
実施機関名 所在地 電話番号

秋田緑ケ丘病院 秋田県秋田市飯島字堀川84 018-845-2161

秋田厚生医療センター 秋田県秋田市飯島西袋一丁目１－１ 018-880-3000

つかだ泌尿器科クリニック 秋田県秋田市飯島新町一丁目１－６ 018-880-1820

飯島ファミリークリニック 秋田県秋田市飯島新町二丁目１２－１ 018-880-5500

今村病院 秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼１２４－１ 018-873-3011

吉成医院 秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼２１１－１８ 018-873-2477

石川医院 秋田県秋田市土崎港相染町字大谷地３５ 018-845-0284

五十嵐記念病院 秋田県秋田市土崎港中央一丁目１７－２３ 018-845-0251

向島医院 秋田県秋田市土崎港中央三丁目５－１０ 018-845-0983

土崎病院 秋田県秋田市土崎港中央四丁目４－２６ 018-845-4121

土崎駅前内科 秋田県秋田市土崎港中央六丁目２－２４ 018-857-2111

港町内科皮膚科 秋田県秋田市土崎港中央六丁目１３－２５ 018-845-1482

鹿嶋医院 秋田県秋田市土崎港東四丁目４－７０ 018-880-1221

佐々木内科・循環器科医院 秋田県秋田市土崎港東四丁目５－３８ 018-880-2380

土崎レディースクリニック 秋田県秋田市土崎港南三丁目５－５ 018-880-1565

佐藤内科医院 秋田県秋田市将軍野南一丁目１０－５５ 018-845-2448

高木内科胃腸科医院 秋田県秋田市将軍野南四丁目６－２０ 018-845-1118

村山クリニック 秋田県秋田市将軍野南五丁目１２－１９ 018-845-0295

濱島医院 秋田県秋田市保戸野すわ町１５－２０ 018-823-5252

いなみ小児科ファミリークリニック 秋田県秋田市保戸野中町１－４５ 018-865-3097

石田内科医院 秋田県秋田市保戸野中町６－４８ 018-862-3191

岩渕内科胃腸科クリニック 秋田県秋田市保戸野中町７－１６ 018-896-7270

しかま医院 秋田県秋田市保戸野原の町８－３８ 018-823-1114

立木医院 秋田県秋田市保戸野鉄砲町１１－２８ 018-866-7722

片岡内科医院 秋田県秋田市泉南三丁目１７－１７ 018-824-3161

すずきクリニック 秋田県秋田市泉北三丁目１７－１０ 018-838-6500

七海医院 秋田県秋田市泉南二丁目９－２０ 018-824-0425

新田医院 秋田県秋田市泉一の坪２６－２３ 018-868-2900

ひもり内科・消化器科クリニック 秋田県秋田市外旭川八幡田一丁目１１－４０ 018-869-7501

木曽医院 秋田県秋田市外旭川八幡田１０－６ 018-868-5115

外旭川サテライトクリニック 秋田県秋田市外旭川字中谷地４６ 018-869-7200

いしやま内科腎クリニック 秋田県秋田市外旭川字中谷地６７－１ 018-869-7807

ほいずみ内科クリニック 秋田県秋田市寺内堂の沢一丁目４－２１ 018-845-8820

わだクリニック 秋田県秋田市寺内字三千刈８６－３ 018-896-5560

中込内科医院 秋田県秋田市八橋本町三丁目１－５ 018-862-1564

やばせ内科クリニック 秋田県秋田市八橋本町五丁目８－３１ 018-895-7733

小林胃腸科内科 秋田県秋田市八橋田五郎二丁目１１－９ 018-863-1188

澤口医院 秋田県秋田市八橋三和町１４－６ 018-865-3311

山王胃腸科 秋田県秋田市山王二丁目１－４９ 018-862-5211

山王整形外科医院 秋田県秋田市山王中島町１５－１８ 018-864-1100

くらみつ内科クリニック 秋田県秋田市山王五丁目１０－２８ 018-867-7411

吉田胃腸科内科クリニック 秋田県秋田市山王中園町１０－３０ 018-883-0300

山王レディースクリニック 秋田県秋田市山王中園町１０－３５ 018-862-2110

本間医院 秋田県秋田市山王中園町３－１４ 018-862-7070

白根医院 秋田県秋田市旭北栄町５－２９ 018-862-1330

寺田内科医院 秋田県秋田市旭南一丁目１－６ 018-862-4628

銭谷内科胃腸科クリニック 秋田県秋田市川尻上野町１－６４ 018-838-7700

市立秋田総合病院 秋田県秋田市川元松丘町４－３０ 018-823-4171
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島田クリニック 秋田県秋田市川元山下町７－２１ 018-888-0101

