
中津川病院 020-0003 岩手県盛岡市下米内2-4-12 019-662-3252 ○

もりた整形外科 020-0004 岩手県盛岡市山岸1-3-8 019-652-5858 ○

原田内科脳神経機能クリニック 020-0004
岩手県盛岡市山岸3-2-1
山岸中央ﾋﾞﾙ1階

019-662-7533 ○

二宮内科クリニック 020-0013 岩手県盛岡市愛宕町2-47 019-621-8181 ○

藤島内科医院 020-0013 岩手県盛岡市愛宕町4-18 019-622-4453 ○

内丸病院 020-0015 岩手県盛岡市本町通1-12-7 019-654-5331 ○

真山池田医院 020-0015 岩手県盛岡市本町通3-19-32 019-623-7151 ○

たぐち脳神経外科
クリニック

020-0015 岩手県盛岡市本町通1-4-19 019-621-1234 ○

栗原クリニック 020-0015 岩手県盛岡市本町通1-16-4 019-654-7123 ○

大手先内科循環器
クリニック

020-0015 岩手県盛岡市本町通1-8-9 019-651-2150 ○

赤坂病院 020-0016 岩手県盛岡市名須川町29-2 019-624-1225 ○

鈴木肛門外科・守口内科 020-0016 岩手県盛岡市名須川町16-14 019-624-0405 ○

山田クリニック 020-0021 岩手県盛岡市中央通1-13-8 019-654-3788 ○

水沼内科循環器
クリニック

020-0021
岩手県盛岡市中央通2-11-12
明治生命館1F

019-604-8002 ○

ポランの内科クリニック 020-0021
岩手県盛岡市中央通1-7-25
朝日生命盛岡中央通ﾋﾞﾙ1F

019-606-6010 ○

メディケアプラザ
中央通りクリニック

020-0021 岩手県盛岡市中央通3-16-23 019-654-3781 ○ ○

ちばクリニック 020-0021 岩手県盛岡市中央通3-1-10 019-605-8300 ○

大通胃腸科内科 020-0022 岩手県盛岡市大通1-3-4 019-652-1825 ○

佐藤内科クリニック 020-0022
岩手県盛岡市大通3-1-24
第三菱和ﾋﾞﾙ4F

019-626-1115 ○

おおどおり鎌田内科
クリニック

020-0022 岩手県盛岡市大通2-7-23 019-606-5161 ○

開運橋消化器内科
クリニック

020-0022 岩手県盛岡市大通3-9-3 019-613-3336 ○

あべ菜園内科クリニック 020-0024 岩手県盛岡市菜園2-5-29 019-623-7000 ○

公園通りクリニック 020-0024
岩手県盛岡市菜園1-6-13
公園通りﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ2階

