施設名称

郵便番号

施設住所

地区

1 秋田緑ヶ丘病院

011-0911 秋田市飯島字堀川84

北部

2 五十嵐記念病院

011-0946 秋田市土崎港中央一丁目17－23

北部

3 いしやま内科腎クリニック

010-0802 秋田市外旭川字中谷地67－1

北部

4 いなば内科胃腸科クリニック

010-0802 秋田市外旭川字待合14－3

北部

5 清水整形外科医院

011-0917 秋田市飯島道東二丁目15－31

北部

6 外旭川病院

010-0802 秋田市外旭川字三後田142

北部

7 土崎病院

011-0946 秋田市土崎港中央四丁目4－26

北部

8 ひもり内科・消化器科クリニック

010-0804 秋田市外旭川八幡田一丁目11－40

北部

9 外旭川サテライトクリニック

010-0802 秋田市外旭川字中谷地46

北部

10 吉成医院

010-0146 秋田市下新城中野字琵琶沼211－18

北部

11 及川医院

011-0947 秋田市飯島新町三丁目1－20

北部

12 向島医院

011-0946 秋田市土崎港中央三丁目5－10

北部

13 港町内科皮膚科

011-0946 秋田市土崎港中央六丁目13－25

北部

14 高木内科胃腸科医院

011-0936 秋田市将軍野南四丁目6－20

北部

15 鹿嶋医院

011-0942 秋田市土崎港東四丁目4－70

北部

16 真崎耳鼻咽喉科医院

011-0946 秋田市土崎港中央六丁目8－3

北部

17 土崎レディースクリニック

011-0943 秋田市土崎港南三丁目5－5

北部

18 土崎駅前内科

011-0946 秋田市土崎港中央六丁目2－24

北部

19 飯島透析クリニック

011-0911 秋田市飯島字薬師田360

北部

20 あらやキッズクリニック

010-1631 秋田市新屋元町23－6

西部

施設名称

郵便番号

施設住所

地区

21 おきた町診療所

010-1634 秋田市新屋沖田町5－2

西部

22 オリブ園こども発達クリニック

010-1638 秋田市新屋表町8－5

西部

23 きびら内科クリニック

010-1611 秋田市新屋天秤野5－10

西部

24 一戸医院

010-1632 秋田市新屋大川町9－7

西部

25 新屋駅前耳鼻咽喉科

010-1637 秋田市新屋扇町13ー1

西部

26 森川内科・呼吸器科クリニック

010-1638 秋田市新屋表町3－18

西部

27 AdeBクリニック

010-0001 秋田市中通一丁目4－3 エリアなかいち 1F

中央

28 あきた駅前内科外科クリニック

010-0874 秋田市千秋久保田町3－15 三宅ビル 2F

中央

29 飯川病院

010-0001 秋田市中通六丁目1－21

中央

30 いなみ小児科ファミリークリニック

010-0905 秋田市保戸野中町1－45

中央

31 かん眼科

010-0973 秋田市八橋本町五丁目5－20

中央

32 クリニック八橋和田内科

010-0962 秋田市八橋大畑二丁目3－3

中央

33 小泉病院

010-0001 秋田市中通四丁目1－28

中央

34 さが医院

010-0001 秋田市中通五丁目1－16

中央

35 ささはら内科医院

010-0921 秋田市大町三丁目4－41

中央

36 さんのへ耳鼻咽喉科クリニック

010-0814 秋田市泉東町8－57

中央

37 すずきクリニック

010-0916 秋田市泉北三丁目17－10

中央

38 つつみ整形外科

011-0902 秋田市寺内堂ノ沢三丁目8－24

中央

39 ハートケアクリニックおおまち

010-0921 秋田市大町一丁目2－7 サンパティオ大町A棟 2F A号室

中央

40 はしづめクリニック

010-0952 秋田市山王新町19－27

中央

施設名称

郵便番号

施設住所

地区

41 はらだ小児科医院

010-0953 秋田市山王中園町2－16

中央

42 ふくおか内科クリニック

010-0001 秋田市中通二丁目5－1 クロッセ秋田 3F

中央

43 細谷病院

010-0014 秋田市南通宮田3－10

中央

44 みやざわペインクリニック

010-0916 秋田市東通仲町4－1 秋田拠点センター アルヴェ 4F

中央

45 みゆきレディースクリニック

010-0001 秋田市中通二丁目1－35

中央

46 やばせ内科クリニック

010-0973 秋田市八橋本町五丁目8－31 1F

中央

47 わたなべ眼科医院

010-0816 秋田市泉字登木226－3

中央

48 医療法人社団

010-0953 秋田市山王中園町3－14

中央

49 中込内科医院

010-0973 秋田市八橋本町三丁目1－5

中央

50 稲庭クリニック

010-0011 秋田市南通亀の町2－21

中央

51 クリニカ・オルト

010-0001 秋田市中通一丁目3－5 秋田キャッスルホテル 2F

中央

52 岩渕内科胃腸科クリニック

010-0905 秋田市保戸野中町7－16

中央

53 吉田胃腸科内科クリニック

010-0953 秋田市山王中園町10－30

中央

54 熊谷内科医院

010-0001 秋田市中通五丁目5－8

中央

55 桑原内科クリニック

010-0021 秋田市楢山登町5－28

中央

56 高橋正喜クリニック

010-0001 秋田市中通六丁目6－15 パークヒルズ中通 1F

中央

57 山王レディースクリニック

010-0953 秋田市山王中園町10－35

中央

58 山王胃腸科

010-0951 秋田市山王二丁目1－49

中央

59 山王整形外科医院

010-0955 秋田市山王中島町15－18

中央

60 山崎耳鼻咽喉科医院

010-0001 秋田市中通三丁目4－10