大町内科外科クリニック 秋田県秋田市大町一丁目２－２３ 018-888-3037

武田胃腸クリニック 秋田県秋田市大町一丁目６－１２ 018-863-2711

ささはら内科医院 秋田県秋田市大町三丁目４－４１ 018-862-2575

米山内科医院 秋田県秋田市大町五丁目４－４９ 018-863-3737

鈴木内科医院 秋田県秋田市中通三丁目３－２４ 018-832-2896

小川内科医院 秋田県秋田市中通三丁目３－５５ 018-832-4013

松岡内科クリニック 秋田県秋田市中通一丁目３－４６ 018-884-7511

工藤胃腸内科クリニック 秋田県秋田市中通一丁目３－５　秋田キャッスルホテル２階 018-825-9100

秋田赤十字病院附属あきた健康管理センター 秋田県秋田市中通三丁目４－２３ 018-832-1601

小泉病院 秋田県秋田市中通四丁目１－２８ 018-833-6371

熊谷内科医院 秋田県秋田市中通五丁目５－８ 018-833-0308

高清水医院 秋田県秋田市中通六丁目１５－６ 018-832-7122

高橋正喜クリニック 秋田県秋田市中通六丁目６－１５　パークヒルズ中通１F 018-884-5656

飯川病院 秋田県秋田市中通六丁目１－２１ 018-833-2535

中通総合病院 秋田県秋田市南通みその町３－１５ 018-833-1122

細谷病院 秋田県秋田市南通宮田３－１０ 018-833-3455

福島内科医院 秋田県秋田市南通宮田１５－４６ 018-837-1177

共立クリニック 秋田県秋田市南通亀の町１４－２３ 018-833-6651

桑原内科クリニック 秋田県秋田市楢山登町５－２８ 018-884-7772

あきた内科・呼吸器内科クリニック 秋田県秋田市東通一丁目５－１７ 018-827-3330

越後谷クリニック 秋田県秋田市東通仲町１－２５ 018-835-0158

藤盛レィディーズクリニック 秋田県秋田市東通仲町４－１秋田拠点センター・アルヴェ４階 018-884-3939

たわらや内科 秋田県秋田市東通館の越８－１１ 018-884-7110

秋田泌尿器科クリニック 秋田県秋田市広面字谷地沖６－１ 018-889-3220

アーク循環器クリニック 秋田県秋田市広面字谷地沖２６－１ 018-831-3311

鎌田循環器科内科クリニック 秋田県秋田市広面字蓮沼８７－１ 018-834-2121

広面ファミリークリニック 秋田県秋田市広面字土手下５２－２ 018-831-1388

福田胃腸科クリニック 秋田県秋田市広面字家の下３４－１ 018-832-3535

にいつ内科クリニック 秋田県秋田市広面字樋の沖２０－１ 018-835-1171

ミチヒロ胃腸内科クリニック 秋田県秋田市広面字鍋沼９３－１ 018-893-6655

川原医院 秋田県秋田市手形字山崎１９４－１ 018-833-4868

柳田医院 秋田県秋田市手形田中４－１５ 018-833-7268

かがや内科医院 秋田県秋田市旭川南町１３－１８ 018-834-0145

清和病院 秋田県秋田市柳田字石神５９ 018-832-7667

高橋内科医院 秋田県秋田市桜四丁目１－１ 018-837-1500

はたの循環器クリニック 秋田県秋田市横森三丁目１－９ 018-825-1717

遠山医院 秋田県秋田市横森五丁目２１－１８ 018-833-6000

水沢医院 秋田県秋田市茨島四丁目６－３７ 018-866-5533

鈴木内科胃腸科医院 秋田県秋田市牛島東二丁目２－３７ 018-834-1165

川上医院 秋田県秋田市牛島東七丁目７－１６ 018-884-6767

中込内科循環器科クリニック 秋田県秋田市仁井田二ツ屋一丁目８－５５ 018-884-5551

御野場たなかレディースクリニック 秋田県秋田市仁井田新田二丁目１４－２１ 018-874-8100

おのば腎泌尿器科クリニック 秋田県秋田市仁井田字中新田８０ 018-892-6123

阿部クリニック 秋田県秋田市仁井田本町三丁目２８－１３ 018-892-6711

御所野ひかりクリニック 秋田県秋田市仁井田字横山２６０－１ 018-829-8880

山岸クリニック 秋田県秋田市大住四丁目１２－４７ 018-874-7200

御野場病院 秋田県秋田市御野場二丁目１４－１ 018-839-6140

小松内科クリニック 秋田県秋田市御野場新町二丁目１０－１２ 018-839-9880

御所野内科クリニック 秋田県秋田市御所野元町五丁目３－５ 018-826-1446

秋田赤十字病院 秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢２２２－１ 018-829-5220
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一戸医院 秋田県秋田市新屋大川町９－７ 018-828-2221

