青森県
（平成29年度）実施機関一覧表
実施機関名

所在地

電話番号

おのえ診療所

青森県平川市中佐渡南田15-10

0172-43-5885

つがる西北五広域連合つがる市民診療所

青森県つがる市木造千年4

0173-42-3111

青森市立浪岡病院

青森県青森市浪岡浪岡平野180

0172-62-3111

五戸町健診センター

青森県三戸郡五戸町沢向18-2

0178-62-5510

黒石市国民健康保険黒石病院

青森県黒石市北美町1-70

0172-52-2121

中部上北広域事業組合公立七戸病院

青森県上北郡七戸町影津内98-1

0176-62-2105

公益財団法人青森県総合健診センター

青森県青森市佃2-19-12

017-741-2336

青森県総合健診センター附属あおもり健康管理センター

青森県青森市松原3-9-39

017-773-6011

つがる西北五広域連合鶴田診療所

青森県北津軽郡鶴田町鶴田鷹ノ尾34

0173-22-2261

一般社団法人慈恵会疾病予防施設 慈恵クリニック

青森県青森市安田近野160-3

017-782-8711

三沢市立三沢病院

青森県三沢市大字三沢字堀口164-65

0176-53-2161

青森クリニック

青森県青森市篠田1-9-11

017-783-2222

青森保健生活協同組合あおもり協立病院

青森県青森市東大野2-1-10

017-762-5500

生協さくら病院

青森県青森市問屋町1-15-10

017-738-2101

安方クリニック

青森県青森市安方1-11-6

017-732-3955

あきやま胃腸科内科クリニック

青森県青森市松森2-10-21

017-743-1199

アラヤ医院

青森県青森市浪館前田4-7-1

017-781-7300

石田クリニック

青森県青森市緑3-3-16

017-731-1331

いしだ医院

青森県青森市花園2-43-26

017-744-3300

石木医院

青森県青森市浅虫蛍谷65-37

017-752-3015

佐々木胃腸科内科

青森県青森市岡造道2-2-25

017-741-1155

三戸内科胃腸科

青森県青森市浪館前田4-10-1

017-781-6011

ＡＭＣクリニック

青森県青森市新町2-2-22

017-722-9111

青い海公園クリニック

青森県青森市安方1-103-2

017-721-1111

ミッドライフクリニックＡＭＣ

青森県青森市新町1-2-5

017-721-5111

村上新町病院

青森県青森市新町2-1-13

017-723-1111

三川内科医院

青森県青森市八重田2-1-6

017-736-8191

浪打病院

青森県青森市合浦2-11-24

017-741-4341

内科おひさまクリニック

青森県青森市橋本1-9-26

017-723-0020

白取医院

青森県青森市高田川瀬294-9

017-739-2342

脳神経外科内科 藤本クリニック

青森県青森市大野片岡34-3

017-729-1111

北畠外科胃腸科医院

青森県青森市堤町2-13-6

017-734-7500

盛ハート・クリニック

青森県青森市奥野1-1-9

017-777-7060

梅原内科胃腸科医院

青森県青森市富田1-10-10

017-766-5520

大高内科医院

青森県青森市中央1-31-14

017-734-3477

大竹整形外科

青森県青森市浪岡福田2-13-8

0172-62-3300

おさないクリニック

青森県青森市平新田森越23-6 東メディカルタウン内

017-737-0202

かきざき胃腸科内科クリニック

青森県青森市三内沢部145-5

017-782-2882

片桐内科医院

青森県青森市浪打1-12-18

017-741-2521

加藤内科循環器科

青森県青森市金沢4-4-10

017-735-7555

川口内科

青森県青森市東大野1-8-4

017-762-5252

菊田クリニック

青森県青森市新町2-8-28

017-721-3313

菊池内科クリニック

青森県青森市古川1-9-4

017-773-5780

木村隆内科呼吸器科医院

青森県青森市久須志4-3-28

017-761-1700

木村内科医院

青森県青森市佃3-5-35

017-743-5081

木村内科クリニック

青森県青森市浜田豊田386

017-774-1811

木村文祥内科クリニック

青森県青森市三内沢部439-5

017-782-6812

工藤内科医院

青森県青森市北金沢2-12-7