019-625-3008 ○

菜園循環器内科医院 020-0024 岩手県盛岡市菜園1-4-7 019-626-3211 ○

細井外科医院 020-0025 岩手県盛岡市大沢川原1-1-2 019-624-2715 ○

特定健
康診査

特定保健指導

動機付
け支援

積極的
支援

令和4年度特定健診・特定保健指導契約機関リスト（岩手県）

実施機関名
郵便
番号

所在地 電話番号

健診等の実施 （実施し
ているものに○）

1/13ページ



特定健
康診査

特定保健指導

動機付
け支援

積極的
支援

令和4年度特定健診・特定保健指導契約機関リスト（岩手県）

実施機関名
郵便
番号

所在地 電話番号

健診等の実施 （実施し
ているものに○）

坂東内科クリニック 020-0025 岩手県盛岡市大沢川原1-3-17 019-621-7227 ○

乳腺外科いしだ外科胃腸科クリニッ
ク

020-0034
岩手県盛岡市盛岡駅前通14-9
平戸屋ﾋﾞﾙ3F

019-625-8777 ○

盛岡駅前おおば脳神経内科クリニッ
ク

020-0034 岩手県盛岡市盛岡駅前通13-8 019-626-4141 ○

池田外科・消化器
内科医院

020-0041 岩手県盛岡市境田町5-18 019-648-3200 ○

前川内科クリニック 020-0042 岩手県盛岡市新田町9-11 019-624-3313 ○

江村胃腸科内科医院 020-0044 岩手県盛岡市城西町7-33 019-623-4035 ○

マリオス小林内科
クリニック

020-0045
岩手県盛岡市盛岡駅西通2-9-1
ﾏﾘｵｽ11階

019-621-5222 ○

孝仁病院 020-0052 岩手県盛岡市中太田泉田28 019-656-2888 ○

なかつか消化器内科クリニック 020-0052 岩手県盛岡市中太田新田25-270 019-613-2727 ○

池田内科 020-0053
岩手県盛岡市上太田弘法清水10-
3

019-659-0310 ○

盛岡つなぎ温泉病院 020-0055 岩手県盛岡市繋字尾入野64-9 019-689-2101 ○

逢坂医院 020-0062 岩手県盛岡市長田町10-32 019-622-6016 ○

旭橋クリニック
菊池循環器内科

020-0063
岩手県盛岡市材木町2-26
近三ﾋﾞﾙ3F

019-653-8511 ○

おおひら内科・循環器科クリニック 020-0064 岩手県盛岡市梨木町2-2 019-606-3765 ○

澤田内科医院 020-0066 岩手県盛岡市上田1-6-11 019-654-1007 ○

中村医院 020-0066 岩手県盛岡市上田3-4-38 019-622-4542 ○

本間内科医院 020-0066 岩手県盛岡市上田2-20-13 019-622-5970 ○

おいかわ内科クリニック 020-0066 岩手県盛岡市上田1-18-46 019-622-7400 ○

葛クリニック 020-0066 岩手県盛岡市上田4-20-59 019-651-5433 ○

木村内科クリニック 020-0100 岩手県滝沢市土沢310-102 019-699-1260 ○

ゆとりが丘クリニック 020-0100 岩手県滝沢市土沢541 019-699-1122 ○

西松園内科医院 020-0103 岩手県盛岡市西松園3-22-1 019-662-1622 ○ ○

松園第二病院 020-0103 岩手県盛岡市西松園3-22-3 019-662-0100 ○

内科クリニックすずき 020-0105 岩手県盛岡市北松園2-15-4 019-662-2888 ○

臼井循環器呼吸器内科 020-0107 岩手県盛岡市松園2-2-10 019-662-9845 ○ ○ ○
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鈴木内科神経内科 020-0111 岩手県盛岡市黒石野2-9-58 019-661-2505 ○

石井内科消化器科医院 020-0112 岩手県盛岡市東緑が丘23-26 019-662-1615 ○

森谷医院 020-0114 岩手県盛岡市高松3-11-29 019-663-1247 ○

おはようクリニック 020-0114 岩手県盛岡市高松2-27-27 019-662-0840 ○

大日向医院 020-0114 岩手県盛岡市高松2-9-9 019-662-5530 ○

高松病院 020-0115 岩手県盛岡市館向町4-8 019-624-2250 ○

えいづか内科胃腸科クリニック 020-0117 岩手県盛岡市緑が丘4-1-7 019-663-7788 ○

久喜内科・脳神経
内科医院

020-0117 岩手県盛岡市緑が丘3-2-34 019-662-7177 ○

白沢整形外科医院 020-0121 岩手県盛岡市月が丘3-40-28 019-645-3666 ○

中島内科クリニック 020-0121 岩手県盛岡市月が丘2-8-30 019-646-1903 ○

かねこ内科クリニック 020-0121 岩手県盛岡市月が丘1-1-63 019-647-3333 ○ ○ ○

盛岡さくらクリニック 020-0122 岩手県盛岡市みたけ4-36-32 019-645-3939 ○

児島内科医院 020-0122 岩手県盛岡市みたけ3-11-36 019-641-3310 ○

わたなべ内科・脳神経内科クリニック 020-0122 岩手県盛岡市高松3-9-8 019-605-1117 ○

みたけ消化器内科
クリニック

020-0122 岩手県盛岡市みたけ4-11-46 019-641-8511 ○

かなざわ内科クリニック 020-0125 岩手県盛岡市上堂1-18-24 019-647-3057 ○

くどう医院 020-0127 岩手県盛岡市前九年3-16-15 019-647-3251 ○

大屋内科胃腸科クリニック 020-0132 岩手県盛岡市西青山1-16-43 019-647-3255 ○

平野医院 020-0132 岩手県盛岡市西青山2-18-60 019-648-1395 ○

はしもと眼科クリニック 020-0133 岩手県盛岡市青山2-23-21 019-648-3000 ○ ○

三船内科 020-0137 岩手県盛岡市天昌寺町9-10 019-646-2310 ○

みやもと内科クリニック 020-0143 岩手県盛岡市上厨川字杉原101-4 019-601-3810 ○

こたに内科・甲状腺
クリニック

020-0143
岩手県盛岡市上厨川字横長根76-
3

019-681-8818 ○

あべ内科・消化器科
クリニック

020-0146 岩手県盛岡市長橋町17-45 019-605-5311 ○

長橋皮ふ科クリニック 020-0146 岩手県盛岡市長橋町38‐7 019-613-2121 ○
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久保田医院 020-0147 岩手県盛岡市大館町26-3 019-646-9090 ○