森川内科・呼吸器科クリニック 秋田県秋田市新屋表町３－１８ 018-888-8363

富田胃腸科内科医院 秋田県秋田市新屋豊町１０－３ 018-865-6587

木村内科クリニック 秋田県秋田市新屋田尻沢東町１０－５ 018-828-1112

きびら内科クリニック 秋田県秋田市新屋天秤野５－１０ 018-888-0112

おきた町診療所 秋田県秋田市新屋沖田町５－２ 018-828-5522

岩崎医院 秋田県秋田市雄和妙法字上大部９０－１ 018-886-4133

柴田医院 秋田県秋田市河辺北野田高屋字黒沼下堤下２０－１１ 018-882-2131

田近医院 秋田県秋田市河辺北野田高屋字上前田表７６－１ 018-882-3123

あきた駅前内科外科クリニック 秋田県秋田市千秋久保田町３－１５　三宅ビル２Ｆ 018-837-6500

いなば内科胃腸科クリニック 秋田県秋田市外旭川字待合１４－３ 018-868-1781

はしづめクリニック 秋田県秋田市山王新町１９－２７ 018-883-3388

さが医院 秋田県秋田市中通五丁目１－１６ 018-893-3511

かおりレディスクリニック 秋田県秋田市八橋三和町5-2 018-866-8352

医療法人祐愛会　加藤病院 秋田県秋田市河辺戸島字上野4-3 018-882-3701

及川医院 秋田県秋田市飯島新町3丁目1-20 018-845-3579

米山消化器内科クリニック 秋田県秋田市御所野元町一丁目1-1　フレスポ御所野B棟２F 018-853-1531

こしむら糖尿病内科クリニック 秋田県秋田市泉南二丁目1-30 018-853-1061

クリニック八橋和田内科 秋田県秋田市八橋大畑二丁目3-3 018-824-8770

ひかり桜ケアクリニック 秋田県秋田市桜二丁目17-23 018-874-8858

飯島透析クリニック 秋田県秋田市飯島字薬師田360 018-880-5544

あきた腎・膠原病・リウマチクリニック 秋田県秋田市中通二丁目8-1　フォンテ秋田7F 018-834-0151

あきた東内科クリニック 秋田県秋田市広面字近藤堰添50-1 018-838-5300

さくら内科・糖尿病クリニック 秋田県秋田市横森三丁目11-61 018-827-7723

いなば御所野乳腺クリニック 秋田県秋田市御所野下堤二丁目1-9 018-838-1785

いとう内科・胃腸内科クリニック 秋田県秋田市仁井田本町五丁目7-5 018-827-6700

いちかわ内科クリニック 秋田県秋田市大住三丁目3-48 018-853-1888

ふくおか内科クリニック 秋田県秋田市中通二丁目5-1　クロッセ秋田3階 018-838-0870

城東内科　心臓とおなかのクリニック 秋田県秋田市広面字樋ノ沖28-2 018-874-7214

おおくぼ脳神経・頭痛クリニック 秋田県秋田市広面字近藤堰越31-3 018-827-7517

東通レディ-スクリニック 秋田県秋田市広面字野添53 018-853-7338

大里医院 秋田県鹿角市花輪字堰向56番地 0186-22-1251

大湯リハビリ温泉病院 秋田県鹿角市十和田大湯字湯ノ岱１６番地2 0186-37-3511

鹿角中央病院 秋田県鹿角市花輪字六月田97 0186-23-4131

小坂町診療所 秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字栗平25番地1 0186-29-5500