017-777-2200
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実施機関名

所在地

電話番号

工藤内科クリニック

青森県青森市石江江渡52-176

017-766-9107

くぼぞのクリニック

青森県青森市堤町1-10-11 つつみクリニックビル２階

017-777-7788

高内科小児科医院

青森県青森市蛍沢3-12-15

017-741-8181

駒井胃腸科内科

青森県青森市浜館4-14-4

017-765-1500

近藤内科胃腸科

青森県青森市筒井3-14-32

017-728-2022

剛整形外科クリニック

青森県青森市花園2-22-3

017-741-6100

斉藤内科県庁前クリニック

青森県青森市長島2-3-4

017-731-3110

斉藤内科小児科医院

青森県青森市青柳2-6-17

017-777-3818

桜庭内科診療所

青森県青森市堤町2-10-15

017-734-1001

佐藤整形外科・リウマチ科クリニック

青森県青森市奥野1-5-8

017-721-3755

佐藤内科クリニック

青森県青森市はまなす1-17-21

017-726-7800

佐藤病院

青森県青森市青柳2-1-12

017-722-4802

下山泌尿器科医院

青森県青森市造道3-2-28

017-743-5210

新城胃腸科内科

青森県青森市新城平岡175-23

017-788-8551

神外科胃腸科医院

青森県青森市本町3-2-19

017-775-1021

諏訪沢クリニック

青森県青森市諏訪沢丸山66-1

017-726-3857

関谷外科クリニック

青森県青森市橋本2-19-13

017-734-5508

高屋医院

青森県青森市長島3-5-8

017-776-2881

武山循環器科内科

青森県青森市勝田2-9-13

017-734-0111

田代内科医院

青森県青森市篠田2-18-7

017-781-7044

田中産婦人科クリニック

青森県青森市花園1-7-13

017-744-4103

田辺和彦胃腸科内科医院

青森県青森市勝田1-15-10

017-735-1188

田村医院

青森県青森市古川1-18-14

017-722-3333

中部クリニック

青森県青森市中央3-10-2

017-777-6206

寺沢外科医院

青森県青森市浪館前田4-1-7

017-781-0360

とよあきクリニック

青森県青森市浜田2-15-5

017-762-3100

木村健一糖尿病・内分泌クリニック

青森県青森市茶屋町13-9

017-765-3100

中道医院

青森県青森市油川波岸9-1

017-787-2211

なかたファミリークリニック

青森県青森市浪館前田2-4-17

017-752-6262

中村豊医院

青森県青森市西滝1-16-31

017-782-6633

成田祥耕クリニック

青森県青森市中佃1-1-30

017-743-6511

虹ヶ丘内科クリニック

青森県青森市虹ヶ丘1-3-13

017-765-1177

ひでかず胃腸科内科

青森県青森市大野前田75-89

017-762-1600

平井内科医院

青森県青森市松原3-2-5

017-774-3355

ファミリークリニック

青森県青森市幸畑松元20-5

017-728-7000

福士胃腸科循環器科医院

青森県青森市千富町1-4-16

017-776-4558

福士内科胃腸科医院

青森県青森市緑1-19-5

017-777-8363

福士レディスクリニック

青森県青森市小柳3-1-1

017-765-1103

福盛内科胃腸科

青森県青森市長島2-1-14

017-775-2767

降矢内科医院

青森県青森市花園1-19-1

017-742-1836

まちだ内科クリニック

青森県青森市羽白沢田39-4

017-788-6688

まつもと内科外科クリニック

青森県青森市沖館5-5-26

017-783-3030

三上心療内科・内科医院

青森県青森市平新田池上36-2

017-737-0120

三上医院

青森県青森市幸畑1-36-29

017-728-6666

三上雅人クリニック

青森県青森市千刈2-7-18

017-761-6655

南内科循環器科医院

青森県青森市岡造道1-17-8

017-741-1616

村上内科胃腸科医院

青森県青森市栄町2-2-1

017-741-1215

村上病院

青森県青森市浜田3-3-14

017-729-8888

村林内科クリニック

