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新型コロナウイルスワクチン接種実施医療機関新型コロナウイルスワクチン接種実施医療機関

青森区域（あ～か行）
実施医療機関名 住所 電話番号 予約方法 特記事項（受付は予約受付時間、祝日を除く）

あ 青い海公園クリニック 安方一丁目103-2 017-721-1111 電話 受付…診療時間内　※普段通院しているかたのみ

青い森病院 大谷字山ノ内16-3 017-729-3330 電話／病院窓口 受付…月～土９：00～17：00　※入院しているかたのみ

青森クリニック 篠田一丁目9-11 017-783-2222 電話／市運営WEB 受付…月～土８：30～12：30　※新規患者受付可

青森敬仁会病院 久栗坂字山辺89-10 017-737-5566 電話
市運営WEB

受付…月～金９：00～17：00、土９：00～12：00　
※新規患者受付可

青森厚生病院 新城字山田488-1 － 病院窓口 受付…月～金８：30～11：30、13：00～15：30　
※普段通院しているかたのみ

青森慈恵会病院 安田字近野146-1 017-782-1201 電話／病院窓口
／市運営WEB

受付…月～金９：00～17：00、土９：00～12：00　
※新規患者受付可

あおもり腎透析・
泌尿器科クリニック

西大野一丁目15-7 017-752-6353 電話 受付…月～土９：00～14：30
※普段通院しているかた優先

青森新都市病院 石江三丁目１ － 市運営WEBのみ 新規患者受付可（医療従事者の接種が終了次第）

あおもりベイクリニック 長島一丁目6-6
クロスタワーA・BAY3F

017-718-3622 電話／
病院ホームページ

受付…月・火・水・金９：00～12：00、14：00～17：00、
木・土９：00～12：00　※新規患者受付可

あきやま胃腸科内科
クリニック

松森二丁目10-21 017-743-1199 電話 受付…月～土９：00～11：30
※普段通院しているかたのみ

朝倉医院 中央一丁目23-17 017-722-1482 電話／市運営WEB 受付…月～金14：00～16：00　※普段通院しているかた優先

アラヤ医院 浪館前田四丁目
7-1

017-781-7300 電話
病院窓口

受付…月～金９：00～12：00、14：00～17：00　
※新規患者受付可

石木医院 浅虫字蛍谷65-37 017-752-3015 電話
病院窓口

受付…月～金、土（第１・３・５）９：00～12：00　
※新規患者受付可

石木クリニック 港町三丁目7-25 017-718-0390 電話
病院窓口

受付…月14：00～20：00、火・木９：00～12：00、18：00
～20：00、水・金９：00～12：00、14：00～20：00　
※新規患者受付可

いしだ医院 花園二丁目43-26 017-744-3300 電話
病院窓口

受付…月・火・木・金９：00～16：00、水・土９：00～12：00、
接種…14：00～16：00　※普段通院しているかたのみ

えびな脳神経クリニック 緑二丁目1-3 017-735-3000 電話 受付…月・火・木・金９：00～16：00
※普段通院しているかた優先

鷹揚郷腎研究所青森病院 石江字岡部101-1 － 定期受診時 普段通院している透析患者のみ

おきだてハート
クリニック

沖館三丁目1-18
ベイコートおきだて1F －

病院窓口 受付…月～金９：30～11：30、15：30～17：30　
※普段通院しているかたのみ（記入済予診票と接種
券持参で予約）

おきつ内科 古川二丁目8-16 － 市運営WEBのみ 新規患者受付可

内科おひさまクリニック 橋本一丁目9-26 － 定期受診時 受付…診療時間内に受診した上での予約　※普段通
院しているかたのみ（定期受診時に医師に相談）

か かきざき胃腸科内科
クリニック