長橋内科胃腸科医院 秋田県鹿角市花輪字八正寺40 0186-23-7612

なかの消化器内科クリニック 秋田県鹿角市花輪字下中島８１番地2 0186-22-7335

福永医院 秋田県鹿角市十和田毛馬内字下寄熊6の9 0186-35-3117

本田内科胃腸科医院 秋田県鹿角市十和田毛馬内字古下51 0186-35-3002

三ヶ田内科循環器科医院 秋田県鹿角市花輪字下花輪133の1 0186-31-1231

淡路医院 秋田県能代市大手町7-4 0185-52-5015

小野医院 秋田県能代市中和2丁目6-56 0185-53-2700

鹿渡内科医院 秋田県山本郡三種町鹿渡字東小瀬川42-8 0185-87-3030

加賀医院 秋田県能代市川反町1-26 0185-54-8080

金田医院 秋田県能代市二ツ井町字比井野94 0185-73-2511

木村医院 秋田県能代市彩霞長根22-9 0185-52-2500

医療法人京回生会　京　内科クリニック 秋田県能代市大町１番８号 0185-52-1315

小泉医院 秋田県能代市富町8番12号 0185-52-2427

医療法人佑佳会　後藤内科医院 秋田県能代市字大瀬壗下6-52 0185-55-0500

さいとう医院 秋田県能代市追分町２番36号 0185-52-5131

佐々木医院 秋田県能代市向能代字上野80 0185-52-3629
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佐藤医院 秋田県山本郡三種町森岳字町尻13 0185-83-2326