青森県青森市沖館4-8-17

017-782-0505

森総合クリニック松原

青森県青森市奥野2-20-2

017-776-6299

もりたクリニック

青森県青森市浜田豊田367

017-735-1111
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実施機関名

所在地

電話番号

森山内科クリニック

青森県青森市筒井八ツ橋1382-12

017-728-1550

ゆきた内科クリニック

青森県青森市松原1-5-14

017-775-6650

よこの循環器呼吸器内科医院

青森県青森市石江江渡97-12

017-761-1188

医療法人エヴリワンりょう内科クリニック

青森県青森市富田3-16-4

017-761-2326

わたなべ内科クリニック

青森県青森市奥野3-12-17

017-764-0833

和田クリニック内科・胃腸科

青森県青森市橋本2-14-6

017-775-1300

嶋中内科循環器科

青森県青森市青柳2-9-38

017-775-2111

医療法人三良会しんまちクリニック

青森県青森市新町2-1-14

017-735-3111

津軽保健生活協同組合 津軽医院

青森県青森市浪岡大字浪岡浅井205

0172-62-3101

桂木クリニック

青森県青森市桂木4-6-37

017-773-6663

やましき内科クリニック

青森県青森市浪打2-3-1

017-718-3600

クリニックこころの森

青森県青森市東大野1-21-10

017-729-1556

医療法人 健章会あおもりベイクリニック

青森県青森市長島1-6-6 クロスタワーＡ・ＢＡＹ３階

017-718-3622

あおもり腎透析・泌尿器科クリニック

青森県青森市西大野1-15-7

017-752-6353

朝倉医院

青森県青森市中央1-23-17

017-722-1482

たく内科クリニック

青森県青森市大野字山下171-7

017-752-1192

えびな脳神経クリニック

青森県青森市緑2-1-3

017-735-3000

おきだてハートクリニック

青森県青森市沖館3-1-18 ベイコートおきだて１Ｆ

017-761-1132

医療法人 成田あつしクリニック

青森県青森市浪館前田3-22-8

017-761-7215

中野脳神経外科クリニック

青森県青森市大字石江字高間105-3

017-788-7200

おきつ内科

青森県青森市古川2-8-16

017-757-8787

たざわ生活習慣病クリニック

青森県青森市中佃2-18-26

017-752-8386

医療法人 さわだクリニック

青森県青森市石江岡部76-26

017-761-5577

相原内科小児科医院

青森県弘前市青山3-8-2

0172-33-0055

青山胃腸科内科クリニック

青森県弘前市川先2-3-7

0172-27-2323

アップルロードクリニック

青森県弘前市清水森沢田21-1

0172-89-1239

ＥＳＴクリニック

青森県弘前市福村新館添20-1

0172-29-5500

石井外科医院

青森県弘前市一町田早稲田771-1

0172-82-2727

石沢内科胃腸科

青森県弘前市新町151

0172-34-3252

石戸谷皮膚科泌尿器科医院

青森県弘前市北川端町1

0172-32-9028

いちろうクリニック

青森県弘前市早稲田4-1-5

0172-26-1692

五日市内科医院

青森県弘前市植田町8

0172-35-4666

いとう胃腸科内科クリニック

青森県弘前市早稲田2-8-7

0172-29-3113

伊東内科・小児科クリニック

青森県弘前市元長町16

0172-32-0630

今村クリニック

青森県弘前市松原西2-1-1

0172-88-3090

いわね内科胃腸科医院

青森県弘前市浜の町西2-1-5

0172-38-0057

梅村医院

青森県弘前市石渡1-1-6

0172-32-3593

大津医院

青森県弘前市山王町2-5

0172-35-9662

おおはしクリニック

青森県弘前市青山2-1-3

0172-37-5225

大開ファミリークリニック

青森県弘前市大開1-3-3

0172-88-2120

大町内科クリニック

青森県弘前市大町1-14-3

0172-31-3511

小笠原クリニック

青森県弘前市門外4-4-39

0172-29-2381

奥口医院

青森県弘前市亀甲町63

0172-35-5390

かきざき小児科アレルギー科クリニック

青森県弘前市神田2-6-7

