
病院名 郵便番号 住所 TEL 備考

県立中央病院附属沼宮内地域診療センター 〒020-0066 岩手県盛岡市上田１丁目４番１号 0195-62-2511
小児は第2・4金曜日の
み

岩手沼宮内クリニック 〒028-4304 岩手町大字子抱第５地割６番地８号 0195-61-2025 小児は13歳以上

北上脳神経外科クリニック 〒028-4307 岩手町大字五日市第11地割79番地65 0195-61-3636

佐々木医院 〒028-4301 岩手町大字沼宮内第７地割４８番地１１ 0195-62-2234 午前のみ

佐藤整形外科クリニック 〒028-4303 岩手町大字江刈内第７地割１０番地１ 0195-68-7240 予約不要　小児は13歳以上

佐渡医院 〒028-4307 岩手町大字五日市第１０地割１７５番地１５ 0195-62-3211 予約不要

さわやかクリニック 〒028-4303 岩手町大字江刈内第１０地割４７番地２ 0195-62-2043 インフルエンザ外来のみ要予約

塚谷医院 〒028-4303 岩手町大字江刈内第１０地割４５番地１ 0195-62-1155 予約不要10/15日開始

和田医院 〒028-4201 岩手町大字川口第１２地割３番地３ 0195-65-2321 小児13歳以上

秋浜内科クリニック 〒028-4132 盛岡市渋民字駅103番地 019-683-2333

旭橋クリニック菊池循環器内科 〒020-0063 盛岡市材木町2－26　近三ビル3階 019-653-8511

あべ整形外科医院 〒020-0611 滝沢市巣子1156-22 019-688-1600

岩手県立中央病院　 〒020-0066 岩手県盛岡市上田１丁目４番１号 0195-62-2511 小児は13歳未満

臼井循環器呼吸器内科 〒020-0107 盛岡市松園2丁目2－10 019-662-9845

内丸病院 〒020-0015 盛岡市本町通１丁目12-7 019-654-5331

おおどおり鎌田内科クリニック 〒020-0022 盛岡市大通２丁目7-23 019-606-5161

荻野病院 〒020-0866 盛岡市本宮一丁目6番12号 019-637-0317

奥中山高原クリニック 〒028-5134 二戸郡一戸町奥中山字西田子1311 0195-35-2011

小野寺内科医院 〒028-5312 一戸町一戸字向町148-1 0195-33-2505

金井耳鼻咽喉科クリニック 〒020-0627 滝沢市狼久保689-5 019-694-9222

金子胃腸科内科 〒020-0403 盛岡市乙部13-135-3 019-696-2012

川久保病院 〒020-0835 盛岡市津志田26－30－1 019-635-1305

木村内科クリニック 〒020-0638 滝沢市土沢310-102 019-699-1260 小児は３歳以上

葛クリニック 〒020-0066 盛岡市上田４丁目20－59 019-651-5433

孝仁病院 〒020-0052 盛岡市中太田泉田28番地 019-656-2888

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

児島内科小児科医院 〒020-0122 盛岡市みたけ3丁目11-36 019-641－3310

子どもは未来もりおかこどもクリニック 〒020-0102 盛岡市上田字松屋敷11番地14 019-662-5656

こんの神経内科・脳神経外科クリニック 〒020-0632 滝沢市牧野林10１0－4 019-699-1111

さいとう小児科クリニック 〒020-0121 盛岡市月が丘2-2-60 019-643-7171

三愛病院 〒020-0121 盛岡市月が丘1丁目29-15 019-641-6633

渋民中央病院 〒028-4132 盛岡市渋民字大前田53－2 019-683-2336 小児は13歳以上

鈴木内科神経内科 〒020-0111 盛岡市黒石野2丁目9－58 019-661-2505

平舘クリニック 〒028-7405 八幡平市平舘11-10-10 0195-74-3120

高橋内科胃腸科クリニック 〒020-0611 滝沢市巣子1186-14 019-688-8111

髙松病院 〒020-0115 盛岡市館向町４番８号 019-624-2250