医療法人白生会 白坂内科胃腸科医院 秋田県能代市東町14-3 0185-54-6624

瀬川医院 秋田県能代市万町7-23 0185-54-3322

たかはしレディースクリニック 秋田県能代市字鳥小屋59-23 0185-55-0033

関口レディースクリニック 秋田県能代市字下瀬30番地４ 0185-53-5121

富町クリニック 秋田県能代市富町8-17 0185-52-9870

医療法人秋田愛心会ドラゴンクリニック 秋田県山本郡三種町浜田字上浜田１番地 0185-85-4666

永沢医院 秋田県能代市畠町13番17号 0185-52-4274

成田産婦人科医院 秋田県能代市南元町1-17 0185-52-3317

西塚医院 秋田県能代市景林町10-6 0185-54-1670

能代循環器・呼吸器内科 秋田県能代市通町1番23号 0185-52-7890

能代南内科内視鏡クリニック 秋田県能代市字寿域長根55番地の30 0185-54-9011

能代病院 秋田県能代市大手町4番1号 0185-52-6331

能代山本医師会病院 秋田県能代市檜山字新田沢105番地の11 0185-58-3311

平野医院 秋田県能代市日吉町6-31 0185-54-3181

三田医院 秋田県能代市字機織轌の目72-29 0185-58-3858

森岳温泉病院 秋田県山本郡三種町森岳字木戸沢199 0185-83-5111

柳谷内科クリニック 秋田県山本郡三種町浜田字上浜田248-1 0185-85-2117

山須田医院 秋田県能代市花園町10-1 0185-54-3120

医療法人京回生会　わたなべ整形外科 秋田県能代市落合中前田207 0185-52-8881

ミナトクリニック 秋田県能代市追分町2-5 0185-53-2020

八峰町ハタハタの町診療所 秋田県山本郡八峰町八森字中浜196-26 0185-70-4550

わたなべ内科医院 秋田県能代市字藤山112-1 0185-74-7333

八峰町営診療所 秋田県山本郡八峰町峰浜水沢稲荷堂 0185-76-3813

加藤診療所 秋田県男鹿市脇本脇本字下谷地３９－１ 0185-22-2001

あいざわ胃腸科クリニック 秋田県潟上市飯田川飯塚字樋ノ下75-1 018-877-6688

国民健康保険井川町診療所 秋田県南秋田郡井川町北川尻字海老沢樋ノ口106の1 018-874-2215

大潟村診療所 秋田県南秋田郡大潟村字中央1の13 0185-45-2333

男鹿みなと市民病院 秋田県男鹿市船川港船川字海岸通り1の8の6 0185-23-2221

鹿嶋医院 秋田県男鹿市北浦北浦字山王林4の2 0185-33-2035

神田医院 秋田県潟上市飯田川下虻川字屋敷100 018-877-2004

香曽我部医院 秋田県男鹿市払戸字渡部15 0185-46-3313

小玉医院 秋田県潟上市昭和大久保字街道下96の8 018-877-2040

児玉内科医院 秋田県南秋田郡八郎潟町字中田67の14 018-854-4100

佐々木医院 秋田県潟上市昭和大久保字堤の上91 018-877-2355

ささき内科クリニック 秋田県南秋田郡五城目町字鵜ノ木90の1 018-855-1182

佐藤医院 秋田県男鹿市払戸字中樋146の3 0185-46-3013

杉山病院 秋田県潟上市昭和大久保字北野出戸道脇41 018-877-6141

せきクリニック 秋田県潟上市天王字長沼42の５ 018-872-4088

たむら船越クリニック 秋田県男鹿市船越字内子224の9 0185-22-6789

千葉内科医院 秋田県南秋田郡五城目町字石田六ケ村堰添113の4 018-852-2235

出戸診療所 秋田県潟上市天王字北野307の55 018-878-7710

長沼医院 秋田県男鹿市船越字本町13の17 0185-35-3215

ハートインクリニック 秋田県潟上市昭和大久保字町後173の42 018-855-5510

長谷川医院 秋田県男鹿市船川港船川字新浜町26の2 0185-24-5151

藤原記念病院 秋田県潟上市天王字上江川47 018-878-3131

ふるやファミリークリニック 秋田県男鹿市脇本脇本字石館16 0185-22-2220

よしだ内科クリニック 秋田県男鹿市船越字本町12の1 0185-22-6060

脇本クリニック 秋田県男鹿市脇本脇本字上野110の4 0185-25-2212

湖東厚生病院 秋田県南秋田郡八郎潟町川崎字貝保98-1 018-875-2100

斎藤整形外科 秋田県潟上市天王字長沼40の21 018-870-4188
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大館記念病院 秋田県大館市御成町三丁目2-3 0186-42-2305