0172-31-2233

角田外科クリニック

青森県弘前市城東4-4-18

0172-27-2561

金子内科クリニック

青森県弘前市徳田町10-4

0172-37-1102

桔梗野こども・おとなクリニック

青森県弘前市桔梗野2-13-5

0172-38-3080

菊池医院

青森県弘前市富田町8-1

0172-39-1234

木村脳神経クリニック

青森県弘前市代官町96-1

0172-31-3117

工藤医院

青森県弘前市石川石川97

0172-92-3316

倉田医院

青森県弘前市元寺町18

0172-37-3411
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黒江内科

青森県弘前市駅前町8-1 大町タウンビル３Ｆ

0172-35-2233

健生病院

青森県弘前市野田2-2-1

0172-32-1171

こいし内科クリニック

青森県弘前市松原東2-5-2

0172-87-7111

弘愛会病院

青森県弘前市宮川3-1-4

0172-33-2871

康安外科内科医院

青森県弘前市栄町1-2-6

0172-33-6262

五所の診療所

青森県弘前市五所野沢39-13

0172-84-2311

小堀クリニック

青森県弘前市中野2-2-2

0172-32-7146

坂本アレルギー・呼吸器科医院

青森県弘前市安原2-13-10

0172-39-6110

さがらクリニック

青森県弘前市桔梗野1-3-3

0172-37-2070

佐藤内科医院

青森県弘前市覚仙町15-1

0172-34-2126

佐藤内科小児科取上医院

青森県弘前市取上2-17-1

0172-33-1191

沢田内科医院

青森県弘前市茂森新町1-6-4

0172-37-7755

サンタハウスクリニック

青森県弘前市大川中桜川19-1

0172-99-1799

下田クリニック

青森県弘前市城東中央4-1-3

0172-27-2002

消化器内科 中畑クリニック

青森県弘前市泉野1-5-3

0172-89-1700

城西しおたに内科小児科

青森県弘前市南城西1-3-15

0172-31-3177

城東クリニック

青森県弘前市城東中央3-4-10

0172-26-2800

しらとりレディスクリニック

青森県弘前市豊原2-1-2

0172-33-2822

すとうクリニック

青森県弘前市悪戸青柳10-4

0172-32-8696

聖康会病院

青森県弘前市和泉2-17-1

0172-27-4121

関医院 中津軽診療所

青森県弘前市賀田1-14-2

0172-82-3006

そうまクリニック

青森県弘前市八幡町2-8-4

0172-32-2222

相馬信内科クリニック

青森県弘前市城南3-13-25

0172-37-3741

副島胃腸科内科

青森県弘前市稔町8-1

0172-38-8080

たかはし内科胃腸科小児科

青森県弘前市取上2-9-1

0172-38-2211

玉田内科医院

青森県弘前市中野2-7-4

0172-33-8311

田村泌尿器科医院

青森県弘前市富田1-7-3

0172-33-7251

千葉胃腸科内科医院

青森県弘前市石渡3-13-2

0172-36-7788

富野町内科医院

青森県弘前市富野町8-3

0172-35-3335

なりた内科クリニック

青森県弘前市安原2-1-13

0172-87-7788

ナルミ医院

青森県弘前市南川端町13

0172-33-1507

鳴海病院

青森県弘前市品川町19

0172-37-2550

西弘前クリニック

青森県弘前市中野1-9-8

0172-32-4121

のだ眼科・血管内科クリニック

青森県弘前市神田3-2-11

0172-33-6611

場崎クリニック

青森県弘前市代官町86-2

0172-38-6600

はせがわ内科クリニック

青森県弘前市賀田1-3-2

0172-82-1182

畑山医院

青森県弘前市石川春仕内97-1

0172-92-2115

八幡町クリニック

青森県弘前市青山4-27-10

0172-31-6188

早川内科肛門科

青森県弘前市安原3-7-5

0172-87-7700

原子整形外科医院

青森県弘前市代官町59

0172-32-0255

弘前愛成会病院

青森県弘前市北園1-6-2

0172-34-7111

弘前温泉養生医院

青森県弘前市真土勝剣林334-1

0172-82-3377

弘前城東医院

青森県弘前市高田1-10-7

0172-27-3321

弘前市立病院

青森県弘前市大町3-8-1

