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６月22日現在）

※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。

青森区域（た～は行）
実施医療機関名
た 高屋医院

住所
長島三丁目5-8

電話番号
予約方法
017-776-2881 電話
病院窓口

たく内科クリニック

大野字山下171-7

017-752-1192 電話／病院窓口 受付…月～金10：00～11：00、16：00～17：00
／定期受診時 ※普段通院しているかたのみ

武山循環器科内科

勝田二丁目9-13

017-734-0111 電話
病院窓口

受付…月・火・水・金８：30～18：00、木・土８：30～
12：00 ※普段通院しているかた優先

たざわ生活習慣病
クリニック

中佃二丁目18-26

017-752-8386 電話

受付…月～金８：30～12：00、14：00～18：00、土８：30
～12：30 ※普段通院しているかたのみ

017-744-4103 電話

受付…診療時間内 ※普段通院しているかたのみ（当
面、予約で埋まっている）

田中産婦人科クリニック 花園一丁目7-13
田辺和彦胃腸科内科医院 勝田一丁目15-10

－

病院窓口

特記事項（受付は予約受付時間、祝日を除く）
受付…月～金９：30～17：00、土９：30～12：30（日、祝、
第１・３木、８/13～15は受付なし）※新規患者受付可

受付…月・火・木・金９：00～17：00、土９：00～12：00
※普段通院しているかたのみ（現在の申込みで10月以降）

たにた耳鼻咽喉科
クリニック

古川一丁目21-18
NARAYAビル2F

017-774-8733 電話

受付…月・火・水・金・土９：30～12：30、14：30～17：00
※普段通院しているかた優先

田村医院

古川一丁目18-14

017-722-3333 電話

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

堤橋ふれあいクリニック 堤町二丁目24-13

017-718-5527 電話

受付…月・火・木・金９：00～18：00、水・土９：00～
13：00 ※普段定期的に通院しているかたのみ

とよあきクリニック

017-762-3100 電話
病院窓口
市運営WEB

受付…11：00～17：00（日除く）、接種…月～土12：00
～12：30、月～金15：00～15：30、土14：00～15：00、
月・火・木・金18：00～18：30 ※普段通院しているか
た優先。接種時間に必ず来院できるかた。

017-776-1112 電話
病院窓口

受付…電話受付は月・火・水・金９：00～12：00のみ
※普段通院しているかたのみ

浜田二丁目15-5

な 長島皮フ科クリニック 金沢四丁目16-27
中野脳神経外科・
総合内科クリニック

石江四丁目4-3

017-788-7200 電話／市運営WEB 受付…診療時間内 月～金９：00～18：00、水・土
／定期受診時 ９：00～12：00 ※新規患者受付可

なかむら脳外科・
頭痛クリニック

浪打二丁目10-12

017-744-1165 電話
病院窓口

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優先（過去１年以内
に来院している18歳以上）

中村豊医院

西滝一丁目16-31

017-782-6633 電話
病院窓口

受付…月～金（土は午前のみ）９：00～12：00、14：30～
17：30 ※普段通院しているかた優先

浪打病院

合浦二丁目11-24

－

市運営WEBのみ 新規患者受付可

成田あつしクリニック 浪館前田三丁目
22-8

017-761-7215 電話／FAX（017- 受付…月～金９：00～17：00、木・土９：00～12：00
761-7218）
※普段通院しているかた優先

成田祥耕クリニック

017-743-6511 電話
病院窓口

受付…月～金９：00～12：00、15：00～18：00、土９：00
～12：00 ※普段通院しているかたのみ

虹ヶ丘内科クリニック 虹ケ丘一丁目3-13 017-765-1177 電話
病院窓口

受付…月～金（土は午前のみ）10：00～12：00、16：00～
17：30 ※普段通院しているかた優先（他医療機関で
治療中のかたは処方内容の確認）

は ひでかず胃腸科内科

中佃一丁目1-30

大野字前田75-89

017-762-1600 電話
病院窓口

受付…月～金（水・土は午前のみ）９：30～11：00、
14：30～17：00、接種…８：30～９：00
※普段通院しているかた優先

松原三丁目2-5

017-774-3355 電話
病院窓口

受付…月～金８：30～12：00、14：00～17：00、土８：30
～12：00 ※普段通院しているかた優先

ファミリークリニック 幸畑字松元20-5

017-728-7000 電話

受付…月・火・水・金９：00～12：00、14：00～18：00、
木・土９：00～12：00 ※普段通院しているかたのみ

福井ひ尿器科
クリニック

篠田一丁目10-19

017-766-7100 電話

受付…月・水・金13：10～（12人）、13：40～（12人）、
火・木・土10：30～11：00（６人） ※新規患者受付可

福士胃腸科循環器科
医院

千富町一丁目4-16 017-776-4558 電話
病院窓口

受付…月・火・木・金９：00～12：00、14：00～17：00、
水・土９：00～11：00 ※普段通院しているかた優先

福士内科胃腸科医院

緑一丁目19-5

017-777-8363 電話
病院窓口

受付…月～金（土除く）９：00～12：00、14：00～16：00
※普段通院しているかた優先

福士泌尿器科医院

金沢三丁目31-10

017-739-3633 電話
病院窓口

受付…月・火・水・金15：00～16：00
※普段通院しているかたのみ

藤本クリニック

大野字片岡34-3

017-729-1111 電話
病院窓口

受付…月・火・水・金10：00～18：00、木・土10：00～
12：00 ※普段通院しているかたのみ

降矢内科医院

花園一丁目19-1

017-742-1836 電話

受付…月・火・水・金８：30～12：00、14：00～17：00、
木・土８：30～12：00のみ ※新規患者受付可

平井内科医院

広報あおもり
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青森区域（ま～わ行）
実施医療機関名
住所
ま まちだ内科クリニック 羽白字沢田39-4