栃内第二病院 020-0151 岩手県滝沢市大釜吉水103-1 019-684-1111 ○

土井尻医院 020-0151 岩手県滝沢市大釜竹鼻163-15 019-684-1325 ○

飯島医院 020-0172 岩手県滝沢市鵜飼狐洞1-277 019-684-1001 ○

かなもり神経科内科クリニック 020-0173 岩手県滝沢市高屋敷平11-39 019-684-2777 ○

高橋内科胃腸科クリニック 020-0173 岩手県滝沢市巣子1186-14 019-688-8111 ○

植田内科消化器科医院 020-0173 岩手県滝沢市穴口183-3 019-643-5511 ○

こんの神経内科・脳神経外科クリ
ニック

020-0173 岩手県滝沢市牧野林1010-4 019-699-1111 ○

あべ整形外科医院 020-0173 岩手県滝沢市巣子1156-22 019-688-1600 ○

杉江内科クリニック 020-0173 岩手県滝沢市野沢62-1017 019-656-9177 ○

金子胃腸科内科 020-0403 岩手県盛岡市乙部13-135-3 019-696-2012 ○

篠村医院 020-0524
岩手県岩手郡雫石町寺の下105-
12

019-692-5151 ○

篠村泌尿器科クリニック 020-0524 岩手県岩手郡雫石町寺の下102-7 019-692-1285 ○

上原小児科医院 020-0536 岩手県岩手郡雫石町八卦1-16 019-692-3907 ○

医療法人社団　銀河　　雫石大森ク
リニック

020-0541 岩手県岩手郡雫石町千刈田79-2 019-691-2345 ○

雫石町立雫石診療所 020-0542 岩手県岩手郡雫石町万田渡74-1 019-692-3155 ○

鶯宿温泉病院 020-0573
岩手県岩手郡雫石町大字南畑第
32地割字南桝沢265番地

019-695-2321 ○

滝沢中央病院 020-0664 岩手県滝沢市鵜飼笹森42番地2 019-684-1151 ○

かなやま内科医院 020-0801 岩手県盛岡市浅岸1-12-22 019-621-8680 ○

ささき医院 020-0816 岩手県盛岡市中野1-27-10 019-653-0230 ○

あさくらクリニック 020-0822 岩手県盛岡市茶畑1-8-2 019-621-3322 ○

大澤クリニック 020-0822 岩手県盛岡市茶畑2-8-3 019-652-0038 ○

ちだ内科・外科
クリニック

020-0824 岩手県盛岡市東安庭1-23-60 019-604-3755 ○

見前ファミリークリニック 020-0831 岩手県盛岡市三本柳12-20-1 019-632-6300 ○

三本柳かんのクリニック 020-0831 岩手県盛岡市三本柳23-10-5 019-638-7070 ○

4/13ページ



特定健
康診査

特定保健指導

動機付
け支援

積極的
支援

令和4年度特定健診・特定保健指導契約機関リスト（岩手県）

実施機関名
郵便
番号

所在地 電話番号

健診等の実施 （実施し
ているものに○）

吉田消化器科内科 020-0832 岩手県盛岡市東見前8-20-16 019-632-4600 ○

盛岡友愛病院 020-0834 岩手県盛岡市永井12-10 019-638-2222 ○

小坂内科消化器科クリニック 020-0834 岩手県盛岡市永井19-258-1 019-605-6050 ○

田中循環器内科
クリニック

020-0834 岩手県盛岡市永井22-29-6 019-632-1320 ○

川久保病院 020-0835 岩手県盛岡市津志田26-30-1 019-635-1305 ○ ○ ○

盛岡南病院 020-0835 岩手県盛岡市津志田13-18-4 019-638-2020 ○ ○ ○

ながの脳神経クリニック 020-0835 岩手県盛岡市津志田16-17-2 019-639-0123 ○

大浦内科・歯科
クリニック

020-0836 岩手県盛岡市津志田西2-13-3 019-639-3315 ○

とちない脳神経外科クリニック 020-0838 岩手県盛岡市津志田中央3-17-10 019-637-7000 ○

やまだ胃腸内科
クリニック

020-0838 岩手県盛岡市津志田中央2-18-31 019-614-0180 ○

循環器内科　金矢クリニック 020-0838 岩手県盛岡市津志田中央3-7-7 019-601-2900 ○

さとう胃腸科内科 020-0851 岩手県盛岡市向中野1-11-25 019-635-0789 ○

本宮Ｃクリニック 020-0851 岩手県盛岡市向中野3-10-3 019-631-2381 ○

ゆい内科呼吸器科
クリニック

020-0851 岩手県盛岡市向中野2-54-18 019-631-1159 ○

