 山形　亮

74
大開ファミリークリニッ
ク

036-8247 青森県弘前市大開1-3-3 0172-88-2120 ○ 内科 三尾　佳久

75 よしだ耳鼻科小児科 036-8155 青森県弘前市中野2丁目1-15 0172-33-2306 ○
耳鼻科
小児科

秋田　三和興
秋田　直子

76
桔梗野こどもおとなクリ
ニック

036-8227 青森県弘前市大字桔梗野2丁目13番地5 0172-38-3080 ○
内科

小児科

国立病院機構弘前病院（青森県弘前市大字富野町1番
地）
津軽保健生活協同組合健生病院（青森県弘前市扇町2丁
目2-2）

77
医療法人楽清会さがらク
リニック

036-8227 青森県弘前市桔梗野1丁目3-3 0172-37-2070 ○ ○
内科

小児科
相楽　衛男
相楽　繁樹

78 めとき眼科クリニック 036-8046 青森県弘前市北横町50-1 0172-40-0691 ○ 眼科 目時　友美

79
医療法人明洋会近江整形
外科

036-8011 青森県弘前市山下町４－１ 0172-32-2121
http://www7a.biglobe.ne.jp/~OMI_SE
IKEI/

○ ○ 整形外科 近江　洋一
独立行政法人国立病院機構弘前病院（青森県弘前市大字
富野町1番地）
弘前大学附属病院（青森県弘前市本町53）

80
津軽保健生活協同組健生
黒石診療所

036-0356 青森県黒石市ちとせ3丁目7 0172-53-3015
https://www.tsugaru-health.coop
/clinics_kuroishi.html

○
内科

小児科
坂戸　慶一郎

津軽保健生活協同組合健生病院（青森県弘前市大字扇町
2丁目2-2）

81 碇ヶ関診療所 038-0101 青森県平川市碇ヶ関三笠山120番地1 0172-45-2780
https://www.city.hirakawa.lg.jp/fuku
shi/shinryoujo/ikarigaseki/

○ ○ 内科 奥口　知行

82 康安外科内科医院 036-8336 青森県弘前市大字栄町1丁目2-6 0172-33-6262 ○ ○
内科
外科

整形外科
鳴海　康方

83 国立病院機構八戸病院 031-0003 青森県八戸市吹上3丁目13番1号 0178-45-6111
https://hachinohe.hosp.go.jp/about/
index.html

○ ○
内科

神経内科
小児科

関根　耕作
他担当医師5名

84 八戸市立市民病院 031-8555 八戸市田向三丁目１番１号 0178-72-5111
http://www.hospital.hachinohe.aomo
ri.jp

○
内科、外科、小
児科他 全31科

三浦　一章事業
管理者
今　明秀院長
ほか
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85 青森労災病院 031-8551 青森県八戸市大字白銀町字南ヶ丘1番地 0178-33-1551 http://www.aomorih.johas.go.jp/ ○ 各診療科 各科担当医師

86
三戸町国民健康保険三戸
中央病院

039-0141 青森県三戸郡三戸町大字川守田字沖中9-1 0179-20-1131
https://hospital.town.sannohe.aomor
i.jp/

○

内科、小児科、
産婦人科、眼
科、耳鼻咽喉科

等

東山　明弘他6
担当医師

その他非常勤医
師

87 総合リハビリ美保野病院 031-0833 青森県八戸市大字大久保字大山31-2 0178-25-0111 http://www.mihono.jp ○
内科

整形外科
廣田　茂

他担当医師3名

88 八戸平和病院 031-0823 青森県八戸市湊高台2丁目4-6 0178-31-2222 http://www.heiwa-hp.or.jp/ ○ 各診療科 各科担当医師

89 南部病院 039-0105 青森県三戸郡南部町大字沖田面字千刈52-2 0179-34-3131 http://nanbu-hp.or.jp 〇
内科
外科

小原　正和
小笠原　博

三戸中央病院（青森県三戸郡三戸町川守田字沖中9-1）

90 室岡整形外科記念病院 031-0021 青森県八戸市長者3丁目3番23号 0178-46-1000 https://www.hi-net.ne.jp/murooka/ ○
整形外科

循環器内科
西村慎一

他担当医師4名
八戸市立市民病院（八戸市田向三丁目1-1）
八戸赤十字病院（八戸市大字田面木字中明戸2）

91
青森県立はまなす医療療
育センター

031-0833 八戸市大久保字大塚17-729 0178-31-5005
http://www.aomori.jrc.or.jp/hamanas
u00.html

