
令和４年度　盛岡市　後期高齢者健康診査実施医療機関一覧（地区順）

No 医療機関名 電話番号 所在地

浅岸 かなやま内科医院 019-621-8680 盛岡市浅岸１－１２－２２

二宮内科クリニック 019-621-8181 盛岡市愛宕町２－４７

藤島内科医院 019-622-4453 盛岡市愛宕町４－１８

新田町 前川内科クリニック 019-624-3313 盛岡市新田町９－１１

おいかわ内科クリニック 019-622-7400 盛岡市上田１－１８－４６

澤田内科医院 019-654-1007 盛岡市上田１－６－１１

本間内科医院 019-622-5970 盛岡市上田２－２０－１３

中村医院 019-622-4542 盛岡市上田３－４－３８

葛クリニック 019-651-5433 盛岡市上田４－２０－５９

細井外科医院 019-624-2715 盛岡市大沢川原１－１－２

坂東内科クリニック 019-621-7227 盛岡市大沢川原１－３－１７

大館町 久保田医院 019-646-9090 盛岡市大館町２６－３

大通胃腸科内科 019-652-1825 盛岡市大通１－３－４

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

佐藤内科クリニック 019-626-1115 盛岡市大通３－１－２４第三菱和ビル４Ｆ

開運橋消化器内科クリニック 019-613-3336 盛岡市大通３－９－３

乙部 金子胃腸科内科 019-696-2012 盛岡市乙部１３－１３５－３

上太田 池田内科 019-659-0310 盛岡市上太田弘法清水１０－３

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

こたに内科・甲状腺クリニック 019-681ｰ8818 盛岡市上厨川字横長根７６－３

上堂 かなざわ内科クリニック 019-647-3057 盛岡市上堂１－１８－２４

ゆうあいの街クリニック 019-634-1100 盛岡市北飯岡１－２－２５

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

たけ循環器内科クリニック 019-656-5855 盛岡市北飯岡１－２－７０

もりおか往診ホームケアクリニック 019-613-6555 盛岡市北飯岡３－２０－３

岩手県予防医学協会 0570-00-7185 盛岡市北飯岡４－８－５０

北松園 内科クリニックすずき 019-662-2888 盛岡市北松園２－１５－４

清水町 岡田消化器科内科医院 019-622-4266 盛岡市清水町３－５

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

八角医院 019-682-0007 盛岡市好摩字夏間木１０１－２

八角病院 019-682-0201 盛岡市好摩字夏間木７０－１９０

菜園循環器内科医院 019-626-3211 盛岡市菜園１－４－７

公園通りクリニック 019-625-3008 盛岡市菜園1-6-13公園通りプラザビル2階

あべ菜園内科クリニック 019-623-7000 盛岡市菜園２－５－２９

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

境田町 池田外科・消化器内科医院 019-648-3200 盛岡市境田町５－１８

肴町 あべ神経内科クリニック 019-606-3711 盛岡市肴町６－６

志家 川村内科医院 019-651-6677 盛岡市志家町４－４

秋浜内科クリニック 019-683-2333 盛岡市渋民字駅１０３番地

渋民中央病院 019-683-2336 盛岡市渋民字大前田５３－２

下田 ひめかみ病院 019-683-2121 盛岡市下田字陣場４１－１０

船山内科クリニック 019-606-0812 盛岡市下ノ橋町４－１５

遠山病院 019-651-2111 盛岡市下ノ橋町６－１４

下米内 中津川病院 019-662-3252 盛岡市下米内２－４－１２

城西町 江村胃腸科内科医院 019-623-4035 盛岡市城西町７－３３

神明町 栃内内科医院 019-624-5277 盛岡市神明町１０－３５
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No 医療機関名 電話番号 所在地