まさと脳神経内科
クリニック

020-0851 岩手県盛岡市向中野5-18-30 019-601-5800 ○

くわた脳神経外科クリニック 020-0852 岩手県盛岡市北飯岡1-2-68 019-656-5636 ○

たけ循環器内科
クリニック

020-0857 岩手県盛岡市北飯岡1-2-70 019-656-5855 ○

ゆうあいの街クリニック 020-0857 岩手県盛岡市北飯岡1-2-25 019-634-1100 ○

もりおか往診ホーム
ケアクリニック

020-0857 岩手県盛岡市北飯岡2-20-3 019-614-0133 ○

小豆嶋胃腸科内科
クリニック

020-0861 岩手県盛岡市仙北3-13-20 019-636-1503 ○

なないろのとびら診療所 020-0861 岩手県盛岡市仙北2-1-20 019-601-3101 ○

たかしクリニック 020-0862 岩手県盛岡市東仙北1-3-7 019-635-5110 ○

岩手県対がん協会いわて健康管理
センター

020-0864 岩手県盛岡市西仙北1-17-18 019-635-8850 ○ ○ ○

荻野病院 020-0866 岩手県盛岡市本宮1-6-12 019-636-0317 ○

盛岡市立病院 020-0866 岩手県盛岡市本宮5-15-1 019-635-0101 ○

5/13ページ



特定健
康診査

特定保健指導

動機付
け支援

積極的
支援

令和4年度特定健診・特定保健指導契約機関リスト（岩手県）

実施機関名
郵便
番号

所在地 電話番号

健診等の実施 （実施し
ているものに○）

鎌田内科クリニック 020-0866 岩手県盛岡市本宮2-20-1 019-636-1725 ○

ブレスト齊藤外科クリニック 020-0866 岩手県盛岡市本宮6-17-6 019-631-3770 ○

しんたろうクリニック 020-0866 岩手県盛岡市本宮1-9-1 019-631-3110 ○

なおや脳神経・頭痛
クリニック

020-0866
岩手県盛岡市本宮字小板小瀬13-
4

019-656-3708 ○

かつら内科クリニック 020-0866
岩手県盛岡市本宮字小板小瀬13-
2

019-658-1223 ○

いわて飯岡駅前内科クリニック 020-0866 岩手県盛岡市永井17-36-1 019-637-1177 ○

たにむらクリニック 020-0866
岩手県盛岡市本宮字小板小瀬13-
2

019-601-2990 ○

もりおか胃腸科内科クリニック 020-0871 岩手県盛岡市中ﾉ橋通2-3-2 019-606-6611 ○

工藤内科ハートクリニック 020-0871 岩手県盛岡市中ﾉ橋通1-7-13 019-653-6811 ○

いしい内科・糖尿病クリニック 020-0871
岩手県盛岡市中ﾉ橋通1-4-20
水晶堂ﾋﾞﾙ4F

019-601-2277 ○

鈴木内科医院 020-0872 岩手県盛岡市八幡町2-17 019-623-3038 ○

岡田消化器科内科医院 020-0875 岩手県盛岡市清水町3-5 019-622-4266 ○

遠山病院 020-0877 岩手県盛岡市下ﾉ橋町6-14 019-651-2111 ○ ○ ○

船山内科クリニック 020-0877 岩手県盛岡市下ﾉ橋町4-15 019-606-0812 ○

あべ神経内科クリニック 020-0878 岩手県盛岡市肴町6-6 019-606-3711 ○

さかもと整形外科 020-0881 岩手県盛岡市天神町11-3 019-623-8555 ○

加賀野消化器内科・内科クリニック 020-0881 岩手県盛岡市天神町11-8 019-604-1123 ○

川村内科医院 020-0883 岩手県盛岡市志家町4-4 019-651-6677 ○

栃内内科医院 020-0884 岩手県盛岡市神明町10-35 019-624-5277 ○

くろだ脳神経・頭痛
クリニック

020-0884 岩手県盛岡市神明町10-38 019-653-3522 ○

中村内科医院 020-0886 岩手県盛岡市若園町2-5 019-622-7103 ○

岩手県予防医学協会 020-8585 岩手県盛岡市北飯岡4-8-50 019-638-7185 ○ ○ ○

アビエスかんの
クリニック

021-0002 岩手県一関市中里字神明44-2 0191-34-8300 ○

いとう脳神経内科 021-0006 岩手県一関市上坊4-12 0191-21-8200 ○

中里クリニック 021-0008 岩手県一関市石畑6-29 0191-32-5888 ○
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佐藤循環器内科医院 021-0011 岩手県一関市山目町1-6-27 0191-23-9678 ○

