
医 療 機 関 名 住 所 電話番号

津軽三育医院 田舎館村大字川部字上西田１３０－１２ 75-3755

かきさか医院 黒石市寿町１６ 53-2255

兼平医院 黒石市市ノ町１８ 52-3305

黒石あけぼの病院 黒石市あけぼの町５２ 52-2877

黒石厚生病院 黒石市大字黒石字建石９－１ 52-4121

黒石市国民健康保険黒石病院 黒石市北美町１丁目７０ 52-2121

健生黒石診療所 黒石市ちとせ三丁目６ 53-3015

古川泌尿器科 黒石市旭町９－１２ 53-6565

たかはし内科循環器科クリニック 黒石市ぐみの木一丁目６７－１ 59-2200

ちとせクリニック 黒石市ちとせ一丁目１３９ 53-7228

山谷胃腸科内科 黒石市温湯上川原７－１0 54-8370

レディス・みかみクリニック 黒石市前町４９ 52-8618

せきばクリニック 藤崎町大字藤崎字武元５－５ 75-3020

樽沢医院 藤崎町大字葛野字前田６１－１３ 89-7711

ときわ会病院 藤崎町大字榊字亀田２－１ 65-3771

福井診療所 藤崎町大字藤崎字村元７７－１ 75-4021

藤崎町立藤崎診療所 藤崎町大字西豊田１－２ 75-4111

むらさわ内科クリニック 藤崎町大字藤崎字村井４０－６ 75-6060

相原内科医院 弘前市大字青山３丁目８－２ 33-0055

青山胃腸科内科クリニック 弘前市大字川先２丁目３－７ 27-2323

青山のむら皮膚科 弘前市大字青山１丁目１０－１ 34-8822

あきた耳鼻咽喉科クリニック 弘前市大字南城西２丁目５－１２ 32-2332

あべ耳鼻咽喉科 弘前市大字宮川１丁目２－２２ 26-6116

あらいこどもクリニック/眼科クリニック 弘前市大字城東中央４丁目２－８ 27-2233

ＥＳＴクリニック 弘前市大字福村字新館添２０－１ 29-5500

いくこ耳鼻科クリニック 弘前市大字南瓦ケ町２－６ 33-6373

石沢内科胃腸科 弘前市大字新町１５１ 34-3252

市川整形外科クリニック 弘前市大字南城西２丁目１２－３ 38-5888

いちろうクリニック 弘前市大字早稲田４丁目１－５ 26-1692

五日市内科医院 弘前市大字植田町８ 35-4666

いとう胃腸科内科クリニック 弘前市大字早稲田２丁目８－７ 29-3113

伊東クリニック 弘前市大字元大工町３６－１ 32-0630

今村クリニック 弘前市大字松原西２丁目１－１ 88-3090

６５歳以上　インフルエンザ予防接種指定医療機関リスト

※希望する医療機関に事前にご相談のうえ、予約後接種してください。  　    　　　市外局番（０１７２）
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いわね内科胃腸科医院 弘前市大字浜の町西２丁目１－５ 38-0057