0172-34-3211

弘前中央病院

青森県弘前市吉野町3-1

0172-36-7111

弘前メディカルセンター

青森県弘前市大町2-2-9

0172-35-1511

福士医院

青森県弘前市新里東里見49

0172-27-1525

福士内科医院

青森県弘前市松森町53-1

0172-32-1016

満天クリニック

青森県弘前市笹森町37-27

0172-33-3001

三上内科医院

青森県弘前市北横町57

0172-35-5601

みくにや内科循環器科

青森県弘前市笹森町2

0172-36-3928
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実施機関名

所在地
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むらなか小児科内科

青森県弘前市早稲田2-7-2

0172-29-3232

恵こどもクリニック

青森県弘前市宮川1-2-2

0172-36-4152

守屋内科

青森県弘前市駅前3-2-1 イトーヨーカドー６Ｆ

0172-31-2565

やぎはし腎・泌尿器科医院

青森県弘前市笹森町39-1

0172-38-5533

山形内科クリニック

青森県弘前市松森町124

0172-37-5811

山口医院

青森県弘前市若葉1-6-4

0172-39-2311

やまとクリニック 泌尿器科・内科

青森県弘前市高田4-3-1

0172-88-8720

弘前市医師会健診センター

青森県弘前市野田2-7-1

0172-39-6611

医療法人済生堂 増田病院

青森県五所川原市新町41

0173-34-2727

とやもり内科小児科クリニック

青森県五所川原市金木町沢部468-1 金木タウンセンターノア内

0173-52-3331

医療法人華峰会冨田胃腸科内科医院

青森県五所川原市みどり町4-128

0173-34-3211

つがる西北五広域連合つがる総合病院

青森県五所川原市岩木町12-3

0173-35-3111

駅前クリニック

青森県五所川原市大町1

0173-38-5100

清水クリニック

青森県五所川原市鎌谷町103-1

0173-35-3663

医療法人白生会 胃腸病院

青森県五所川原市中平井町142-1

0173-34-6111

つがる西北五広域連合かなぎ病院

青森県五所川原市金木町菅原13-1

0173-53-3111

津軽保健生活協同組合健生五所川原診療所

青森県五所川原市一ツ谷508-7

0173-35-2542

医療法人俊栄会川崎胃腸科内科医院

青森県五所川原市敷島町56

0173-34-3330

医療法人誠仁会 尾野病院

青森県つがる市木造若竹5

0173-42-2133

ファミリークリニック希望

青森県つがる市富萢町山里1-1

0173-56-2148

渡部胃腸科内科医院

青森県北津軽郡板柳町福野田実田72-13

0172-73-2217

中泊町国民健康保険 小泊診療所

青森県北津軽郡中泊町小泊朝間1-25

0173-64-2117

つがる西北五広域連合鰺ヶ沢病院

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町舞戸町蒲生106-10

0173-72-3111

中泊おの医院

青森県北津軽郡中泊町中里紅葉坂195-1

0173-57-5758

医療法人敬生会越前胃腸科外科医院

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町舞戸町上富田220-1

0173-72-5151

五所川原市国民健康保険 市浦医科診療所

青森県五所川原市相内273

0173-62-2009

医療法人慈仁会 尾野病院

青森県五所川原市金木町朝日山453

0173-53-2071

十和田外科内科

青森県十和田市穂並町1-5

0176-22-5151

えと内科医院

青森県十和田市西３番町1-28

0176-23-2727

森下内科医院

青森県十和田市西二十一番町14-38

0176-22-2331

十和田東病院

青森県十和田市三本木字里の沢1-247

0176-22-5252

十和田第一病院

青森県十和田市東三番町10-70

0176-22-5511

藤井産婦人科医院

青森県十和田市東三番町9-39

0176-22-5588

泉山内科

青森県十和田市相坂小林140-1

0176-25-1881

小嶋外科胃腸科

青森県十和田市西三番町15-41

0176-23-2666

藤原内科