一関中央クリニック 021-0021 岩手県一関市中央町2-4-2 0191-26-7251 ○

齊藤産婦人科医院 021-0021 岩手県一関市中央町2-9-20 0191-23-6946 ○

阿部内科クリニック 021-0027 岩手県一関市竹山町5-34 0191-23-2918 ○

寺崎内科胃腸科医院 021-0031 岩手県一関市青葉1-6-10 0191-23-6211 ○

千葉内科医院(山目) 021-0035 岩手県一関市山目字才天227 0191-25-3211 ○

中野内科循環器科
クリニック

021-0053 岩手県一関市山目字中野57-1 0191-33-2311 ○

西城医院 021-0221 岩手県一関市舞川字中里65 0191-28-2393 ○

木村消化器内科 021-0821 岩手県一関市三関字仲田32-3 0191-21-1311 ○

岡崎整形外科 021-0821 岩手県一関市三関字仲田156 0191-23-7000 ○

産婦人科野田 021-0852 岩手県一関市字沢21 0191-23-0608 ○

桂島医院 021-0867 岩手県一関市駅前22 0191-21-8883 ○

西城病院 021-0871 岩手県一関市八幡町2-43 0191-23-3636 ○

そばた脳神経クリニック 021-0882 岩手県一関市上大槻街4番45号 0191-21-1175 ○

昭和病院 021-0885 岩手県一関市田村町6-3 0191-23-2020 ○ ○

千和クリニック 021-0891 岩手県一関市桜木町3-19 0191-34-8811 ○

ちば内科診療所 022-0004
岩手県大船渡市猪川町字前田10-
9

0192-22-8990 ○ ○

医療法人社団創生会おとめがわ病
院

023-0003
岩手県奥州市水沢佐倉河字慶徳
27-1

0197-24-4148 ○

あてるい整形外科クリニック 023-0003
岩手県奥州市水沢佐倉河字東沖
の目91-1

0197-51-6788 ○

かじかわクリニック 023-0003
岩手県奥州市水沢佐倉河字慶徳
26-1

0197-47-4733 ○

ながの内科クリニック 023-0003
岩手県奥州市水沢佐倉河字五反
田92-1

0197-34-1161 ○

とみた脳神経外科耳鼻咽喉科医院 023-0021 岩手県奥州市水沢字欠ﾉ下12-3 0197-22-3000 ○

花山内科クリニック 023-0024 岩手県奥州市水沢字名残16-1 0197-25-8780 ○

佐藤クリニック 023-0034 岩手県奥州市水沢川口町27-3 0197-51-3333 ○

野呂外科泌尿器科医院 023-0052 岩手県奥州市水沢搦手丁24-6 0197-24-1111 ○
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小見レディースクリニック 023-0053 岩手県奥州市水沢大手町四丁目8 0197-24-6657 ○

桜井医院 023-0054 岩手県奥州市水沢字吉小路3 0197-23-7151 ○

井筒医院 023-0106 岩手県奥州市水沢羽田町久保5 0197-23-2971 ○

啓愛会　健診センター 023-0106 岩手県奥州市水沢羽田町久保5 0197-51-6817 ○

（社）啓愛会　美山病院 023-0132
岩手県奥州市水沢羽田町字水無
沢495-2

0197-24-2141 ○

奥州市国民健康保険大田代診療所 023-0171
岩手県奥州市江刺田原字大平
247-1

0197-32-2190 ○

奥州市国民健康保険まごころ病院 023-0401
岩手県奥州市胆沢南都田字大持
40

0197-46-2121 ○ ○ ○

小山診療所 023-0402
岩手県奥州市胆沢小山字道場36-
1

0197-47-0320 ○

見分森・丸田クリニック 023-0402
岩手県奥州市胆沢小山字川北35
番地1

0197-24-6546 ○

胃腸クリニック 023-0804
岩手県奥州市水沢字谷地明円53-
1

0197-25-5055 ○

武田整形外科医院 023-0806 岩手県奥州市水沢字日高西59-1 0197-24-7271 ○

鈴木内科消化器科クリニック 023-0811 岩手県奥州市水沢寺小路26-1 0197-51-6399 ○

医療法人本田胃腸内科外科 023-0816 岩手県奥州市水沢西町4-21 0197-23-7581 ○

レディースクリニック清水医院 023-0817 岩手県奥州市水沢宮下町40 0197-24-6647 ○

今野脳神経外科内科医院 023-0818 岩手県奥州市水沢字東町33-1 0197-24-1110 ○

亀井内科消化器クリニック 023-0825 岩手県奥州市水沢台町1-47 0197-24-3155 ○

石川内科循環器クリニック 023-0826 岩手県奥州市水沢中田町4-47 0197-22-5000 ○

千田整形外科クリニック 023-0827 岩手県奥州市水沢太日通り2-6-33 0197-25-3535 ○

平間産婦人科 023-0827 岩手県奥州市水沢太日通り2-2-3 0197-24-6601 ○

（医）清和会　奥州病院 023-0828
岩手県奥州市水沢東大通り一丁目
5-30

0197-25-5111 ○

内科板倉医院 023-0833
岩手県奥州市水沢上姉体六丁目
1-8

0197-28-1117 ○

おおとし消化器科整形外科 023-0841 岩手県奥州市水沢真城字塚31-3 0197-24-5131 ○

（社）石川病院 023-0851 岩手県奥州市水沢南町8-10 0197-25-6311 ○

木村外科内科クリニック 023-0857 岩手県奥州市水沢中上野町6-23 0197-22-6669 ○

ひばりが丘クリニック 023-0863 岩手県奥州市水沢川端20-3 0197-22-8228 ○
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さとう内科クリニック 023-0865 岩手県奥州市水沢字桜屋敷251 0197-51-1571 ○

