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テキストボックス
資料３



青森区域
実施医療機関名 住所 電話番号
あ 青い海公園クリニック 安方一丁目 017-721-1111

青い森病院 大谷字山ノ内 017-729-3330
青森クリニック 篠田一丁目 017-783-2222
青森敬仁会病院 久栗坂字山辺 017-737-5566
青森厚生病院 新城字山田 017-788-3121
青森慈恵会病院 安田字近野 017-782-1201
あおもり腎透析・泌尿器科クリニック 西大野一丁目 017-752-6353
青森新都市病院 石江三丁目 017-757-8750
あきやま胃腸科内科クリニック 松森二丁目 017-743-1199
あおもりベイクリニック 長島一丁目 017-718-3622
朝倉医院 中央一丁目 017-722-1482
アラヤ医院 浪館前田四丁目 017-781-7300
石木医院 浅虫字蛍谷 017-752-3015
石木クリニック 港町三丁目 017-718-0390
いしだ医院 花園二丁目 017-744-3300
AMC クリニック 新町二丁目 017-722-9111
えびな脳神経クリニック 緑二丁目 017-735-3000
鷹揚郷 腎研究所 青森病院 石江字岡部 017-781-9331
おきだてハートクリニック 沖館三丁目 017-761-1132
おきつ内科 古川二丁目 017-757-8787
内科おひさまクリニック 橋本一丁目 017-723-0020

か かきざき糖尿病内科クリニック 篠田二丁目 017-757-9080
桂木クリニック 桂木四丁目 017-773-6663
加藤内科循環器科 金沢四丁目 017-735-7555
川口内科 東大野一丁目 017-762-5252
菊田クリニック 新町二丁目 017-721-3313
菊池内科クリニック 古川一丁目 017-773-5780
岸谷整形外科クリニック 金沢一丁目 017-723-6881
北川ひ尿器科クリニック 花園二丁目 017-765-3355
北畠外科胃腸科医院 堤町二丁目 017-734-7500
木村健一糖尿病・内分泌クリニック 茶屋町 017-765-3100
木村隆内科呼吸器科医院 久須志四丁目 017-761-1700
木村文祥内科クリニック 三内字沢部 017-782-6812
協立クリニック 東大野二丁目 017-762-5511
工藤内科クリニック 石江字江渡 017-766-9107
クリニックこころの森 東大野一丁目 017-729-1556
剛整形外科クリニック 花園二丁目 017-741-6100
高内科小児科医院 蛍沢三丁目 017-741-8181
こしなみ小児科内科クリニック 橋本三丁目 017-773-6677
こたにこどもクリニック 浜館三丁目 017-765-1188
駒井胃腸科内科 浜館四丁目 017-765-1500
近藤内科胃腸科 筒井三丁目 017-728-2022

さ さいとう小児科 八重田二丁目 017-736-4640
斉藤内科県庁前クリニック 長島二丁目 017-731-3110
斉藤内科小児科医院 青柳二丁目 017-777-3818
佐々木胃腸科内科 岡造道二丁目 017-741-1155
ささき耳鼻咽喉科クリニック 浪館字泉川 017-739-6687
佐藤クリニック内科循環器科 青柳二丁目 017-722-4802
佐藤整形外科・リウマチ科 クリニック 奥野一丁目 017-721-3755
佐藤内科クリニック はまなす一丁目 017-726-7800
三戸内科胃腸科 浪館前田四丁目 017-781-6011
嶋中内科循環器科 青柳二丁目 017-775-2111
白取医院 高田字川瀬 017-739-2342
じん耳鼻咽喉科医院 里見二丁目 017-782-8733
新城胃腸科内科 新城字平岡 017-788-8551
しんまちクリニック 新町二丁目 017-735-3111
菅原泌尿器科 松原三丁目 017-777-5000
諏訪沢クリニック 諏訪沢字丸山 017-726-3857
生協さくら病院 問屋町一丁目 017-738-2101
関谷外科クリニック 横内字亀井 017-752-7570
象こどもクリニック 沖館一丁目 017-761-5855