神明町 くろだ脳神経・頭痛クリニック 019-653-3522 盛岡市神明町１０－３８

前九年 くどう医院 019-647-3251 盛岡市前九年３－１６－１５

なないろのとびら診療所 019-601-3101 盛岡市仙北２－１－２０

小豆嶋胃腸科内科クリニック 019-636-1503 盛岡市仙北３－１３－２０

おはようクリニック 019-662-0840 盛岡市高松２－２７－２７

大日向医院 019-662-5530 盛岡市高松２－９－９

森谷医院 019-663-1247 盛岡市高松３－１１－２９

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

館向町 高松病院 019-624-2250 盛岡市館向町４－8

あさくらクリニック 019-621-3322 盛岡市茶畑１－８－２

大澤クリニック 019-652-0038 盛岡市茶畑２－８－３

山田クリニック 019-654-3788 盛岡市中央通１－１３－８

ポランの内科クリニック 019-606-6010 盛岡市中央通１－７－２５朝日生命盛岡中央通ビル１Ｆ

水沼内科循環器クリニック 019-604-8002 盛岡市中央通２－１１－１２明治中央通ビル１Ｆ

ちばクリニック 019-605-8300 盛岡市中央通３－１－１０

メディケアプラザ中央通りクリニック 019-654-3781 盛岡市中央通３－１６－２３

かねこ内科クリニック 019-647-3333 盛岡市月が丘１－１－６３

中島内科クリニック 019-646-1903 盛岡市月が丘２－８－３０

白沢整形外科医院 019-645-3666 盛岡市月が丘３－４０－２８

盛岡南病院 019-638-2020 盛岡市津志田13-18-4

ながの脳神経クリニック 019-639-0123 盛岡市津志田１６－１７－２

川久保病院 019-635-1305 盛岡市津志田２６－３０－１

やまだ胃腸内科クリニック 019-614-0180 盛岡市津志田中央２－１８－３１

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

循環器内科金矢クリニック 019-601-2900 盛岡市津志田中央３－７－７

津志田西 大浦内科・歯科クリニック 019-639-3315 盛岡市津志田西２－１３－３

繋 盛岡つなぎ温泉病院 019-689-2101 盛岡市繋字尾入野６４－９

天昌寺 三船内科 019-646-2310 盛岡市天昌寺町９－１０

さかもと整形外科 019-623-8555 盛岡市天神町１１－３

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

盛岡友愛病院 019-638-2222 盛岡市永井１２－１０

いわて飯岡駅前内科クリニック 0149-637-1177 盛岡市永井17－36－1

小坂内科消化器科クリニック 019-605-6050 盛岡市永井１９－２５８－１

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

孝仁病院 019-656-2888 盛岡市中太田泉田２８

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

長田町 逢坂医院 019-622-6016 盛岡市長田町１０－３２

中野 ささき医院 019-653-0230 盛岡市中野１－２７－１０

いしい内科・糖尿病クリニック 019-601-2277 盛岡市中ノ橋通１－４－２０水晶堂ビル4Ｆ

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

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

あべ内科・消化器科クリニック 019-605-5311 盛岡市長橋町１７－４５

長橋皮ふ科クリニック 019-613-2121 盛岡市長橋町３８‐７

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

鈴木肛門外科・守口内科 019-624-0405 盛岡市名須川町16-14

赤坂病院 019-624-1225 盛岡市名須川町２９－２

大屋内科胃腸科クリニック 019-647-3255 盛岡市西青山１－１６－４３

平野医院 019-648-1395 盛岡市西青山２－１８－６０
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No 医療機関名 電話番号 所在地

西仙北 岩手県対がん協会いわて健康管理センター 019-635-8850 盛岡市西仙北1-17-18

西松園内科医院 019-662-1622 盛岡市西松園３－２２－１

松園第二病院 019-662-0100 盛岡市西松園３－２２－３

東安庭 ちだ内科・外科クリニック 019-604-3755 盛岡市東安庭１－２３－６０

東仙北 たかしクリニック 019-635-5110 盛岡市東仙北１－３－７

東見前 吉田消化器科内科 019-632-4600 盛岡市東見前８－２０－１６

東緑が丘 石井内科消化器科医院 019-662-1615 盛岡市東緑が丘２３－２６

内丸病院 019-654-5331 盛岡市本町通１－１２－７

栗原クリニック 019-654-7123 盛岡市本町通１－１６－４

たぐち脳神経外科クリニック 019-621-1234 盛岡市本町通１－４－１９

大手先内科循環器クリニック 019-651-2150 盛岡市本町通１－８－９

真山池田医院 019-623-7151 盛岡市本町通３－１９－３２

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

児島内科医院 019-641-3310 盛岡市みたけ３－１１－３６

みたけ消化器内科クリニック 019-641-8511 盛岡市みたけ４－１１－４６

盛岡さくらクリニック 019-645-3939 盛岡市みたけ４－３６－３２

久喜内科・脳神経内科医院 019-662-7177 盛岡市緑が丘3-2-34

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

見前ファミリークリニック 019-632-6300 盛岡市三本柳１２－２０－１

三本柳かんのクリニック 019-638-7070 盛岡市三本柳２３－１０－５

さとう胃腸科内科 019-635-0789 盛岡市向中野１－１１－２５

ゆい内科呼吸器科クリニック 019-631-1159 盛岡市向中野２－５４－１８

本宮Ｃクリニック 019-631-2381 盛岡市向中野3-10-3

まさと脳神経内科クリニック 019-601-5800 盛岡市向中野５－１８－３０

荻野病院 019-636-0317 盛岡市本宮１－６－１２

しんたろうクリニック 019-631-3110 盛岡市本宮１－９－１

鎌田内科クリニック 019-636-1725 盛岡市本宮２－２０－１

盛岡市立病院 019-635-0101 盛岡市本宮5-15-1

ブレスト齊藤外科クリニック 019-631-3770 盛岡市本宮６－１７－６

かつら内科クリニック 019-658-1223 盛岡市本宮字小板小瀬１３－２

たにむらクリニック 019-601-2990 盛岡市本宮字小板小瀬１３－２

なおや脳神経・頭痛クリニック 019-656-3708 盛岡市本宮字小板小瀬１３－４

盛岡駅西通 マリオス小林内科クリニック 019-621-5222 盛岡市盛岡駅西通２－９－１マリオス１１Ｆ

盛岡駅前おおば脳神経内科クリニック 019-626-4141 盛岡市盛岡駅前通１３－８

乳腺外科いしだ外科胃腸科クリニック 019-625-8777 盛岡市盛岡駅前通１４－９平戸屋ビル３Ｆ

八幡町 鈴木内科医院 019-623-3038 盛岡市八幡町２－１７

もりた整形外科 019-652-5858 盛岡市山岸１－３－８

原田内科脳神経機能クリニック 019-662-7533 盛岡市山岸３－２－１山岸中央ビル１Ｆ

若園町 中村内科医院 019-622-7103 盛岡市若園町２－５
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