秋田労災病院 秋田県大館市軽井沢字下岱30 0186-52-3131

石田内科医院 秋田県大館市有浦二丁目4-19 0186-44-6550

石田脳神経外科クリニック 秋田県大館市清水一丁目1-60 0186-44-6600

石塚医院 秋田県大館市字向町23 0186-42-2020

伊藤内科医院 秋田県大館市清水一丁目3-37 0186-42-3455

今井病院 秋田県大館市片山町三丁目12-30 0186-42-5858

うえだクリニック 秋田県北秋田市鷹巣字北中家下81-1 0186-60-1055

遠藤クリニック 秋田県北秋田市鷹巣字帰道15-3 0186-63-0515

大館市立扇田病院 秋田県大館市比内町扇田字本道端7-1 0186-55-1255

北秋田市国民健康保険合川診療所 秋田県北秋田市李岱字下豊田20 0186-78-3161

北秋田市立阿仁診療所 秋田県北秋田市阿仁銀山字下新町128 0186-82-2351

北秋田市立米内沢診療所 秋田県北秋田市米内沢字林ノ腰3 0186-72-4501

久保脳神経外科クリニック 秋田県大館市字中城7-1 0186-59-6655

児玉内科クリニック 秋田県北秋田市鷹巣字東中岱3-1 0186-69-7311

小松クリニック 秋田県大館市清水１丁目3-25 0186-42-6272

小松内科胃腸科医院 秋田県大館市東台二丁目2-68 0186-42-1211

根田内科医院 秋田県大館市根下戸新町1-22 0186-43-1222

近藤医院 秋田県北秋田市脇神字塚ノ岱57 0186-62-1155

さくらば医院 秋田県大館市東台五丁目1-44 0186-49-3968

佐々木内科医院 秋田県大館市字谷地町後５９ 0186-43-2705

鈴木胃腸科 秋田県大館市中道二丁目1-46 0186-43-3091

村立上小阿仁国保診療所 秋田県北秋田郡上小阿仁村小沢田字向川原214 0186-77-2042

武内外科医院 秋田県大館市長倉119 0186-42-2828

たむら内科クリニック 秋田県北秋田市栄字中綱116-1 0186-63-2700

たものき内科クリニック 秋田県大館市常盤木町21-8 0186-59-5055

常盤医院 秋田県大館市常盤木町2-12 0186-42-0624

奈良医院 秋田県北秋田市住吉町7-1 0186-62-1146

丸屋クリニック 秋田県大館市中町30 0186-42-6565

池田医院 秋田県にかほ市象潟町字三丁目塩越９ 0184-43-3106

武道島いとうクリニック 秋田県にかほ市象潟町字家ノ後65-10 0184-43-4171

加藤医院 秋田県にかほ市平沢字上町85-3 0184-35-2543

木村医院 秋田県にかほ市象潟町字狐森１０１ 0184-43-3308

象潟病院 秋田県にかほ市象潟町小滝字麻針堰１６ 0184-44-2341

象潟駅前皮フ科 秋田県にかほ市象潟町家ノ後１３－９ 0184-43-5252

小出診療所 秋田県にかほ市中三地字前田１４－１ 0184-36-2124

きさかたクリニック 秋田県にかほ市象潟町字後田７７－１ 0184-43-5522

さいとうクリニック 秋田県にかほ市象潟町字家の後４７ 0184-43-3105

すずらん診療所 秋田県にかほ市平沢字行ヒ森１０－７ 0184-62-8065

夕日ヶ丘クリニック 秋田県にかほ市金浦字十二林106-1 0184-74-3686

あきた病院 秋田県由利本荘市岩城内道川字井戸ノ沢84-40 0184-73-2002

伊藤医院 秋田県由利本荘市中田代字板井沢114-7 0184-67-2321

いとう内科医院 秋田県由利本荘市大内三川字三川9 0184-62-1050

猪股医院 秋田県由利本荘市給人町６－２ 0184-22-4800

大井医院 秋田県由利本荘市矢島町七日町字栩木田68 0184-56-2871

奥山内科医院 秋田県由利本荘市花畑町２丁目５７の２ 0184-22-5031

加賀医院 秋田県由利本荘市鳥海町伏見字久保１２－９ 0184-57-3456

木村医院 秋田県由利本荘市矢島町七日町字七日町39 0184-56-2005

きくち医院 秋田県由利本荘市西目町沼田字新道下2-71 0184-32-1077

小松医院 秋田県由利本荘市館字石沢館6 0184-29-2013

佐藤医院 秋田県由利本荘市矢島町七日町字曲り渕128-1 0184-56-2065
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さとうハートクリニック 秋田県由利本荘市石脇字田尻野６－５３ 0184-23-8600

