
令和５（2023）年１月１６日現在

上北手・南ヶ丘・牛島・大住 旭川・手形・広面 大町・千秋・中通 寺内・八橋・川尻・山王

仁井田・御野場・御所野地区 東通・横森・桜・太平地区 南通・楢山地区 泉・保戸野・旭南・旭北地区 土崎・将軍野・外旭川地区 男鹿・潟上・五城目地区

秋田県立医療療育センター　● アーク循環器クリニック あきた駅前内科外科クリニック 石田内科医院 秋田こどもの心と発達クリニック　● あいざわ胃腸科クリニック

秋田南クリニック 秋田往診クリニック あきた腎・膠原病・リウマチクリニック　● 泉皮膚科クリニック あきたレディースクリニック安田 男鹿加藤診療所

阿部クリニック　● 秋田肛門外科おぬきクリニック 秋田メモリアルクリニック いなみ小児科ファミリークリニック　(外科内科) あをによしリハビリ脳神経外科クリニック 神田医院

いちかわ内科クリニック あきた睡眠クリニック 稲庭クリニック いなみ小児科ファミリークリニック　(小児科) いしがき整形外科クリニック 香曽我部医院

いとう内科胃腸内科クリニック あきたすてらクリニック 駅前整形外科医院　クリニカ・オルト 岩渕内科胃腸科クリニック 石川医院 小玉医院

いなば御所野乳腺クリニック あきた内科・呼吸器内科クリニック 大野小児科医院 かおりレディスクリニック いしやま内科腎クリニック 児玉内科医院

おのば眼科 あきた乳腺クリニック 大町内科外科クリニック 片岡内科医院 いなば内科胃腸科クリニック 佐々木医院

おのば腎泌尿器科クリニック 秋田はすぬまクリニック 小川内科医院　● かのこメンタルクリニック 鹿嶋医院 ささき内科クリニック

おのば高橋小児科クリニック あきた東内科クリニック 笠松医院 くらみつ内科クリニック 木曽医院 せきクリニック

御野場たなかレディースクリニック 秋田泌尿器科クリニック 共立クリニック クリニック八橋和田内科 佐々木内科・循環器科医院 たむら船越クリニック

御野場病院　● 石田小児科医院 工藤胃腸内科クリニック 小林胃腸科内科 佐藤内科医院 出戸診療所

加賀谷記念小松こども医院 越後谷クリニック 熊谷内科医院　● 澤口医院 外旭川病院 長沼医院

川上医院 お肌のクリニック 桑原内科クリニック 山王胃腸科 高木内科胃腸科医院 長谷川医院　●

御所野かなや眼科 かがや内科医院 小泉耳鼻咽喉科 山王眼科クリニック 土崎駅前内科 ハートインクリニック

御所野整形外科 鎌田循環器科内科クリニック 小泉病院 山王レディースクリニック 土崎病院 藤原記念病院

御所野内科クリニック 川原医院 さが医院 しかま医院 土崎レディースクリニック 南秋田整形外科医院

御所野ひかりクリニック 工藤整形外科医院 ささはら内科医院 島田クリニック ながぬま内科 脇本クリニック

小松内科クリニック こころのクリニック 鈴木内科医院 白根医院 ひもり内科・消化器科クリニック

耳鼻咽喉科　おのば能登医院 さくら小児科医院 高清水医院 すがの整形外科クリニック 港町内科皮膚科

すずき眼科 さくら内科・糖尿病クリニック 高橋正喜クリニック すずきクリニック　● 向島医院 大仙・仙北地区

鈴木内科胃腸科医院 清水産婦人科クリニック 武田胃腸クリニック 銭谷内科胃腸科クリニック 村山クリニック 荒井医院　●

永沢整形外科クリニック 城東整形外科 なかこうじメンタルクリニック 立木医院 もみの木クリニック 荒川医院　●

仁井田ゆいクリニック 城東内科　心臓とおなかのクリニック ハートケアクリニックおおまち つつみ整形外科 米谷耳鼻咽喉科医院 石井内科胃腸科医院