梅村医院 弘前市大字石渡１丁目１－６ 32-3593

近江整形外科 弘前市大字山下町４－１ 32-2121

鷹揚郷腎研究所 弘前病院 弘前市大字小沢字山崎９０ 87-1221

大津医院 弘前市大字山王町２－５ 35-9662

おおはしクリニック 弘前市大字青山２丁目１－３ 37-5225

大開ファミリークリニック 弘前市大字大開１丁目３－３ 88-2120

大町内科クリニック 弘前市大字大町１丁目１４－３ 31-3511

小笠原クリニック 弘前市大字門外４丁目４－３９ 29-2381

オリーブ会診療所 弘前市大字城西１丁目８－７ 55-5908

かきざき小児科アレルギー科クリニック 弘前市大字神田２丁目６－７ 31-2233

金子整形外科 弘前市大字富田３丁目４－４ 34-0101

金子内科クリニック 弘前市大字徳田町１０－４ 37-1102

桔梗野こども・おとなクリニック 弘前市大字桔梗野２丁目１３－５ 38-3080

菊池医院 弘前市大字富田町８－１ 39-1234

吉川脳神経外科クリニック 弘前市大字城東中央３丁目９－６ 26-6120

木村脳神経クリニック 弘前市大字代官町９６－１ 31-3117

くどうクリニック
弘前市大字駅前３丁目３－７
　AKIMOTOﾋﾞﾙ  2F

37-1155

くどう内科 消化器・肝臓クリニック 弘前市大字石川字石川９７ 92-3316

倉田医院 弘前市大字元寺町１８ 37-3411

くりたクリニック
弘前市大字表町２－１１
弘前ｽﾃｰｼｮﾝﾋﾞﾙ　ｱﾌﾟﾘｰｽﾞ４階

31-2100

黒江内科
弘前市大字駅前町８－１
　大町タウンビル ３Ｆ 35-2233

健生クリニック 弘前市大字扇町２丁目２－１２ 55-7707

健生病院 弘前市大字扇町２丁目２－２ 55-7717

こいし内科クリニック 弘前市大字松原東２丁目５－２ 87-7111

弘愛会病院 弘前市大字宮川３丁目１－４ 33-2871

康安外科内科医院 弘前市大字栄町１丁目２－６ 33-6262

五所の診療所 弘前市大字五所字野沢３９－１３ 84-2311

小林ひ尿器科 弘前市大字富野町１２ 31-1177

小堀クリニック 弘前市大字中野２丁目２－２ 32-7146

坂本アレルギー・呼吸器科医院 弘前市大字安原２丁目１３－１０ 39-6110

さがらクリニック 弘前市大字桔梗野１丁目３－３ 37-2070

さとう耳鼻咽喉科医院 弘前市大字田園４丁目７－７ 27-8733

佐藤内科医院 弘前市大字覚仙町１５－１ 34-2126

佐藤内科小児科 取上医院 弘前市大字取上２丁目１７－１ 33-1191

さわだ整形外科 弘前市大字大開３丁目２－１ 87-3311

沢田内科医院 弘前市大字茂森新町１丁目６－４ 37-7755
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サンタハウスクリニック 弘前市大字大川字中桜川１９－１ 99-1799