佐藤病院 秋田県由利本荘市小人町117番地3 0184-22-6555

しぶやこまちクリニック 秋田県由利本荘市赤沼下434-1 0184-24-0030

中央線診療所 秋田県由利本荘市岩渕下39-2 0184-27-2301

本荘整形外科 秋田県由利本荘市花畑町2-32-1 0184-28-0288

本荘第一病院 秋田県由利本荘市岩渕下110番地 0184-22-0111

由利本荘医師会病院 秋田県由利本荘市水林４５６－４ 0184-22-0054

わかまつ内科クリニック 秋田県由利本荘市東梵天２９７－１ 0184-22-7521

渡邊医院 秋田県由利本荘市前郷字家岸79-20 0184-53-3611

由利本荘市鳥海診療所 秋田県由利本荘市鳥海町伏見字久保８番地２ 0184-57-2003

梵天内科クリニック 秋田県由利本荘市東梵天１７１－１ 0184-28-0015

松ヶ崎診療所 秋田県由利本荘市神沢字浜辺111-1 0184-28-2040

みうらｱﾚﾙｷﾞｰ呼吸器内科ｸﾘﾆｯｸ 秋田県由利本荘市松街道36 0184-74-7355

たにあい糖尿病・在宅クリニック 秋田県由利本荘市川口字高花105-3 0184-27-1313

川上クリニック 秋田県由利本荘市桜小路38-7 0184-74-7867

今村内科循環器科医院 秋田県仙北市角館町田町上丁3 0187-53-2510

大野医院 秋田県仙北市角館町東勝楽丁17 0187-53-2066

おおさわ胃腸科内科クリニック 秋田県仙北市角館町中菅沢92の20 0187-52-1133

大曲リハビリテーションクリニック 秋田県大仙市大曲住吉町1番17号 0187-73-7900

神岡診療所 秋田県大仙市神宮寺字本郷下64の１ 0187-72-3001

かとうファミリークリニック 秋田県仙北市田沢湖生保内字浮世坂74の1 0187-43-2123

下新町クリニック 秋田県仙北市角館町下新町13 0187-54-2055

仙南診療所 秋田県仙北郡美郷町金沢西根字上糠渕31の1 0187-87-8500

千畑クリニック 秋田県仙北郡美郷町土崎字上野乙230の1 0187-85-2001

高橋医院 秋田県仙北市田沢湖生保内字街道の上65 0187-43-1515

市立田沢湖病院 秋田県仙北市田沢湖生保内字浮世坂17の１ 0187-43-1131

野々部外科内科医院 秋田県仙北市角館町田町上丁52の1 0187-54-2337

荒井医院 秋田県大仙市大曲上大町6の22 0187-63-2670

荒川医院 秋田県大仙市角間川町字下中町32 0187-86-5080

池田医院 秋田県大仙市中通町4の20 0187-63-3338

石井内科胃腸科医院 秋田県大仙市長野字新山70の１ 0187-56-7300

伊藤医院 秋田県大仙市南外字落合22 0187-74-2211

社会医療法人　明和会　大曲中通病院 秋田県大仙市大曲上栄町6の4 0187-63-2131

大曲母子医院 秋田県大仙市大曲福住町8の18 0187-63-2288

木村内科医院 秋田県大仙市大曲中通町3の3 0187-63-2070

黒澤医院 秋田県大仙市刈和野字清光院後24の1 0187-75-0368

後藤内科医院 秋田県大仙市高梨字田茂木87 0187-62-1113

佐々木内科医院 秋田県大仙市大曲上栄町1の28 0187-63-1410

佐藤内科クリニック 秋田県大仙市協和峰吉川字半仙114 018-895-2730

佐藤医院 秋田県大仙市刈和野字清光院後42の35 0187-75-1000

佐藤レディースクリニック 秋田県大仙市戸蒔字谷地添106の1 0187-86-0311

下山クリニック 秋田県大仙市大曲福住町2の23 0187-63-5110

生和堂医院 秋田県大仙市刈和野字清光院後15の2 0187-75-0318

たかはし内科循環器科医院 秋田県大仙市大曲福住町9の23 0187-63-5115

高津内科医院 秋田県大仙市大曲須和町2丁目8の36 0187-86-0366

田口医院 秋田県大仙市大曲丸の内10の25 0187-63-1380

豊島医院 秋田県大仙市協和境字野田86 018-892-2211

中島内科医院 秋田県大仙市朝日町17の1 0187-63-2211

滑川医院 秋田県大仙市長野字九日町15の1 0187-56-3121

仲村内科胃腸科医院 秋田県大仙市大曲日の出町1丁目7の15 0187-63-2225

花園病院 秋田県大仙市大曲あけぼの町9の26 0187-63-3100
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藤本医院 秋田県大仙市刈和野字北ノ沢107の2 0187-75-2221