玉澤リハビリ整形外科 023-1101
岩手県奥州市江刺岩谷堂字二本
木71-1

0197-35-8801 ○

及川整形外科クリニック 023-1102
岩手県奥州市江刺八日町一丁目
1-32

0197-35-2917 ○

（社）IFGいとうファミリークリニック 023-1103 岩手県奥州市江刺西大通り11-14 0197-35-0035 ○

菊地内科胃腸科こどもクリニック 023-1104
岩手県奥州市江刺豊田町二丁目
1-1

0197-35-2622 ○

たかはし内科医院 023-1111 岩手県奥州市江刺大通り1-30 0197-35-6668 ○

関谷医院 023-1111 岩手県奥州市江刺大通り5-20 0197-35-3511 ○

医療法人社団伊藤内科医院 023-1114 岩手県奥州市江刺川原町3-12 0197-35-4006 ○

柏木医院 023-1124 岩手県奥州市江刺六日町5-7 0197-35-2433 ○

ひらた外科内科クリニック 023-1131
岩手県奥州市江刺愛宕字観音堂
沖401-6

0197-31-1331 ○

奥州市国民健康保険梁川診療所 023-1341
岩手県奥州市江刺梁川字舘下50-
2

0197-37-2123 ○

奥州市国民健康保険米里診療所 023-1551
岩手県奥州市江刺米里字八幡72-
1

0197-38-2171 ○

奥州市国民健康保険伊手診療所 023-1761 岩手県奥州市江刺伊手字西風54 0197-39-2127 ○

しゅういちろう
内科クリニック

024-0004 岩手県北上市村崎野17-167-3 0197-72-6567 ○

むらさきのクリニック 024-0004 岩手県北上市村崎野15-150-1 0197-71-3555 ○

かさい睡眠呼吸器
クリニック

024-0011
岩手県北上市堤ｹ丘1-9-32
北良ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ1階

0197-61-6590 ○

松浦脳神経外科 024-0012 岩手県北上市常盤台1-21-10 0197-65-2332 ○

坂の上野田村太志クリニック 024-0021 岩手県北上市上野町4-2-15 0197-65-1111 ○

やご内科・循環器クリニック 024-0021 岩手県北上市上野町5-5 0197-72-7717 ○

中島医院 024-0024 岩手県北上市中野町3-2-8 0197-65-6151 ○

医療法人優親会及川脳
神経内科クリニック

024-0043 岩手県北上市立花10-28-1 0197-65-3811 ○

立正堂医院 024-0051 岩手県北上市相去町西野32-1 0197-67-2708 ○

千田クリニック 024-0052 岩手県北上市大堤北1-5-8 0197-71-2455 ○

いしかわ内科クリニック 024-0055 岩手県北上市大堤南1-1-25 0197-67-2288 ○

みなみ内科クリニック 024-0056 岩手県北上市鬼柳町荒高35-1 0197-62-3730 ○
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室岡医院 024-0061 岩手県北上市大通り3-5-6 0197-63-3311 ○