青森県十和田市三本木北平115-8

0176-24-0770

篠田医院

青森県十和田市稲生町21-21

0176-23-2022

田島クリニック

青森県十和田市稲生町23-30

0176-23-5002

十和田産婦人科内科クリニック

青森県十和田市西三番町22-28

0176-23-7777

さとる整形外科クリニック

青森県十和田市東十一番町7-17

0176-21-5885

佐藤内科クリニック

青森県十和田市穂並町10-6

0176-25-2888

とわだ循環器内科

青森県十和田市西十一番町40-31

0176-58-0255

ひぐちクリニック

青森県三沢市桜町3-10-14

0176-50-1441

得居泌尿器科医院

青森県三沢市下久保3-20-2

0176-50-1333

三沢中央病院

青森県三沢市中央町3-11-2

0176-57-1111

あいざわクリニック

青森県三沢市三沢堀口164-298

0176-58-7370

医療法人社団 さくらの木岡三沢診療所

青森県三沢市緑町1-2-5

0176-50-1237

すずき小児科内科クリニック

青森県三沢市下久保2-1-6

0176-52-6555

沼田医院

青森県上北郡六戸町犬落瀬後田17-1

0176-55-3069

六戸町国民健康保険診療所

青森県上北郡六戸町犬落瀬後田42-1

0176-55-3121

工藤医院

青森県上北郡七戸町道の上63-4

0176-68-2666
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石井医院

青森県上北郡七戸町七戸134

0176-62-2752

石田温泉病院

青森県上北郡おいらせ町上前田21-1

0178-52-3611

三上医院

青森県上北郡おいらせ町苗振谷地49-1

0178-52-2535

国民健康保険おいらせ病院

青森県上北郡おいらせ町上明堂1-1

0178-52-3111

下田診療所

青森県上北郡おいらせ町向川原3-55

0178-56-3116

ケイクリニック

青森県上北郡おいらせ町緑ヶ丘1-50-2092

0176-53-6000

戸館内科整形外科医院

青森県上北郡野辺地町野辺地261-1

0175-64-2525

中里医院

青森県上北郡野辺地町上小中野8

0175-64-1388

えびさわクリニック

青森県上北郡野辺地町野辺地69-1

0175-64-4160

川上クリニック

青森県上北郡野辺地町野辺地150-1

0175-64-0111

六ヶ所村地域家庭医療センター

青森県上北郡六ヶ所村尾駮野附986-4

0175-73-7122

六ヶ所村国民健康保険千歳平診療所

青森県上北郡六ヶ所村倉内笹崎398-1

0175-74-2301

前田内科医院

青森県むつ市大畑町庚申堂11-1

0175-34-5272

下北医療センターむつ総合病院

青森県むつ市小川町1-2-8

0175-22-2111

下北医療センターむつリハビリテーション病院

青森県むつ市桜木町13-1

0175-24-1211

みちのくクリニック

青森県むつ市十二林17-1

0175-23-1171

下北医療センター東通村診療所

青森県下北郡東通村砂子又里17-2

0175-28-5111

菜の花クリニック

青森県上北郡横浜町字寺下81番地2

0175-76-1787

萩生内科医院

青森県八戸市売市2-11-12

0178-24-4613

奥寺消化器科外科

青森県八戸市尻内町八百刈10-3

0178-27-0555

おっとも脳神経クリニック

青森県八戸市柏崎4-14-48

0178-41-1115

春日井内科

青森県八戸市小中野4-5-16

0178-43-0418

かねた内科耳鼻科医院

青森県八戸市鍛冶町1-5

0178-43-7770

ちょうじゃの森内科クリニック

青森県八戸市糠塚下道7-32

0178-43-6516

黒田内科胃腸科医院

青森県八戸市柏崎3-7-18

0178-45-7777

下長内科クリニック

青森県八戸市下長3-21-19

0178-28-5040

菅原内科医院

青森県八戸市窪町4

0178-46-3355

鈴木内科医院

青森県八戸市尻内町八百刈26-3

0178-27-2752

総合リハビリ美保野病院

青森県八戸市大久保大山31-2

0178-25-0111

長谷川内科胃腸科医院

青森県八戸市上従士町2-1

0178-22-3215

八戸城北病院

青森県八戸市石堂1-14-14

0178-20-2222

八戸生協診療所

青森県八戸市南類家1-17-2

