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119 110 ／ 
Fire Emergency police Emergency 

 

医療機関情報 （醫療機關資訊） 
 

●公立病院 （公立醫院） 
 

医療機関名（醫療機關名稱） 電話番号（電話號碼） 所在地（所在地） 

十和田市立中央病院 
0176-23-5121 

十和田市西十二番町 14-8 

十和田市立中央醫院 十和田市西十二番町 14-8 

 

●小児科 （小兒科） 
 

医療機関名（醫療機關名稱） 電話番号（電話號碼） 所在地（所在地） 

医療法人 育成会
いくせいかい

 育成会内科小児科 
0176-21-5558 

十和田市西三番町 1-28 

醫療法人 育成會  育成會內科小兒科 十和田市西三番町 1-28 

のづき内科小児科クリニック 
0176-20-1880 

十和田市東十二番町 14-30 

NOTSUKI內科小兒科診療所 十和田市東十二番町 14-30 

医療法人 赤心会
せきしんかい

 十和田東病院 
0176-22-5252 

十和田市大字三本木字里ノ沢 1-247 

醫療法人 赤心會  十和田東醫院 十和田市大字三本木字裏之澤 1-247 

石川ファミリークリニック 
0176-27-1351 

十和田市稲生町 19-4 

石川 Family診所 十和田市稻生町 19-4 

 

●内科・外科 （内科·外科） 
 

医療機関名（醫療機關名稱） 電話番号（電話號碼） 所在地（所在地） 

医療法人 芳和会
ほうわかい

 阿部クリニック 
0176-25-1122 

十和田市東三番町 9-66 

醫療法人 芳和會  阿部診所 十和田市東三番町 9-66 

石川ファミリークリニック 
0176-27-1351 

十和田市稲生町 19-4 

石川 Family診所 十和田市稻生町 19-4 

泉山内科 
0176-25-1881 

十和田市大字相坂字小林 140-1 

泉山内科 十和田市大字相坂字小林 140-1 

医療法人 悠
ゆう

陽
よう

 えと内科医院 
0176-23-2727 

十和田市西三番町 1-28 

醫療法人 悠陽  ETO 內科醫院 十和田市西三番町 1-28 

えとクリニック 
0176-25-2525 

十和田市東一番町 2-23 

ETO 診所 十和田市東一番町 2-23 

かわむらクリニック 
0176-20-1505 

十和田市西二十二番町 4-16 

KAWAMURA 診所 十和田市西二十二番町 4-16 

小嶋外科胃腸科医院 
0176-23-2666 

十和田市西三番町 15-41 

小嶋外科胃腸科醫院 十和田市西三番町 15-41 

医療法人 泰
たい

仁会
じんかい

 十和田第一病院 
0176-22-5511 

十和田市東三番町 10-70 

醫療法人 泰仁會  十和田第一醫院 十和田市東三番町 10-70 

医療法人 洗
せん

心会
しんかい

 篠田医院 
0176-23-2022 

十和田市稲生町 21-21 

醫療法人 洗心會  筱田醫院 十和田市稻生町 21-21 

医療法人 泰
たい

豊会
ほうかい

 十和田外科内科 
0176-22-5151 

十和田市穂並町 1-5 

醫療法人 泰豐會  十和田外科內科 十和田市穗並町 1-5 
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医療機関名（醫療機關名稱） 電話番号（電話號碼） 所在地（所在地） 