青森区域
実施医療機関名 住所 電話番号
た 髙屋医院 長島三丁目 017-776-2881

武山循環器科内科 勝田二丁目 017-734-0111
たざわ生活習慣病クリニック 中佃二丁目 017-752-8386
田中産婦人科クリニック 花園一丁目 017-744-4103
田辺和彦胃腸科内科医院 勝田一丁目 017-735-1188
たにた耳鼻咽喉科クリニック 古川一丁目 017-774-8733
田村医院 古川一丁目 017-722-3333
堤橋ふれあいクリニック 堤町二丁目 017-718-5527
とよあきクリニック 浜田二丁目 017-762-3100

な 長島皮フ科クリニック 金沢四丁目 017-776-1112
中野脳神経外科・総合内科クリニック 石江四丁目 017-788-7200
なかむら脳外科・頭痛クリニック 浪打二丁目 017-744-1165
中村豊医院 西滝一丁目 017-782-6633
浪打病院 合浦二丁目 017-741-4341
成田あつしクリニック 浪館前田三丁目 017-761-7215
成田祥耕クリニック 中佃一丁目 017-743-6511
虹ヶ丘内科クリニック 虹ケ丘一丁目 017-765-1177

は ひでかず胃腸科内科 大野字前田 017-762-1600
平井内科医院 松原三丁目 017-774-3355
ファミリークリニック 幸畑字松元 017-728-7000
福井ひ尿器科クリニック 篠田一丁目 017-766-7100
福士胃腸科循環器科医院 千富町一丁目 017-776-4558
福士内科胃腸科医院 緑一丁目 017-777-8363
福士泌尿器科医院 金沢三丁目 017-739-3633
福盛内科胃腸科 長島二丁目 017-775-2767
藤本クリニック 大野字片岡 017-729-1111
降矢内科医院 花園一丁目 017-742-1836

ま まちだ内科クリニック 羽白字沢田 017-788-6688
まつもと内科・外科クリニック 沖館五丁目 017-783-3030
三上医院 幸畑一丁目 017-728-6666
三上心療内科・内科医院 平新田字池上 017-737-0120
三上雅人クリニック 千刈二丁目 017-761-6655
三川内科医院 八重田二丁目 017-736-8191
ミッドライフクリニック AMC 新町一丁目 017-721-5111
南内科循環器科医院 岡造道一丁目 017-741-1616
村上新町病院 新町二丁目 017-723-1111
村上内科胃腸科医院 栄町二丁目 017-741-1215
村上病院 浜田三丁目 017-729-8888
村林内科クリニック 沖館四丁目 017-782-0505
森総合クリニック松原 奥野二丁目 017-776-6299
盛ハート・クリニック 奥野一丁目 017-777-1810
森山内科クリニック 筒井字八ツ橋 017-728-1550

や 八重田医院 はまなす二丁目 017-726-1188
安方クリニック 安方一丁目 017-732-3955
やましき内科クリニック 浪打二丁目 017-718-3600
ヤマモト皮膚科 橋本二丁目 017-776-5501
ゆきた内科クリニック 松原一丁目 017-775-6650
よこの循環器呼吸器内科医院 石江字江渡 017-761-1188
好醫院 浜田玉川 017-762-5573

ら レディスクリニックセントセシリア 筒井八ッ橋 017-738-0321
わ 和田クリニック内科・胃腸科 橋本二丁目 017-775-1300

わたなべ内科クリニック 奥野三丁目 017-764-0833
浪岡区域　

青森市立浪岡病院 浪岡字平野 0172-62-3111
国立病院機構青森病院 女鹿沢字平野 0172-62-4055
田原小児科医院 浪岡字細田 0172-62-4137
津軽医院 浪岡字浅井 0172-62-3101
なみおか腎・泌尿器科クリニック 浪岡字稲村 0172-62-0205

新型コロナウイルスワクチン接種実施医療機関　令和３年４月 16 日現在

※変更となる場合がありますので、ご了承ください。