安部医院 024-0061 岩手県北上市大通り1-11-23 0197-64-2927 ○

いとう内科胃腸科医院 024-0061 岩手県北上市大通り3-1-9 0197-64-1795 ○

ちとせ医院 024-0061 岩手県北上市大通り2-1-22 0197-63-3780 ○

きたかみ駅前内科クリニック 024-0061
岩手県北上市大通り1-3-1
おでんせﾌﾟﾗｻﾞぐろｰぶ2階

0197-61-3372 ○ ○ ○

黄木医院 024-0071 岩手県北上市上江釣子15-60-2 0197-77-2211 ○

すがい胃腸科内科クリニック 024-0071 岩手県北上市上江釣子7-98-1 0197-71-5577 ○

日高見中央クリニック 024-0072 岩手県北上市北鬼柳22-46 0197-61-0888 ○ ○ ○

わたなべ脳神経
外科クリニック

024-0082 岩手県北上市町分18-96-1 0197-65-5777 ○

いわぶち脳神経
クリニック

024-0084 岩手県北上市さくら通り2-2-25 0197-65-3661 ○

田郷医院 024-0084 岩手県北上市さくら通り3-14-25 0197-72-7282 ○

さくらの内科クリニック 024-0091 岩手県北上市大曲町7-20 0197-61-5060 ○

医療法人萩笙会　柴田医院 024-0092 岩手県北上市新穀町1-6-10 0197-61-5130 ○

小豆嶋胃腸科内科クリニック 024-0094 岩手県北上市本通り4-13-6 0197-65-6006 ○

茂木内科医院 024-0094 岩手県北上市本通り1-7-12 0197-61-0222 ○

芳野内科医院 024-0094 岩手県北上市本通り1-3-22 0197-65-1811 ○

もとだて病院 025-0003 岩手県花巻市東宮野目13-1-1 0198-23-5131 ○

藤巻胃腸科内科
クリニック

025-0016 岩手県花巻市高木15-16-1 0198-23-0051 ○

高木丘クリニック 025-0016 岩手県花巻市高木18-61-2 0198-22-0103 ○

須田内科医院 025-0042
岩手県花巻市円万寺字下中野46-
4

0198-38-1121 ○

ささきクリニック 025-0053 岩手県花巻市中北万丁目836 0198-22-4116 ○

菊地内科クリニック 025-0067 岩手県花巻市浅沢83-3 0198-22-5900 ○

おばら内科・消化器内科クリニック 025-0077 岩手県花巻市仲町5-8 0198-41-3669 ○

とみつか脳神経外科クリニック 025-0082 岩手県花巻市御田屋町1-41 0198-23-2100 ○

さとう内科クリニック 025-0082 岩手県花巻市御田屋町4-28 0198-21-1511 ○
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総合花巻病院 025-0082 岩手県花巻市御田屋町4-56 0198-23-3311 ○

ゆかわ脳外科 025-0091 岩手県花巻市西大通り2-2-10 0198-24-2960 ○

熊谷内科胃腸科医院 025-0097 岩手県花巻市若葉町3-1-7 0198-22-1234 ○

湯本診療所 025-0304 岩手県花巻市湯本4-29-1 0198-27-2230 ○

金沢内科医院 027-0023 岩手県宮古市磯鶏沖15番20号 0193-63-6611 ○

医療法人おかだ外科内科クリニック 027-0025 岩手県宮古市実田二丁目5番10号 0193-71-2622 ○

伊東産婦人科医院 027-0066
岩手県宮古市田の神一丁目3番7
号

0193-64-4833 ○

ふじたファミリー
クリニック

027-0082 岩手県宮古市向町2番30号 0193-65-8211 ○

織笠内科医院 028-0114 岩手県花巻市東和町土沢8-332 0198-42-2515 ○

公益財団法人岩手県
対がん協会（すこや館）

028-0834 岩手県紫波郡矢巾町医大通2-1-6 019-618-0151 ○ ○ ○

いしどりや眼科 028-3101 岩手県花巻市石鳥谷町好地6-1 0198-45-6110 ○

石鳥谷駅前クリニック 028-3101
岩手県花巻市石鳥谷町好地7-
209-2

0198-46-2621 ○

宝陽病院 028-3111 岩手県花巻市石鳥谷町新堀15-23 0198-45-6500 ○

花巻市石鳥谷医療
センター

028-3163
岩手県花巻市石鳥谷町八幡5-47-
2

0198-29-5541 ○ ○ ○

加藤胃腸科内科医院 028-3303
岩手県紫波郡紫波町高水寺字中
田207

019-672-3699 ○

医療法人　はたふく医院 028-3305
岩手県紫波郡紫波町日詰字石田
3-2

019-672-2121 ○

川守田医院 028-3310
岩手県紫波郡紫波町日詰駅前1-
8-2

019-676-5553 ○

なおしま医院 028-3441
岩手県紫波郡紫波町上平沢字川
原田33-5

019-673-6967 ○

三愛病院附属
矢巾クリニック

028-3601
岩手県紫波郡矢巾町
大字高田11-25-2

019-697-1131 ○

髙宮消化器科内科医院 028-3603
岩手県紫波郡矢巾町大字西徳田
2-106-3

019-697-7030 ○

成田内科胃腸科医院 028-3614
岩手県紫波郡矢巾町大字又兵ｴ新
田8-101

019-698-1212 ○

こずかた診療所 028-3614
岩手県紫波郡矢巾町大字又兵ｴ新
田5-335

019-698-3033 ○

八角病院 028-4125
岩手県盛岡市好摩字夏間木70-
190

019-682-0201 ○ ○ ○

八角医院 028-4125 岩手県盛岡市好摩字夏間木101-2 019-682-0007 ○

秋浜内科クリニック 028-4132 岩手県盛岡市渋民字駅103番地 019-683-2333 ○
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渋民中央病院 028-4132 岩手県盛岡市渋民字大前田53-2 019-683-2336 ○