0178-44-0278

八戸市総合健診センター

青森県八戸市青葉2-17-4

0178-45-9131

八戸西健診プラザ

青森県八戸市長苗代中坪74-1

0178-21-1717

はちのへ西脳神経クリニック

青森県八戸市尻内町鴨ヶ池15-1

0178-20-8122

高橋医院

青森県八戸市番町40

0178-71-3123

小松内科医院

青森県三戸郡階上町道仏天当平1-189

0178-88-5515

三戸中央病院

青森県三戸郡三戸町川守田沖中9-1

0179-20-1131

田島医院

青森県三戸郡三戸町二日町6

0179-22-2228

南部町医療センター

青森県三戸郡南部町下名久井白山87-1

0178-76-2001

南部病院

青森県三戸郡南部町沖田面千刈52-2

0179-34-3131

はらだクリニック

青森県三戸郡南部町苫米地白山堂13-2

0178-60-1661

町立田子診療所

青森県三戸郡田子町田子前田2-17

0178-32-3171

田原小児科医院

青森県青森市浪岡浪岡細田103-1

0172-62-4137

なみおか腎・泌尿器科クリニック

青森県青森市浪岡浪岡稲村162-8

0172-62-0205

せきばクリニック

青森県南津軽郡藤崎町藤崎武元5-5

0172-75-3020

樽沢医院

青森県南津軽郡藤崎町葛野前田61-13

0172-89-7711

ときわ会病院

青森県南津軽郡藤崎町榊亀田2-1

0172-65-3771

常盤診療所

青森県南津軽郡藤崎町常盤富田21-6

0172-65-2210

藤崎町立藤崎診療所

青森県南津軽郡藤崎町西豊田1-2

0172-75-4111

むらさわ内科クリニック

青森県南津軽郡藤崎町藤崎村井40-6

0172-75-6060
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兼平医院

青森県黒石市市ノ町18

0172-52-3305

寿町クリニック

青森県黒石市寿町43-3

0172-53-5420

佐々木内科小児科医院

青森県黒石市山形町73

0172-53-5125

たかはし内科循環器科クリニック

青森県黒石市ぐみの木1-67-1

0172-59-2200

健生黒石診療所

青森県黒石市ちとせ3-6

0172-53-3015

山谷胃腸科内科

青森県黒石市温湯上川原7-10

0172-54-8370

古川泌尿器科

青森県黒石市旭町9-12

0172-53-6565

黒石厚生病院

青森県黒石市黒石建石9-1

0172-52-4121

かきさか医院

青森県黒石市寿町16

0172-53-2255

レディス・みかみクリニック

青森県黒石市前町49

0172-52-8618

ちとせクリニック

青森県黒石市ちとせ1-139

0172-53-7228

津軽三育医院

青森県南津軽郡田舎館村川部上西田130-12

0172-75-3755

おおわに内科クリニック

青森県南津軽郡大鰐町大鰐大鰐105-6

0172-47-7111

小山内医院

青森県南津軽郡大鰐町大鰐大鰐47-1

0172-48-2415

町立大鰐病院

青森県南津軽郡大鰐町蔵館川原田40-4

0172-48-2211

ゆのかわら医院

青森県南津軽郡大鰐町大鰐湯野川原90

0172-47-6611

阿部医院

青森県平川市柏木藤山37-8

0172-44-3155

いとう外科内科クリニック

青森県平川市尾上栄松132-6

0172-57-5850

菊池医院

青森県平川市本町村元71

0172-44-2645

櫛引医院

青森県平川市町井山元95-3

0172-43-1277

斎藤医院

青森県平川市八幡崎本林11

0172-57-3308

須藤病院

青森県平川市柏木町藤山37-5

0172-44-3100

平川市国民健康保険平川診療所

青森県平川市柏木町藤山23-2

0172-44-3101

ふくしまクリニック

青森県平川市小和森種取23-2

0172-43-1215

まもる泌尿器科内科クリニック

青森県平川市大光寺三村井31-1

0172-43-0901

平川市国民健康保険碇ヶ関診療所

青森県平川市碇ヶ関三笠山120-1

0172-45-2780

花田医院

青森県平川市尾上栄松286

0172-57-3528

平内町国民健康保険 平内中央病院

青森県東津軽郡平内町小湊外ノ沢1-1

017-755-2131
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