三内字沢部145-5 ー 定期受診時 受付…月・火・木・金９：00～17：30、水・土（第４土は
なし）９：00～12：00　※普段通院しているかたのみ

かきざき糖尿病内科
クリニック

篠田二丁目20-15 ー 市運営WEBのみ 新規患者受付可

桂木クリニック 桂木四丁目6-37 017-773-6663 電話 受付…診療時間内　※普段通院しているかたのみ

加藤内科循環器科 金沢四丁目4-10
－

定期受診時 受付…月・火・木・金（土は午前のみ）９：00～11：00、
14：00～17：00　※普段通院しているかたのみ（受
診時に医師に相談）

川口内科 東大野一丁目8-4 － 市運営WEBのみ 接種…月・火８：45～９：30、14：00～16：00、水・木・
金８：45～10：30、14：00～16：00　※新規患者受付可

菊田クリニック 新町二丁目8-28 017-721-3313 電話
病院窓口

受付…月～土10：30～13：00、月・火・木・金14：30～
18：00　※普段通院しているかた優先

北川ひ尿器科クリニック 花園二丁目43-18 017-765-3355 電話 受付…月～金10：00～12：00（電話申込み後、後日病院
から日程連絡）
※普段通院しているかた優先（透析患者優先）

北畠外科胃腸科医院 堤町二丁目13-6 017-734-7500 電話
市運営WEB

受付…月・火・木・金14：00～16：30　
※新規患者受付可（16歳以上）

木村健一糖尿病・
内分泌クリニック

茶屋町13-9 017-765-3100 電話
病院窓口

受付…月～土10：00～12：00、月・火・木・金14：00～
17：00　※普段通院しているかたのみ（記入済予診票
を接種日に持参）

※変更となる場合がありますので、ご了承ください。電話番号欄が空欄のところは電話受付はしていませんのでご注意ください。

（令和３年６月22日現在）（令和３年６月22日現在）
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青森区域（か～さ行）
実施医療機関名 住所 電話番号 予約方法 特記事項（受付は予約受付時間、祝日を除く）

か 木村文祥内科クリニック 三内字沢部439-5 017-782-6812 電話
市運営WEB

受付…月～金10：00～17：00、土10：00～12：00　
※普段通院しているかたは電話予約、新規のかたは
市運営WEBで予約

協立クリニック 東大野二丁目2-2 － 病院窓口 受付…月～金14：00～15：00　※普段通院しているかた優先

工藤内科クリニック 石江字江渡117-5 － 病院窓口 受付…月～土９：00～13：00、火・木・金15：00～17：30　
※新規患者受付可

くぼぞのクリニック 堤町一丁目10-11
つつみクリニックビル2階 017-777-7788 電話 受付…月・火・木・金９：00～17：00、水・土９：00～12：00　

※普段通院しているかたのみ

剛整形外科クリニック 花園二丁目22-3 017-741-6100 電話
市運営WEB

受付…月・火・水・金10：30～12：00、15：00～17：00、
木・土10：30～12：00　※新規患者受付可（当院で１回
目・２回目共に接種可能なかた）

高内科小児科医院 蛍沢三丁目12-15 － 病院窓口
市運営WEB

受付…月・火・木・金９：00～12：00、14：00～18：30、
水・土９：00～12：00　※新規患者受付可

こしなみ小児科内科
クリニック

橋本三丁目
13-5-103

017-773-6677 電話 受付…月～金（土は午前のみ）９：00～11：00、15：00～
17：00　※普段通院しているかた優先

こたにこどもクリニック 浜館三丁目4-7 017-765-1188 病院ホームページ
／電話

受付…月～金９：30～11：30、14：30～17：30、土９：30～12：30　
※新規患者受付可。予約後保険証コピーをFAX（017-
765-1199）。持病のあるかたは主治医の承諾が必要。