〇 〇
整形外科
小児科

盛島　利文
長沖　隼英
黒川　智子
有吉　　忍

八戸市立市民病院（八戸市田向三丁目1-1）
八戸赤十字病院（八戸市大字田面木字中明戸2）
青森労災病院（八戸市大字白銀町南が丘1）

92 於本病院 031-0036 青森県八戸市大工町10番地 0178-43-4647 ○ 内科
於本 淳

於本　晴美
於本　章

93 青南病院 039-1104 青森県八戸市田面木赤坂16-3 0178-27-2016 http://www.seijin.or.jp/ ○
精神科

心療内科
内科

深澤　隆
他担当医師

94 さくら病院 039-1105 青森県八戸市大字八幡字樋田8-1 0178-70-2011 https://www.sinai-sakura.com/ ○ 精神科
青木直人

他担当医師４名

95 社会医療法人　松平病院 031-0813 青森県八戸市大字新井田出口平17 0178-25-3217 ○ 精神科
北條　敬

他外来担当医師

96 きく皮膚科 039-1169 青森県八戸市日計1丁目2番51号 0178-21-1611
http://www.hachinohe.jp/byouinch/
byo.kiku.hihu.html

○ 皮膚科 山谷　眞吾
八戸市立市民病院（八戸市田向三丁目1-1）
八戸赤十字病院（八戸市大字田面木字中明戸2）
青森労災病院（八戸市大字白銀町南が丘1）

97 せきあい内科 039-1169 青森県八戸市日計1丁目2-45 0178-21-1155 ○

内科
循環器科
消化器科
呼吸器科

堰合　恭弘

98
くどう整形外科クリニッ
ク

031-0073 青森県八戸市売市4丁目7番14号 0178-47-2411 http://koc2014.jp/ ○ 整形外科 工藤　祐喜
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99
聖マリアハートクリニッ
ク

039-1111 青森県八戸市東白山台3-20-3 0178-70-1555 http://www.stmarysheartclinic.jp/ ○
循環器内科
呼吸器内科

内科
吉田　一弘

八戸市立市民病院（八戸市田向三丁目1-1）
八戸赤十字病院（八戸市大字田面木字中明戸2）
青森労災病院（八戸市大字白銀町南が丘1）

100
医療法人西村耳鼻咽喉科
医院

031-0004 青森県八戸市南類家2-17-28 0178-24-3381 http://nishimura-ent.main.jp/ ○ ○
耳鼻咽喉科

アレルギー科
西村　哲也 八戸市立市民病院（八戸市田向三丁目1-1）

101 城下やえがき整形外科 031-0072 青森県八戸市城下4-4-18 0178-73-7380 https://88clinic.jp/ ○ ○
整形外科

リウマチ科
八重垣　誠

八戸市立市民病院（八戸市田向三丁目1-1）
八戸赤十字病院（八戸市大字田面木字中明戸2）
青森労災病院（八戸市大字白銀町南が丘1）

102
はち内科・消化器内科ク
リニック

031-0001 青森県八戸市類家4丁目21-7 0178-38-8033 https://www.hachinai.info/ 0 ○
内科

消化器内科
八森　久

103 鈴木内科医院 039-1101 青森県八戸市大字尻内町字八百刈26-3 0178-27-2752 ○ 内科 鈴木　和夫

104 山田整形外科クリニック 031-0822 青森県八戸市白銀町字浜崖7-29 0178-32-2700 ○ 整形外科 山田　史朗

105
医療法人はちのへファミ
リークリニック

031-0072 青森県八戸市城下四丁目１１番１１号 0178-72-3000 http://hachifc.jp/ ○ ○
内科

小児科
小倉　和也

106 よしの整形外科 031-0004 青森県八戸市南類家2-17-25 0178-73-8016
http://www.myclinic.ne.jp/yoshino_o
rth/pc/index.html

○ 整形外科 吉野　孝 八戸市立市民病院（八戸市田向三丁目1-1）

107 村井内科クリニック 031-0003 青森県八戸市吹上3-5-3 0178-43-5500 ○ 内科 村井　千尋
八戸市立市民病院（八戸市田向三丁目1-1）
八戸赤十字病院（八戸市大字田面木字中明戸2）