ひめかみ病院 028-4134 岩手県盛岡市下田字陣場41-10 019-683-2121 ○

佐渡医院 028-4307
岩手県岩手郡岩手町大字五日市
第10地割175番地15

0195-62-3211 ○

小鳥谷診療所 028-5221
岩手県二戸郡一戸町小鳥谷字中
屋敷上1-3

0195-34-3501 ○

いちのへ内科
クリニック

028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字野
田110-1

0195-33-2701 ○

小野寺内科医院 028-5312
岩手県二戸郡一戸町一戸字向町
148-1

0195-33-2505 ○

西島医院 028-5402 岩手県岩手郡葛巻町葛巻13-45-3 0195-66-2210 ○

国民健康保険葛巻病院 028-5402 岩手県岩手郡葛巻町葛巻16-1-1 0195-66-2311 ○

二戸市国民健康
保険金田一診療所

028-5711 岩手県二戸市金田一字馬場150 0195-27-2205 ○

おりそ内科循環器
クリニック

028-6101 岩手県二戸市福岡字長嶺35-4 0195-22-2251 ○

齋藤産婦人科医院 028-6103 岩手県二戸市石切所字森合33-5 0195-23-2505 ○

二戸クリニック 028-6103 岩手県二戸市石切所字森合32-1 0195-25-5770 ○

カシオペア医院 028-6105
岩手県二戸市堀野字大川原毛
134-5

0195-23-3331 ○

かわさきクリニック 028-6105 岩手県二戸市堀野字長地9-11 0195-26-9900 ○

二戸市国民健康
保険浄法寺診療所

028-6851 岩手県二戸市浄法寺町小池6-1 0195-38-2021 ○

森整形外科 028-7111
岩手県八幡平市大更25地割117番
地2

0195-76-2318 ○

八幡平市立病院 028-7111
岩手県八幡平市大更第25地割328
番地1

0195-76-3111 ○

エールクリニック八幡平 028-7112 岩手県八幡平市田頭37-103-1 0195-75-2355 ○

東八幡平病院 028-7303 岩手県八幡平市柏台2丁目8-2 0195-78-2511 ○

八幡平市立安代診療所 028-7534 岩手県八幡平市荒屋新町144-1 0195-72-3115 ○

洋野町国民健康
保険種市病院

028-7914 岩手県九戸郡洋野町種市23-27-2 0194-65-2127 ○

洋野町国民健康保険
大野診療所

028-8802 岩手県九戸郡洋野町大野8-83-4 0194-77-2100 ○

かわさきファミリークリニック 029-0202
岩手県一関市川崎町薄衣字久伝
38-1

0191-43-3770 ○

阿部医院 029-0302 岩手県一関市東山町長坂字町379 0191-47-3898 ○

ひがしやま病院 029-0303
岩手県一関市東山町松川字卯入
道121

0191-48-2666 ○
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一関市国民健康
保険猿沢診療所

029-0431
岩手県一関市大東町猿沢字板倉
60-1

0191-76-2020 ○

もりあい内科クリニック 029-0803
岩手県一関市千厩町千厩字前田
96-9

0191-51-3322 ○

谷藤内科医院 029-0803
岩手県一関市千厩町千厩字町浦
185番地

0191-51-3355 ○

菜の花クリニック千厩 029-0803
岩手県一関市千厩町千厩字東小
田90 千厩ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙｴｽﾋﾟｱ内

0191-34-7787 ○

医療法人社団
元成会 遠藤医院

029-0803
岩手県一関市千厩町千厩字町浦
36

0191-53-2126 ○

奥玉診療所 029-1111
岩手県一関市千厩町奥玉字石の
御前8-1

0191-56-2751 ○

一関市国民健康
保険室根診療所

029-1201
岩手県一関市室根町折壁字八幡
沖117

0191-64-2127 ○

（社）啓愛会　美希病院 029-4201
岩手県奥州市前沢古城字丑沢上
野100

0197-56-6111 ○

下河辺胃腸科クリニック 029-4204 岩手県奥州市前沢字長檀101 0197-41-3761 ○

千田内科クリニック 029-4204 岩手県奥州市前沢向田1-16-3 0197-47-4571 ○

奥州市国民健康保険前沢診療所 029-4208 岩手県奥州市前沢字立石180-1 0197-41-3200 ○

たかはし内科胃腸科クリニック 029-4208 岩手県奥州市前沢字二十人町8-2 0197-41-3883 ○

田村川上医院 029-4208 岩手県奥州市前沢七日町裏86-1 0197-47-3946 ○

奥州市国民健康保険衣川診療所 029-4332 岩手県奥州市衣川古戸48-3 0197-52-3500 ○

加藤内科胃腸科医院 029-4503
岩手県胆沢郡金ヶ崎町西根古寺
71-1

0197-44-5737 ○

花憩庵クリニック 029-4503
岩手県胆沢郡金ヶ崎町西根谷来
浦46-1

0197-42-5001 ○

金ヶ崎町国民健康保険金ヶ崎診療
所

029-4503
岩手県胆沢郡金ヶ崎町西根鑓水
98

0197-44-2121 ○

赤坂医院 029-5505
岩手県和賀郡西和賀町湯本29-
66-4

0197-84-2121 ○

さわうち協立診療所 029-5611
岩手県和賀郡西和賀町沢内
字新町4-16-1

0197-85-3101 ○

町立西和賀さわうち病院 029-5612
岩手県和賀郡西和賀町沢内
字大野13-3-12

0197-85-3131 ○
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