藤原内科 
0176-24-0770 

十和田市大字三本木字北平 115-8 

藤原內科 十和田市大字三本木字北平 115-8 

医療法人 村木内科胃腸科医院 
0176-22-1010 

十和田市西三番町 20-17 

醫療法人  村木內科胃腸科醫院 十和田市西三番町 20-17 

佐藤内科クリニック 
0176-25-2888 

十和田市穂並町 10-6 

佐藤內科診所 十和田市穗並町 10-6 

十和田市立十和田湖診療所 
0176-75-2254 

十和田市大字奥瀬字十和田湖畔休屋 16-195 

十和田市立十和田湖診療所 十和田市大字奧瀬字十和田湖畔休屋 16-195 

とわだ循環器内科 
0176-58-0255 

十和田市西十一番町 40-31 

十和田循環內科 十和田市西十一番町 40-31 

医療法人 令和 西十一番クリニック 
0176-51-3911 

十和田市西十一番町 40-38 

醫療法人 令和  西十一番診所 十和田市西十一番町 40-38 

医療法人 育成会
いくせいかい

 育成会内科小児科 
0176-21-5558 

十和田市西三番町 1-28 

醫療法人 育成會  育成會內科小兒科 十和田市西三番町 1-28 

医療法人 赤心会
せきしんかい

 十和田東病院 
0176-22-5252 

十和田市大字三本木字里ノ沢 1-247 

醫療法人 赤心會  十和田東醫院 十和田市大字三本木字裏之澤 1-247 

医療法人 青松会
せいしょうかい

 十和田北クリニック 
0176-21-3741 

十和田市元町東五丁目 8-54 

醫療法人 青松會  十和田北診所 十和田市元町東五丁目 8-54 

のづき内科小児科クリニック 
0176-20-1880 

十和田市東十二番町 14-30 

NOTSUKI內科小兒科診療所 十和田市東十二番町 14-30 

 

●泌尿器科 （泌尿器科） 
 

医療機関名（醫療機關名稱） 電話番号（電話號碼） 所在地（所在地） 

十和田泌尿器科クリニック 
0176-22-7340 

十和田市元町東一丁目 3-8 

十和田泌尿器科診所 十和田市元町東一丁目 3-8 

医療法人 青松会
せいしょうかい

 十和田北クリニック 
0176-21-3741 

十和田市元町東五丁目 8-54 

醫療法人 青松會  十和田北診所 十和田市元町東五丁目 8-54 

医療法人 泰
たい

仁会
じんかい

 十和田第一病院 
0176-22-5511 

十和田市東三番町 10-70 

醫療法人 泰仁會  十和田第一醫院 十和田市東三番町 10-70 

医療法人 令和 西十一番クリニック 
0176-51-3911 

十和田市西十一番町 40-38 

医醫療法人 令和  西十一番診所 十和田市西十一番町 40-38 

 

●眼科 （眼科） 
 

医療機関名（醫療機關名稱） 電話番号（電話號碼） 所在地（所在地） 

はし眼科 
0176-25-1184 

十和田市東四番町 9-7 

HASHI 眼科 十和田市東四番町 9-7 

十和田眼科クリニック 
0176-23-4488 

十和田市稲生町 15-36 

十和田眼科診所 十和田市稻生町 15-36 
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Fire Emergency police Emergency 

●皮膚科 （皮膚科） 
 

医療機関名（醫療機關名稱） 電話番号（電話號碼） 所在地（所在地） 

医療法人 大山皮膚科クリニック 
0176-22-8200 

十和田市大字三本木字千歳森 137-1 

醫療法人  大山皮膚科診所 十和田市大字三本木字千歲森 137-1 

医療法人 岑
しん

俊会
しゅんかい

 

しんクリニック産婦人科・皮ふ科 
0176-22-7711 

十和田市穂並町 10-12 

醫療法人 岑俊會 

岑診所婦産科·皮膚科 
十和田市穗並町 10-12 

 

●耳鼻咽喉科 （耳鼻咽喉科） 
 

医療機関名（醫療機關名稱） 電話番号（電話號碼） 所在地（所在地） 

とわだ耳鼻いんこう科医院 
0176-25-3341 

十和田市西十一番町 22-11 

十和田耳鼻咽喉科醫院 十和田市西十一番町 22-11 

医療法人 清
せい

潮会
ちょうかい

 清潮会クリニック 
0176-25-3300 

十和田市東十一番町 7-25 

醫療法人 清潮會  清潮會診所 十和田市東十一番町 7-25 

医療法人 泰
たい

仁会
じんかい

 十和田第一病院 
0176-22-5511 

十和田市東三番町 10-70 

醫療法人 泰仁會  十和田第一醫院 十和田市東三番町 10-70 

 

 

●整形外科 （骨科） 
 

医療機関名（醫療機關名稱） 電話番号（電話號碼） 所在地（所在地） 

医療法人 岡本整形外科クリニック 
0176-20-1101 

十和田市稲生町 2-22 

醫療法人  岡本骨科診所 十和田市稻生町 2-22 

さとる整形外科クリニック 
0176-21-5885 

十和田市東十一番町 7-17 

SATORU 骨科診所 十和田市東十一番町 7-17 

医療法人 十和田東クリニック 
0176-22-0011 

十和田市大字三本木字里ノ沢 1-56 

醫療法人  十和田東診所 十和田市大字三本木字裏之澤 1-56 

医療法人 泰
たい

仁会
じんかい

 十和田第一病院 
0176-22-5511 

十和田市東三番町 10-70 

醫療法人 泰仁會  十和田第一醫院 十和田市東三番町 10-70 

 