中央

本間医院

施設名称

郵便番号

施設住所

地区

61 小川内科医院

010-0001 秋田市中通三丁目3－55

中央

62 小林胃腸科内科

010-0972 秋田市八橋田五郎二丁目11－9

中央

63 城東スポーツ整形クリニック

010-0001 秋田市中通七丁目1－3

中央

64 新田医院

010-0813 秋田市泉一ノ坪26－23

中央

65 水沢医院

010-0065 秋田市茨島四丁目6－37

中央

66 石田内科医院

010-0905 秋田市保戸野中町6－48

中央

67 銭谷内科胃腸科クリニック

010-0947 秋田市川尻上野町1－64

中央

68 早川眼科伊奈皮ふ科医院

010-0011 秋田市南通亀の町4－36

中央

69 大野小児科医院

010-0013 秋田市南通築地2－15

中央

70 長谷山内科医院

010-0001 秋田市中通三丁目3－43

中央

71 藤盛レィディーズクリニック

010-0002 秋田市東通仲町4－1 秋田拠点センター アルヴェ 4F

中央

72 白根医院

010-0922 秋田市旭北栄町5－29

中央

73 武田胃腸クリニック

010-0921 秋田市大町一丁目6－12

中央

74 福島内科医院

010-0014 秋田市南通宮田15－46

中央

75 片岡内科医院

010-0918 秋田市泉南三丁目17－17

中央

76 湊小児科医院

010-0001 秋田市中通五丁目7－34

中央

77 立木医院

010-0913 秋田市保戸野鉄砲町11－28

中央

78 鈴木内科医院

010-0001 秋田市中通三丁目3－24

中央

79 澤口医院

010-0971 秋田市八橋三和町14－6

中央

80 濱島医院

010-0911 秋田市保戸野すわ町15－20

中央

施設名称

郵便番号

施設住所

地区

81 髙清水医院

010-0001 秋田市中通六丁目15－6

中央

82 あきた東内科クリニック

010-0041 秋田市広面字近藤堰添50－1

東部

83 おおくぼ脳神経・頭痛クリニック

010-0041 秋田市広面字近藤堰越31－3

東部

84 お肌のクリニック

010-0864 秋田市手形住吉町1－3 三愛会ビル 2F

東部

85 さくら内科・糖尿病クリニック

010-0044 秋田市横森三丁目11－61

東部

86 清和病院

010-0825 秋田市柳田字石神59

東部

87 たわらや内科

010-0006 秋田市東通館ノ越8－11

東部

88 はたの循環器クリニック

010-0044 秋田市横森三丁目1－9

東部

89 ひかり桜ケアクリニック

010-0042 秋田市桜二丁目17－23

東部

90 ひろおもて耳鼻咽喉科クリニック

010-0041 秋田市広面字樋ノ上11

東部

91 ミチヒロ胃腸内科クリニック

010-0041 秋田市広面字鍋沼93－1

東部

92 越後谷クリニック

010-0002 秋田市東通仲町1－25

東部

93 遠山医院

010-0044 秋田市横森五丁目21－18

東部

94 鎌田循環器科内科クリニック

010-0041 秋田市広面字蓮沼87－1

東部

95 広面ファミリークリニック

010-0041 秋田市広面字土手下52－2

東部

96 高橋内科医院

010-0042 秋田市桜四丁目1－1

東部

97 秋田往診クリニック

010-0041 秋田市広面字川崎125－1

東部

98 石田医院

010-0004 秋田市東通観音前8－5

東部

99 石田小児科医院

010-0041 秋田市広面字蓮沼11

東部

010-0851 秋田市手形山崎194－1

東部

100 川原医院

施設名称

郵便番号

施設住所

地区

101 福田胃腸科クリニック

010-0041 秋田市広面字家ノ下34－1

東部

102 柳田医院

010-0862 秋田市手形田中4－15

東部

103 イオンモール秋田医療法人CARUSコロナワクチン接種会場

010-1413 秋田市御所野地蔵田一丁目1－1

南部

104 いちかわ内科クリニック

010-1436 秋田市大住三丁目3－48

南部

105 御野場病院

010-1424 秋田市御野場二丁目14－1

南部

106 おのば高橋小児科クリニック

010-1423 秋田市仁井田字中新田78

南部

107 おのば腎泌尿器科クリニック

010-1423 秋田市仁井田字中新田80

南部

108 阿部クリニック

010-1421 秋田市仁井田本町三丁目28－13

南部

109 元町形成外科

010-1414 秋田市御所野元町五丁目12－1

南部

110 御所野ひかりクリニック

010-1423 秋田市仁井田字横山260－1

南部

111 御所野内科クリニック

010-1414 秋田市御所野元町五丁目3－5

南部

112 御野場たなかレディースクリニック

010-1427 秋田市仁井田新田二丁目14－21

南部

113 耳鼻咽喉科おのば能登医院

010-1423 秋田市仁井田字中新田66－1

南部

114 川上医院

010-0062 秋田市牛島東七丁目7－16

南部

115 中込内科循環器科クリニック

010-1431 秋田市仁井田二ツ屋一丁目8－55

南部

116 米山消化器内科クリニック

010-1414 秋田市御所野元町一丁目1－1 フレスポ御所野B－2

南部

117 鈴木内科胃腸科医院

010-0062 秋田市牛島東二丁目2－37

南部

118 岩崎医院

010-1223 秋田市雄和妙法字上大部90－1

河辺・雄和

119 柴田医院

019-2625 秋田市河辺北野田高屋字黒沼下堤下20－11

河辺・雄和

120 田近医院

019-2625 秋田市河辺北野田高屋字上前田表76－1

河辺・雄和