電話番号
予約方法
017-788-6688 電話
病院窓口

特記事項（受付は予約受付時間、祝日を除く）
受付…月～金８
：00～12：00、
14：30～17：00、
土８
：00～12：00、
日・祝８：00～11：00 ※普段通院しているかた優先

まつもと内科外科
クリニック

沖館五丁目5-26

017-783-3030 電話
病院窓口

受付…月・火・水・金14：00～16：00
※普段通院しているかたが終了次第、再度検討

三上医院

幸畑一丁目36-29

017-728-6666 電話

受付…月・火・木・金10：00～15：00、土・日10：00～
12：00 ※普段通院しているかた優先（合併症、基礎
疾患によりお断りする場合あり）

三上雅人クリニック

千刈二丁目7-18

三川内科医院

八重田二丁目1-6

ミッドライフクリニック 新町一丁目2-5
AMC

－

定期受診時

受付…月・火・木・金・土８：30～12：00、月・火・木14：00
～17：00、金14：00～18：00 ※普段通院しているかた優先

017-736-8191 電話
市運営WEB

受付…月・火・水・金14：00～17：00、木・土11：00～12：00
※普段通院しているかた優先

017-721-5111 電話

受付…月～金８：30～12：00、14：00～17：00
※普段通院しているかた優先

－

南内科循環器科医院

岡造道一丁目17-8

村上新町病院

新町二丁目1-13

017-723-1111 電話
病院窓口
市運営WEB

村上内科胃腸科医院

栄町二丁目2-1

017-741-1215 電話／病院窓口 受付…診療時間内

村上病院

浜田三丁目3-14

村林内科クリニック

沖館四丁目8-17

森総合クリニック松原 奥野二丁目20-2
盛ハート･クリニック

奥野一丁目1-9

森山内科クリニック

筒井字八ツ橋
1382-12

や 八重田医院

はまなす二丁目
6-11

安方クリニック

安方一丁目11-6

やましき内科
クリニック

浪打二丁目3-1

ゆきた内科クリニック 松原一丁目5-14

市運営WEBのみ 新規患者受付可
受付…月～金８：30～17：00、土８：30～12：00、接種…
月～金（土は午前のみ）８：30～11：00、13：30～16：00
※普段通院しているかた優先
※普段通院しているかたのみ

定期受診時

受付…月～金８：30～12：00、13：30～16：30
※普段通院しているかたのみ

電話

受付…月～金10：00～12：00、14：00～16：00
※普段通院しているかたのみ

017-776-6299 電話

受付…月～金11：00～13：00、16：00～18：00
※新規患者受付可

－
080-96876950

－

定期受診時

017-728-1550 電話
－

病院窓口

017-732-3955 電話
定期受診時
－

病院窓口

受付…診療時間内

※普段通院しているかたのみ

受付…月・火・木・金14：00～17：00
※普段通院しているかたのみ
受付…診療時間内（混雑時は受付できない場合あり）
※普段通院しているかたのみ
受付…月～金11：00～12：00、土９：00～10：00
※普段通院しているかたのみ
受付…月・火・木・金９：00～11：00、15：30～17：30、
水・土９：00～11：00 ※普段通院しているかたのみ

017-775-6650 電話

受付…月～土８：30～12：30、月・火・木・金14：30～
17：30 ※普段通院しているかた優先

好醫院（よしいいん） 浜田字玉川247-1 017-762-5573 電話
ヴァン・ピュール
南青森1F

受付…月・火・水・金12：00～17：00、接種…第１・３木
15：00～19：00、第２・４木18：00～20：00
※新規患者受付可

ら りょう内科クリニック 富田三丁目16-4
レディスクリニック・ 筒井字八ツ橋
セントセシリア
95-12

017-761-2326 電話

受付…診療時間内 ※普段通院しているかたのみ
（現在９月末まで予約が埋まっており、10月以降は未定）

017-738-0321 電話

受付…月・火・水・金10：15～11：30、15：00～16：15
※新規患者受付可（女性のみ）
受付…月～水・金・土９：00～12：00、15：00～17：30、
木９：00～12：00のみ ※普段通院しているかた優先

わ わたなべ内科
クリニック

奥野三丁目12-17

017-764-0833 電話
病院窓口

あ 青森市立浪岡病院

浪岡字平野180

0172-62-3111 電話

浪岡区域
受付…月～金８：30～17：00、第２・４土８：30～12：00
※普段通院しているかたのみ

か 国立病院機構 青森病院 女鹿沢字平野155-1 0172-62-4055 電話
定期受診時

受付…電話は月～金13：30～16：30
※普段通院しているかたのみ

た 田原小児科医院

受付…月～金９：00～12：00、13：30～18：00
※普段通院しているかた優先

津軽医院

浪岡字細田103-1

0172-62-4137 電話

浪岡字浅井205

0172-62-3101 電話／病院窓口 受付…月～金８：30～16：30、土８：30～12：00（WEB稼
／市運営WEB 働は９月予定） ※新規患者受付可

な なみおか腎・泌尿器科 浪岡字稲村162-8
クリニック

予約時の
注意事項
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0172-62-0205 定期受診時

受付…月・火・金15：00～17：00、水・木・土８：30～11：30
※当院通院中で集団接種が望ましくないと判断した
かたのみ（記入済予診票、お薬手帳、緊急時連絡先
持参で、事前面談し予約）

・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。
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