108 高木クリニック 039-1164 青森県八戸市下長1丁目6-6 0178-20-5566 ○
内科

耳鼻科
高木　伸也
高木　明子

109 大島眼科 039-1166 青森県八戸市根城4丁目20番1号 0178-72-1654 ○ 眼科 大島　真理

110 西口内科 039-1101 青森県八戸市大字尻内町字内田1-1 0179-27-8808 ○
内科
外科

小俣　高宏 八戸赤十字病院（八戸市大字田面木字中明戸2）

111 坂本内科クリニック 031-0003 青森県八戸市吹上3丁目6-16 0178-24-5566 ○ 内科 坂本 良明

112 萩生内科医院 031-0073 青森県八戸市売市2-11-12 0178-24-4613 ○

内科
循環器内科
呼吸器内科
胃腸内科

萩生　直徳
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113 嶋田医院 031-0841 青森県八戸市鮫町持越沢25-1 0178-33-1785 ○ 内科 嶋田哲二

114
ちょうじゃの森内科クリ
ニック

031-0022 青森県八戸市大字糠塚字下道7-32 0178-43-6516 ○ ○ 内科
松原　潔

松本　立也

115 小松内科医院 039-1201 青森県三戸郡階上町大字道仏字天当平1-189 0178-88-5515 http://www.komatsunaika.com/ ○ 内科 小松　修

116 平賀内科医院 039-1166 青森県八戸市根城1丁目5-5 0178-22-8209 ○ 内科 平賀　絢子

117 滝沢小児科・内科医院 039-1166 青森県八戸市根城5-2-16 0178-41-1178 http://www.takisawa-clinic.com/ ○
小児科
内科

滝沢　鷹太郎

118 北村皮膚科 039-1166 青森県八戸市根城1-14-11 0178-43-1325 ○ 皮膚科 北村　英彦
八戸市立市民病院（八戸市田向三丁目1-1）
八戸赤十字病院（八戸市大字田面木字中明戸2）
青森労災病院（八戸市大字白銀町南が丘1）

119 和田整形外科クリニック 031-0823 青森県八戸市湊高台5丁目13-26 0178-38-0152 https://ortho-wada.com/ ○ 整形外科 和田　誠久

120
麻美レディースクリニッ
ク

039-1166 青森県八戸市根城5丁目1-2 0178-807123 ○ 婦人科
真鍋　麻美

向井田　理佳

121 中園内科クリニック 031-0011 青森県八戸市田向2丁目5-28 0178-71-1138
https://nakazononaikakurinikku.hp.g
ogo.jp/pc/

○ 内科 中園　誠
八戸市立市民病院（八戸市田向三丁目1-1）
八戸赤十字病院（八戸市大字田面木字中明戸2）
青森労災病院（八戸市大字白銀町南が丘1）

122 白山台くに眼科 039-1111 青森県八戸市東白山台2-34-16 0178-51-9251 https://8-92eye.com/ ○ 眼科 濱端　久仁子

123
医療法人　中山こどもク
リニック

031-0801 青森県八戸市江陽1丁目18-5 0178-47-9900 http://www.nakayamakids.com/ ○
小児科

アレルギー科
循環器科

中山　信吾 八戸市立市民病院（八戸市田向三丁目1-1）

124
医療法人湘洋会ナンブク
リニック

039-0105 青森県三戸郡南部町沖田面字千刈47-1 0179-20-6161 http://www.nanbu-clin.jp/ ○ 眼科
陰山　俊之
陰山　美樹

125
医療法人はらだクリニッ
ク

039-0802 青森県三戸郡南部町大字苫米地字白山堂13-2 0178-60-1661 https://harada-clinic-nanbu.com/ ○ ○ 内科 原田　英也

126 いやしのもりクリニック 031-0004
青森県八戸市南類家2-16-15
アーバンパレスD

0178-32-0705 ○ ○ 内科 上田　亮
八戸市立市民病院（八戸市田向三丁目1-1）
八戸赤十字病院（八戸市大字田面木字中明戸2）
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127
かさい糖尿病内科クリ
ニック

031-0011 青森県八戸市田向5丁目21-25 0178-51-6336 ○ 糖尿病内科 葛西　伸彦
八戸市立市民病院（八戸市田向三丁目1-1）
八戸赤十字病院（八戸市大字田面木字中明戸2）
青森労災病院（八戸市大字白銀町南が丘1）

128
おっとも脳神経クリニッ
ク

031-0081 青森県八戸市柏崎4丁目14番48号 0178-41-1115 ○
脳神経外科

内科
乙供　大樹

129 橋本耳鼻科クリニック 031-8823 青森県八戸市湊高台5-20-18 0178-33-8711 ○ 耳鼻科
橋本　敏光
飯田　健二

130 村田内科 031-0816 青森県八戸市新井田西2丁目7-8 0178-25-0888 http://murata-naika@herb.ocn.ne.jp ○ 内科 村田　貞幸