滝沢中央病院 〒020-0668 滝沢市鵜飼笹森42-2
019-684-
1151

小児は3歳以上

田中循環器内科クリニック 〒020-0834 盛岡市永井22地割29-6 019-632-1320

遠山病院 〒020-0877 盛岡市下ノ橋町6－14 019-651-2111 高齢者のみ

栃内第二病院 〒020-0778 滝沢市大釜吉水103－1 019-684-1111

栃内病院 〒020-0878 盛岡市肴町2－28 019-623-1316 高齢者のみ

都南病院 〒020-0832 盛岡市東見前6-40-1 019-638-7311

中津川病院 〒020-0003 盛岡市下米内二丁目4番12号 019-662-3252

なないろのとびら診療所 〒020-0861 盛岡市仙北2丁目1-20 019-601-3101

成島整形外科医院 〒028-4125 盛岡市好摩字上山１４-６６ 019-682-0001

南昌病院 〒028-3621 紫波郡矢巾町広宮沢1－2－181 019-697-5211

西島医院 〒028-5403 葛巻町葛巻第１3地割45番3 0195-66-2210
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下記医療機関と契約をしていますので、予約をしてから受けるようにしま
しょう。 
 



病院名 郵便番号 住所 TEL 備考

八幡平こどもクリニック 〒028-7111 八幡平市大更24-65-8 0195-75-2632

八幡平市国民健康保険西根病院 〒028-7112 八幡平市田頭22－79－1 0195-76-3111

東八幡平病院 〒028-7303 八幡平市柏台二丁目8－2 0195-78-2511

ひめかみ病院 〒028-4134 盛岡市下田陣場41-10 019-683-2121

ふくもりたこどもクリニック・アレルギー科 〒020-5312 二戸郡一戸町一戸字向町109 0195-43-3137

前多小児科クリニック 〒020-0034 盛岡市盛岡駅前通9番10号　丸善ビル5Ｆ 019-601-7478

松園第二病院 〒020-0103 盛岡市西松園三丁目22－3 019-662-0100

みうら小児科 〒020-0816 盛岡市中野一丁目16-10 019-622-9591

水沼内科循環器クリニック 〒020-0021 盛岡市中央通2-11-12 019-604-8002

三田記念病院 〒020-0807 盛岡市加賀野三丁目１４番１号 019-624-3251 診察を受けている人のみ

未来の風せいわ病院 〒020-0401 盛岡市手代森9－70－1 019-696-2055

みんなのクリニック 〒020-0122 盛岡市みたけ2丁目21-42 019-656-0165

盛岡医療センター 〒020-0133 盛岡市青山1丁目25－1 019-647-2195 11/1から実施

もりおか往診ホームケアクリニック 〒020-0857 盛岡市北飯岡３丁目20-3 019-614-0133

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

盛岡市立病院 〒020-0866 盛岡市本宮5丁目15-1 019-635-0101

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

盛岡友愛病院 〒020-0834 盛岡市永井12－10 019-638-2222

森整形外科 〒028-7111 八幡平市大更25-117-2 0195-76-2318

森田小児科医院 〒020-0117 盛岡市緑が丘4-1-50 019-662-3326

杜のこどもクリニック 〒020-0851 盛岡市向中野3-10-6 019-631-1160

八角医院 〒028-4125 盛岡市好摩夏間木１０１-２ 019-682-0007

八角病院 〒028-4125 盛岡市好摩夏間木７０-１９０ 019-682-0201

山口クリニック 〒020-0633 滝沢市穴口377-1 019-641-6818

山田小児科内科医院 〒020-0627 滝沢市狼久保688 019-688-4181

吉田内科呼吸器科医院 〒028-7111 八幡平市大更21-79-3 0195-70-1100

町
外
医
療
機
関