駒井胃腸科内科 浜館四丁目14-4 － 市運営WEB
病院ホームページ

普段通院しているかた優先

近藤内科胃腸科 筒井三丁目14-32 017-728-2022 電話／病院窓口
／市運営WEB

受付…診療時間内（午前中は電話に出られないこと
が多い。窓口はその都度）　※新規患者受付可

さ さいとう小児科 八重田二丁目13-8 017-736-4640 電話 受付…月～金10：00～17：30、土10：00～12：00　※新規
患者受付可。持病のあるかたは主治医の承諾が必要。

斉藤内科県庁前
クリニック

長島二丁目3-4 017-731-3110 電話
病院窓口
市運営WEB

受付…月～金14：00～17：00、土９：00～12：00　
※新規患者受付可。キャンセル不可。当院で１回
目・２回目共に接種可能なかた。

斉藤内科小児科医院 青柳二丁目6-17 － 病院窓口 受付…診療時間内　※普段通院しているかたのみ

佐々木胃腸科内科 岡造道二丁目2-25 017-741-1155 電話／病院窓口
／市運営WEB

受付…診療時間内　※普段通院しているかたを優先。
新規患者受付可。

ささき耳鼻咽喉科
クリニック

浪館字泉川22-7 － 病院窓口 受付…当院受付時間内　※普段通院しているかた及
び家族で重篤な疾患がないかた。キャンセル不可。

佐藤クリニック内科
循環器科

青柳二丁目1-12 017-722-4802 電話
病院窓口

受付…月～金９：00～12：00、14：00～16：30、土９：00
～11：30　※普段通院しているかた優先

佐藤整形外科・
リウマチ科クリニック

奥野一丁目5-8 017-721-3755 電話 受付…診療時間内（電話申込み後、後日病院から日
程連絡）　接種…月・火・水・金15：00～17：00　
※新規患者受付可

佐藤内科クリニック はまなす一丁目
17-21 － 病院窓口 受付…診療時間内　月・火・木・金９：00～17：00、

水・土９：00～11：00　※普段通院しているかたのみ

三戸内科胃腸科 浪館前田四丁目10-1 017-781-6011 電話／病院窓口 受付…診療受付時間内　※普段通院しているかた優先

嶋中内科循環器科 青柳二丁目9-38 017-775-2111 電話／FAX（017-
775-2344）

受付…月～金９：00～16：00、土９：00～11：00　
※普段通院しているかた優先

白取医院 高田字川瀬294-9 017-739-2342 電話 受付…月～金８：30～17：00、土８：30～12：00　
※普段通院しているかたのみ

じん耳鼻咽喉科医院 里見二丁目9-1 － 病院窓口 定期的に通院しているかた、当院職員と接触の多いかた
（付添い、業者等）。受診時に予診票を下書きして来院。

新城胃腸科内科 新城字平岡175-23 017-788-8551 電話
病院窓口

受付…月～金（木・土は午前のみ）９：00～11：30、14：00～
18：30　※普段通院しているかたのみ

しんまちクリニック 新町二丁目1-14 017-735-3111 電話 受付…月～金８：30～17：00、土８：30～12：00　
※普段通院しているかた優先

菅原泌尿器科 松原三丁目3-20 017-777-5000 電話
病院窓口

受付…月・火・水・金９：00～12：00、15：30～17：00　
※普段通院しているかた優先

関谷外科クリニック 横内字亀井261-9 017-752-7570 電話 受付…月～金９：00～11：00　※普段通院しているかたのみ

象こどもクリニック 沖館一丁目12-13 － 市運営WEBのみ 新規患者受付可

・予約方法が「市運営WEBのみ」となっている場合は、医療機関へ直接電話することや、窓口に行くことは
お控えください。予約方法に「市運営WEB」もしくは「市運営WEBのみ」と記載している場合は、コール
センターでの電話予約ができますので、コールセンターをご利用ください。

　青森市新型コロナワクチン接種専用コールセンター（☎017－764－6539、017－752－0517）
・WEBとFAXの予約は24時間対応となりますが、FAXは聴覚障害のあるかたのみ対応しています。

予約時の

注意事項