131
医療法人英仁会平賀クリ
ニック

031-0072 青森県八戸市城下4丁目19番33号 0178-38-3755 http://hiragacl.byoinnavi.jp/pc/ ○
内科

循環器内科
平賀　仁

132 八戸新井田クリニック 031-0816 青森県八戸市新井田西2丁目1-25 0178-25-7070 ○
泌尿器科
皮膚科
内科

池田　成徳
八戸市立市民病院（八戸市田向三丁目1-1）
青森労災病院（八戸市大字白銀町南が丘1）

133
医療法人浅水眼科馬場町
眼科クリニック

031-0074 青森県八戸市馬場町2 0178-22-3462
http://www.myclinic.ne.jp/babachog
anka/

○ 眼科
髙橋奈美子
遠藤朋子
原田幸子

134 八戸生協診療所 031-0004 青森県八戸市南類家1丁目17-2 0178-44-0278 https://www.hachinohe-iryou.jp/ 〇 内科 原　徹

135 ABEビルクリニック 031-0052 青森県八戸市大字本徒士町10-2 0178-22-7927 ○ 内科 阿部一郎

136
伴内科心臓血管クリニッ
ク

031-0073 青森県八戸市売市一丁目４－５ 0178-22-9016 http://ban21.byoinnavi.jp/pc/ 〇 内科・循環器科 伴　哲雄 八戸赤十字病院(青森県八戸市田面木字中明戸２)

137 八戸マナクリニック 031-0031 青森県八戸市番町9-5　協栄八戸番町ビル2階 0178-20-7565
http://hachinohe-manna-
clinic.com/

○
精神科

心療内科
岡田　元

138
医療法人真秀会薄場皮膚
科医院

031-0081 青森県八戸市柏崎2丁目6-3 0178-22-5393 ○ 皮膚科 杉山　泰子

139 うしお内科クリニック 039-1111 青森県八戸市東白山台2-34-16 0178-70-1191 ○
内科

消化器科
牛尾　晶

140 田子診療所 039-0201 青森県三戸郡田子町大字田子字前田2-17 0179-32-3171
http://www.town.takko.lg.jp/sections
/index.cfm?footer=4

○ ○ 内科
田中　裕之
奥山　佐治
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141
健呼吸器内科アレルギー
科クリニック

031-0011 青森県八戸市田向4丁目13-9 0178-51-8520 ○
呼吸器内科

アレルギー科
鹿内　俊樹

142
とみもと小児科クリニッ
ク

031-0823 青森県八戸市湊高台6-6-20 0178-32-5525 https://tomimoto.jp/ ○ ○ 小児科 冨本　和彦

143
きよかわ内科胃・大腸ク
リニック

031-0081 青森県八戸市柏崎4-15-41 0178-44-0555 ○
内科

胃腸科
清川　哲丸

144
はるみ眼科循環器内科ク
リニック

039-1102 青森県八戸市一番町2丁目3-6 0178-70-1863 https://www.harumi-c.com/ ○
内科
眼科

向井田　春海
向井田　泰子

145
八戸市国民健康保険
南郷診療所

031-0202 青森県八戸市南郷大字島守字梨子ノ久保２５－３ 0178-82-2211
https://www.city.hachinohe.aomori.j
p/shisetsuannai/kenko_fukushi/8787
.html

○ 内科 中里　和彦
八戸市立市民病院（青森県八戸市田向三丁目1番1号）
八戸赤十字病院（青森県八戸市大字田面木字中明戸2番
地）

146 きどクリニック 031-0011 青森県八戸市田向5丁目22-1 0178-80-7211 ○ ○
泌尿器科

内科
透析

城戸　啓治
八戸赤十字病院（八戸市大字田面木字中明戸2）
青森労災病院（八戸市大字白銀町南が丘1）

147 田名部整形外科 039-1165 青森県八戸市石堂1-5-25 0178-29-1000
http://www.tanabuseikei.com/haik/i
ndex.php

○

整形外科
リウマチ科

リハビリテー
ション科

田名部　誠悦 八戸市立市民病院（青森県八戸市田向三丁目1番1号）

148 吹上眼科 031-0003 青森県八戸市吹上2丁目10-5 0178-72-3372 ○ 眼科 久保　勝文 八戸市立市民病院（青森県八戸市田向三丁目1番1号）

149
つがる西北五広域連合
つがる総合病院

037-0074 青森県五所川原市字岩木町12番地3 0173-35-3111
http://www.tsgren.jp/tsugaru-
general-hospital/

○ 検討中

150 （医）慈仁会　尾野病院 037-0202 青森県五所川原市金木町朝日山453 0173-53-2071 http://ono-hospital.com/index.html ○
内科