三浦クリニック 秋田県大仙市幸町4の23の2 0187-86-3280

柳田医院 秋田県大仙市横堀字南福嶋95の2 0187-69-2101

山下医院 秋田県大仙市大曲黒瀬町3の45 0187-63-3328

吉方内科医院 秋田県大仙市大曲白金町5の31 0187-86-0800

亀谷医院 秋田県仙北郡美郷町野中字宮崎86-7 0187-84-1288

まっこいしゃ高橋医院 秋田県仙北郡美郷町六郷字馬町64 0187-84-7070

あい内科クリニック日の出 秋田県大仙市大曲日の出町2丁目4の46 0187-88-8503

こにし胃腸内科 秋田県大仙市福田町21の23の13 0187-88-8871

羽後長野駅前内科 秋田県大仙市長野字柳田59 0187-42-8255

ささき脳神経外科・内科クリニック 秋田県大仙市大曲日の出町2丁目7-4 0187-63-1010

あべ内科クリニック 秋田県横手市旭川三丁目3-34 0182-33-1202

いそべレディスクリニック 秋田県横手市条里一丁目1－21 0182-35-5777

井田内科胃腸科医院 秋田県横手市十文字町字海道下121－4 0182-42-0066

石橋小児科医院 秋田県横手市旭川一丁目5の5 0182-32-6800

雄物川クリニック 秋田県横手市雄物川町今宿字棒突44－1 0182-22-5511

市立大森病院 秋田県横手市大森町字菅生田245－205 0182-26-2141

熊谷医院 秋田県横手市寿町2－8 0182-32-2163

こはま泌尿器科クリニック 秋田県横手市杉沢字中杉沢519－1 0182-35-2666

沢口内科医院 秋田県横手市金沢中野字根小屋165－29 0182-56-6060

さわぐちクリニック 秋田県横手市横手町字四ノ口58-1 0182-23-7830

しおたこどもクリニック 秋田県横手市杉沢字中杉沢519－2 0182-35-5005

曽根医院 秋田県横手市大森町袴形字西神成7－2 0182-56-4111

胃腸科内科高橋クリニック 秋田県横手市赤坂字大道添79－3 0182-36-2711

高橋医院 秋田県横手市十文字町仁井田字東55－3 0182-42-0421

高橋耳鼻咽喉科眼科クリニック 秋田県横手市前郷二番町4－25 0182-32-2275

高橋内科医院 秋田県横手市安田字ブンナ沢80－45 0182-32-5662

桃雲堂高橋医院 秋田県横手市増田町増田字本町49－1 0182-45-2363

醍醐クリニック 秋田県横手市醍醐字石成25－1 0182-25-3090

ツインクリニック内科・整形外科 秋田県横手市横手町字大関越166－1 0182-35-2235

西成医院 秋田県横手市平鹿町浅舞字浅舞53 0182‐24‐1023

針生皮膚科内科医院 秋田県横手市平城町7－8 0182-32-9461

福嶋内科医院 秋田県横手市平城町3－34 0182-33-9311

復古堂医院 秋田県横手市朝日ヶ丘三丁目1の45 0182-33-6021

細谷内科医院 秋田県横手市前郷二番町8－18 0182-36-2221

湊クリニック 秋田県横手市条里三丁目1－25 0182-35-1008

市立横手病院 秋田県横手市根岸町5-31 0182-33-9724

和賀胃腸科内科医院 秋田県横手市婦気大堤字谷地添126 0182-33-7533

渡部医院 秋田県横手市十文字町佐賀会字下沖田17－2 0182-42-0286

渡邊医院 秋田県横手市大雄字田根森東94－3 0182-52-3108

渡辺内科循環器科医院 秋田県横手市条里三丁目3-10 0182-35-7020

おぎわら内科診療所 秋田県横手市条里一丁目１５－２ 0182-23-5301

中川医院 秋田県横手市雄物川町今宿字棒突29-3 0182-22-2047

あさのクリニック 秋田県横手市前郷字八ツ口一番 0182-32-7600

小田嶋まさる内科 秋田県横手市橫手町字大関越174 0182-38-8951

伊藤小児科・内科医院 秋田県横手市婦気大堤字谷地添5-1 0182-23-8615

八木橋医院 秋田県横手市前郷一番町11-7 0182-32-0682

横手胃腸科クリニック 秋田県横手市清川町13-31 0182-35-2222

秋山クリニック 秋田県湯沢市表町四丁目11の16 0183-72-1735

石岡胃腸科クリニック 秋田県湯沢市表町四丁目10の26 0183-73-1100

町立羽後病院 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字大戸道44の5 0183-62-1111
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小野崎医院 秋田県湯沢市表町三丁目1の29 0183-73-2540

小川医院 秋田県湯沢市田町二丁目１の９ 0183-73-2300

後藤医院 秋田県湯沢市中野181の１ 0183-56-7300

佐藤外科胃腸科 秋田県湯沢市字沖鶴167の2 0183-73-7100

佐藤病院 秋田県湯沢市字中屋敷75 0183-73-3195

菅医院 秋田県湯沢市小野字東堺77の１ 0183-52-2000

菅クリニック 秋田県湯沢市三梨町字下宿58の1 0183-78-5500

鈴木一郎医院 秋田県湯沢市前森三丁目3の18 0183-72-6868

高橋胃腸科クリニック 秋田県湯沢市千石町二丁目１の７ 0183-79-5355

たかはし内科ひだまりクリニック 秋田県湯沢市字大島89-2 0183-73-6776

まつした医院 秋田県湯沢市北荒町3の1 0183-73-2074

山本内科医院 秋田県湯沢市表町2の3の7 0183-78-0220

湯沢内科循環器科クリニック 秋田県湯沢市字沖鶴215の1 0183-72-1112

渡部外科内科 秋田県湯沢市字内舘町25 0183-73-1130

たけうち内科クリニック 秋田県雄勝郡羽後町字南西馬音内142-3 0183-56-7879

東成瀬村国民健康保険診療所 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字仙人下11-3 0182-47-2308

湯沢市立皆瀬診療所 秋田県湯沢市皆瀬字下菅生10 0183-46-2226

かづの厚生病院 秋田県鹿角市花輪字向畑18 0186-23-2111

北秋田市民病院 秋田県北秋田市下杉字上清水沢16-29 0186-62-7001

能代厚生医療センター 秋田県能代市落合字上前田地内 0185-52-3111

由利組合総合病院 秋田県由利本荘市川口字家後38 0184-27-1200

大曲厚生医療センター 秋田県大仙市大曲通町8-65 0187-63-2111

平鹿総合病院 秋田県横手市前郷字八ツ口3-1 0182-32-5121

雄勝中央病院 秋田県湯沢市山田字勇ヶ岡25 0183-73-5000

公益財団法人
秋田県総合保健事業団 秋田県秋田市千秋久保田町6-6 018-831-2011

県北健診センター 秋田県北秋田市坊沢字横道沢23-2の内 0186-63-1837

県南健診センター 秋田県仙北郡美郷町飯詰字北中島
35-１ 0187-73-6200

井川町 秋田県南秋田郡井川町北川尻字海老沢樋ノ口78-1 018-874-4417

能代市保健センター 秋田県能代市腹鞁ノ沢19-3 0185-58-2838

由利本荘医師会病院 秋田県由利本荘市水林456-4 0184-22-0054

独立行政法人地域医療機能推進機構秋田病院 秋田県能代市緑町5-22 0185-52-3271
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