下田クリニック 弘前市大字城東中央４丁目１－３ 27-2002

城西しおたに内科小児科 弘前市大字南城西１丁目３－１５ 31-3177

城東クリニック 弘前市大字城東中央３丁目４－１０ 26-2800

城東こどもクリニック 弘前市大字城東北４丁目４－２０ 29-3111

神整形外科 弘前市大字大町３丁目６－４ 35-2551

聖康会病院 弘前市大字和泉２丁目１７－１ 27-4121

関医院中津軽診療所 弘前市大字賀田１丁目１４－２ 82-3006

そうまクリニック 弘前市大字八幡町２丁目８－４ 32-2222

相馬信内科クリニック 弘前市大字城南３丁目１３－２５ 37-3741

副島胃腸科内科 弘前市大字稔町８－１ 38-8080

たかはし内科胃腸科小児科 弘前市大字取上２丁目９－１ 38-2211

田口小児科医院 弘前市大字徳田町３６ 34-1213

玉田内科医院 弘前市大字中野２丁目７－４ 33-8311

千葉胃腸科内科医院 弘前市大字石渡３丁目１３－２ 36-7788

富野町内科医院 弘前市大字富野町８－３ 35-3335

ナルミ医院 弘前市大字南川端町１３ 33-1507

鳴海病院　健康管理センター 弘前市大字品川町１９ 37-2550

なんば耳鼻咽喉科 弘前市大字高田５丁目２－３ 55-8749

西弘前クリニック 弘前市大字中野１丁目９－８ 32-4121

のだ眼科・血管内科クリニック 弘前市大字神田３丁目２－１１ 33-6611

場崎クリニック 弘前市大字代官町８６－２ 38-6600

畑山医院 弘前市大字石川字春仕内９７－１ 92-2115

早川内科肛門科 弘前市大字安原３丁目７－５ 87-7700

原子整形外科医院 弘前市大字代官町５９ 32-0255

弘前愛成会病院 弘前市大字北園１丁目６－２ 34-7111

弘前駅前整形外科クリニック 弘前市大字駅前町１４－１ 39-7555

弘前小野病院 弘前市大字和泉２丁目１９－１ 27-1431

弘前温泉養生医院 弘前市大字真土字勝剣林３３４－１ 82-3377

弘前記念病院 弘前市大字境関字西田５９－１ 28-1211

弘前中央病院 弘前市大字吉野町３－１ 36-7111

ひろさき糖尿病・内科クリニック 弘前市大字城東北４丁目４－２０ 29-2650

弘前脳神経外科クリニック 弘前市大字大清水４丁目８－３ 88-5212

弘前脳卒中･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 弘前市大字扇町１丁目２－１ 28-8220

弘前メディカルセンター 弘前市大字大町２丁目２－９ 35-1511

福士医院 弘前市大字新里字東里見４９ 27-1525

別紙No.3



医 療 機 関 名 住 所 電話番号

６５歳以上　インフルエンザ予防接種指定医療機関リスト

※希望する医療機関に事前にご相談のうえ、予約後接種してください。  　    　　　市外局番（０１７２）

福士内科医院 弘前市大字松森町５３－１ 32-1016

福島耳鼻咽喉科 弘前市大字百石町４１ 32-5032

福原循環器内科クリニック 弘前市大字上鞘師町１７ー３ 32-0528

藤代健生病院 弘前市大字藤代２丁目１２－１ 36-5181

藤盛医院 弘前市大字品川町２７－１ 32-0974

松木皮膚科医院 弘前市大字松森町５３－３ 34-7350

満天クリニック 弘前市大字笹森町３７－２７ 33-3001

三上内科医院 弘前市大字北横町５７ 35-5601

みくにや内科循環器科 弘前市大字笹森町２ 36-3928

むらなか小児科内科 弘前市大字早稲田２丁目７－２ 29-3232

守屋内科
弘前市大字駅前３丁目２－１
 　イトーヨーカドー ６Ｆ

31-2565

やぎはし腎・泌尿器科医院 弘前市大字笹森町３９－１ 38-5533

やすはら耳鼻咽喉科 弘前市大字安原３丁目３－２２ 88-0087

山形内科クリニック 弘前市大字松森町１２４ 37-5811

山口医院 弘前市大字若葉１丁目６－４ 39-2311

やまとクリニック　泌尿器科・内科 弘前市大字高田４丁目３－１ 88-8720

よこやま整形外科 弘前市大字藤野２丁目６－９ 31-2277

吉田クリニック 弘前市大字百石町４９－１ 37-6300

よしだ耳鼻科・小児科 弘前市大字中野２丁目１－１５ 33-2306

国立病院機構　弘前総合医療センター 弘前市大字富野町１ 32-4311

糖尿病・生活習慣病しろと内科クリニック 弘前市大字高田４丁目２－１ 26-6123

阿部医院 平川市柏木町藤山３７－８ 44-3155

いとう外科内科クリニック 平川市尾上栄松１３２－６ 57-5850

介護老人保健施設　つがる 平川市碇ケ関湯向川添３０ 45-3525

斎藤医院 平川市八幡崎本林１１ 57-3308

須藤医院 平川市柏木町藤山３７－５ 44-3100

花田医院 平川市尾上栄松２８６ 57-3528

平川市国民健康保険平川診療所 平川市柏木町藤山２３－２ 44-3101

まるも泌尿器科内科クリニック 平川市大光寺三井村３１－１ 43-0901

小山内医院 大鰐町大字大鰐字大鰐４７ 48-2415

町立大鰐病院 大鰐町大字蔵館字川原田４０－４ 48-2211

ゆのかわら医院 大鰐町大字大鰐字湯野川原９０ 47-6611

田原小児科医院 青森市浪岡大字浪岡字細田１０３－１ 62-4137

平　　　　　川　　　　　市

大　　　　　鰐　　　　　町

青　　　　　森　　　　　市
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