●婦人科・産婦人科 （婦科·婦産科） 
 

医療機関名（醫療機關名稱） 電話番号（電話號碼） 所在地（所在地） 

医療法人 岑
しん

俊会
しゅんかい

 

しんクリニック産婦人科・皮ふ科 
0176-22-7711 

十和田市穂並町 10-12 

醫療法人 岑俊會 

岑診所婦産科·皮膚科 
十和田市穗並町 10-12 

藤井産婦人科医院 
0176-22-5588 

十和田市東三番町 9-59 

藤井婦産科醫院 十和田市東三番町 9-59 
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●精神科 （精神科） 
 

医療機関名（醫療機關名稱） 電話番号（電話號碼） 所在地（所在地） 

一般財団法人 済
せい

誠会
さいかい

 

十和田済誠会病院 
0176-23-6251 

十和田市西二十三番町 1-1 

一般財團法人  濟誠會 

十和田濟誠會病院 
十和田市西二十三番町 1-1 

医療法人 幸
こう

仁会
じんかい

 高松病院 
0176-23-6540 

十和田市大字三本木字里ノ沢 1-249 

醫療法人 幸仁會  高松病院 十和田市大字三本木字裏之澤 1-249 

 

●歯科 （牙科） 
 

医療機関名（醫療機關名稱） 電話番号（電話號碼） 所在地（所在地） 

青の森歯科医院 
0176-51-6220 

十和田市東十三番町 25-28-5 

青之森牙科醫院 十和田市東十三番町 25-28-5 

浅原歯科医院 
0176-23-4184 

十和田市西三番町 15-37 

淺原牙科醫院 十和田市西三番町 15-37 

稲生歯科診療所 
0176-24-2109 

十和田市稲生町 15-24 パルコビル５階 

稻生牙科診所 十和田市稻生町 15-24  PARUKO 5 樓 

医療法人 高屋歯科医院 
0176-23-8241 

十和田市稲生町 23-10 

醫療法人  高屋牙科醫院 十和田市稻生町 23-10 

医療法人 みきのがはら歯科医院 
0176-21-1111 

十和田市東一番町 10-1 

醫療法人  MIKINOGAHARA 牙科醫院 十和田市東一番町 10-1 

大友歯科医院 
0176-25-6000 

十和田市稲生町 20-34 

大友牙科醫院 十和田市稻生町 20-34 

官庁街歯科 
0176-20-1718 

十和田市西二番町 13-2 

官廳街牙科 十和田市西二番町 13-2 

佐々木歯科クリニック 
0176-24-3355 

十和田市西二番町 3-25 

佐佐木牙科診所 十和田市西二番町 3-25 

さつき歯科医院 
0176-20-1817 

十和田市東三番町 10-81 

SATSUKI 牙科醫院 十和田市東三番町 10-81 

仁歯科医院 
0176-22-4313 

十和田市大字三本木字並木西 178-10 

仁牙科醫院 十和田市大字三本木字並木西 178-10 

大学通り歯科医院 
0176-25-2882 

十和田市東十二番町 12-41 

大學街牙科醫院 十和田市東十二番町 12-41 

高橋歯科医院 
0176-23-2221 

十和田市稲生町 8-5 

高橋牙科醫院 十和田市稻生町 8-5 

タカヒロ矯正歯科医院 
0176-20-1677 

十和田市東二十三番町 21-6 

TAKAHIRO 矯正牙科醫院 十和田市東二十三番町 21-6 

立花歯科医院 
0176-25-3355 

十和田市東十四番町 17-40 

立花牙科醫院 十和田市東十四番町 17-40 

波紫歯科診療室 
0176-23-2971 

十和田市西十二番町 7-27 

波紫牙科診療室 十和田市西十二番町 7-27 

ふくい歯科クリニック 
0176-21-1182 

十和田市東二番町 8-15 

FUKUYI 牙科診所 十和田市東二番町 8-15 
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医療機関名（醫療機關名稱） 電話番号（電話號碼） 所在地（所在地） 

藤坂歯科診療所 
0176-25-2411 

十和田市大字相坂字小林 115-3 

藤坂牙科診療所 十和田市大字相坂字小林 115-3 

ポプラ歯科医院 
0176-25-8148 

十和田市西二十二番町 27-19 

POPURA 牙科醫院 十和田市西二十二番町 27-19 

村上歯科クリニック 
0176-25-6606 

十和田市東二十三番町 1-5 

村上牙科診所 十和田市東二十三番町 1-5 

渡邊歯科医院 
0176-23-6545 

十和田市西三番町 14-44 

渡邊牙科醫院 十和田市西三番町 14-44 

 

 