整形外科
菅原和夫
他５名

つがる総合病院（青森県五所川原市岩木町12-3）

151 医療法人誠仁会尾野病院 038-3194 青森県つがる市木造若竹5番地 0173-42-2133
http://www.aomori-
seijinkai.or.jp/onohp.html

○ 内科
一戸淳
他担当医

152 医療法人白生会胃腸病院 037-0066 青森県五所川原市字中平井町142-1 0173-34-6111 http://www.hakuseikai.com/ ○ ○

内科
消化器内科

外科
整形外科

田村英嗣
百田行雄
高橋　秀

斎藤　信哉

つがる総合病院（青森県五所川原市岩木町12-3）

153 みやしげ内科クリニック 038-3141 青森県つがる市木造浮巣45-1 0173-49-1123 ○ ○
内科

小児科
宮重　希典

154 こどもクリニックおとも 037-0033 青森県五所川原市鎌谷町163-1 0173-39-2151 http://www.otomo-clinic.net 〇 〇
小児科

アレルギー科
小友　勇人 つがる総合病院（青森県五所川原市岩木町12-3）
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155
津軽保健生活協同組合健
生五所川原診療所

037-0016 青森県五所川原市字一ッ谷508-7 0173-35-2542 ○ 内科 津川　信彦
つがる総合病院（五所川原市岩木町12-3）
健生病院（弘前市扇町2-2-2）

156 ひぐちクリニック 033-0031 青森県三沢市桜町3丁目10-14 0176-50-1441 ○ ○
内科

小児科
樋口　茂樹 三沢市立三沢病院（三沢市大字堀口164-65）

157 まつぞのクリニック 033-0037 青森県三沢市松園町3-9-4 0176-52-5050 ○
内科
外科

近藤　真人

158 育成会内科小児科 034-0083 青森県十和田市西三番町1-28 0176-23-3821 ○
内科

小児科
羽吉育子

他担当医師2名

159 公立七戸病院 039-2595 青森県上北郡七戸町字影津内98-1 0176-62-2105 ○
内科
外科

整形外科

小野　正人
他担当医師7名

160 十和田済誠会病院 034-0089 青森県十和田市西二十三番町1-1 0176-23-6251 https://towada-saiseikai-hp.jp/ ○
精神科

心療内科
内科

江渡　篤子
高田　隼人
河村　哲

十和田市立中央病院（十和田市西十二番町14-8）

161
一般財団法人仁和会三沢
中央病院

033-0001 青森県三沢市中央町三丁目11番3号 0176-57-1111 http://misawach-kojika.com 〇
内科
外科

整形外科

小鹿雅博
佐藤寿穂
石田馨
屋成信吾

162 十和田北クリニック 034-0003 青森県十和田市元町東五丁目８番５４号 0176-21-3741
http://www.m-c-
seishokai.jp/index_to.html

○
泌尿器科

内科
外科

鵜浦　有弘
中林　敬

163 菜の花クリニック 039-4145 青森県上北郡横浜町字寺下81-2 0175-76-1787 ○ ○ 内科
本多　廣行
石木　基夫

公立野辺地病院（野辺地町字鳴沢9-12）
むつ総合病院（むつ市小川町1-2-8）

164 のへじクリニック 039-3152 青森県上北郡野辺地町字下小中野18-8 0175-64-7333
○

（対応予定）
○

内科
泌尿器科

各科担当医師 十和田市立中央病院（十和田市西十二番町14-8）

165 さいクリニック 039-4711 青森県下北郡佐井村大字佐井字大佐井川目38-1 0175-33-2424 ○ 整形外科 大竹　進 大間病院（大間町大字大間字大間平20番地78）

166 むつ総合病院 035-8601 青森県むつ市小川町1丁目2番8号 0175-22-2111 http://www.hospital-mutsu.or.jp/ ○ 各診療科
橋爪　正

他担当医師

167 国民健康保険大間病院 039-4601 青森県下北郡大間町大字大間字大間平20-78 0175-37-2105 http://www.shimokita-mc.jp/oma/ ○ 内科
平野　貴大

他５担当医師

168
ちば小児科アレルギー科
クリニック

035-0066 青森県むつ市緑ヶ丘6-16 0175-33-8001 http://www.chibaclinic.jp/ ○
小児科

アレルギー科
千葉　喜代志 むつ総合病院（むつ市小川町1丁目2-8）
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169 東通村診療所 039-4222 青森県下北郡東通村大字砂子又字里17番地2 0175-28-5111 https://higashidori.jadecom.or.jp/
○

今後対応検討）
○ 内科

川原田　恒
他担当医師2名
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