のりこ皮ふ科 神眼科クリニック 長谷山内科医院 寺田内科医院 羽後長野駅前内科

みなみ整形外科クリニック 高橋内科医院 早川眼科伊奈皮ふ科医院 中込内科医院 大石脳外科クリニック

元町形成外科　● 田代クリニック ふくおか内科クリニック 七海医院 由利本荘・にかほ地区 おおさわ胃腸科内科クリニック

山岸クリニック 多田皮膚科 福島内科医院 並木クリニック 浅野耳鼻いんこう科医院 太田診療所　●

米山消化器内科クリニック たわらや内科 松岡内科クリニック　● 新田医院 伊藤医院　● 大曲母子医院

遠山医院 南浦医院 能登谷整形外科医院 風平診療所 大曲リハビリテーションクリニック　●

とむら皮ふ科 みゆきレディースクリニック はしづめクリニック 加藤医院 かとうファミリークリニック

河辺・雄和地区 にいつ内科クリニック メンタルクリニック秋田駅前 濱島医院 木村医院 黒澤医院　●

岩崎医院 橋本愛隣医院 山崎耳鼻咽喉科医院 平野いたみのクリニック さけみ小児科クリニック ささき脳神経外科・内科クリニック　●

加藤病院 はたの循環器クリニック 米山内科医院 ほいずみ内科クリニック 佐藤医院　● 佐藤レディースクリニック

柴田医院 はりう産婦人科内科クリニック 細部眼科医院 さとうハートクリニック 下新町クリニック

田近医院 ひがし稲庭クリニック 本間医院 すずらん診療所 しんどう内科クリニック

東通りこどもとアレルギーのクリニック 茨島・新屋・下浜地区 やばせ内科クリニック たにあい糖尿病・在宅クリニック 生和堂医院　●

東通りレディースクリニック あらやキッズクリニック わだクリニック 中央線診療所 仙北市西明寺診療所

介護老人保健施設 ひかり桜ケアクリニック 一戸医院 本荘整形外科 大仙眼科クリニック

介護老人保健施設かみの里 皮膚科・泌尿器科石田医院 おきた町診療所 梵天内科クリニック 大仙ごとう整形外科クリニック　●

介護老人保健施設桜の園 ひらの眼科 笠松病院 飯島・港北・下新城地区 松ヶ崎診療所 高津内科医院

介護老人保健施設山盛苑 広面ファミリークリニック きびら内科クリニック 飯島透析クリニック みうらアレルギー呼吸器内科クリニック 田口医院

介護老人保健施設なぎさ 福田胃腸科クリニック 木村内科クリニック 飯島ファミリークリニック 夕日ヶ丘クリニック 豊島医院

介護老人保健施設ふれ愛の里 藤盛レィディーズクリニック 富田胃腸科内科医院 今村病院 中島内科医院　●

介護老人保健施設悠久荘 ミチヒロ胃腸内科クリニック 水沢医院 及川医院 野々部外科内科医院

介護老人保健施設遊心苑 みやざわペインクリニック 森川内科・呼吸器科クリニック つかだ泌尿器科クリニック 北秋田・能代・鹿角地区 まっこいしゃ高橋医院　●

柳田医院 山田整形外科医院 もりた整形外科医院 いけがみレディースクリニック 山下医院

吉田眼科 吉成医院 うえだクリニック　●

遠藤クリニック

大里医院 横手地区

加賀医院 阿部耳鼻咽喉科医院

北秋田市国民健康保険合川診療所　● 高橋内科医院

木村医院 西成医院

ＪＣＨＯ秋田病院 八木橋医院

能代山本医師会病院　●

よしだ眼科クリニック
※●印はあきたハートフルネットワーク参加医療機関です。

◆登録医療機関一覧：２６９施設

２８施設 ４６施設 33施設 37施設 ２3施設 17施設

２6施設

4施設

10施設

16施設

7施設

11施設

4施設

7施設


