
指定医療機関（病院・診療所） （医療機関名称50音順） 令和５年３月１日時点

病院または診療所の名称 郵便番号 所在地 標榜している診療科名

赤坂病院 020-0016 名須川町29番２号 皮膚科、泌尿器科、内科、外科、性病科、歯科

いしい内科・糖尿病クリニック 020-0871 中ノ橋通一丁目４番20号 水晶堂ビル４階 内科、糖尿病内科、消化器内科、整形外科

いしかわ耳鼻咽喉科クリニック 020-0015 本町通一丁目12番10号 耳鼻咽喉科

医療法人　朝陽会 　わたなべおしりのクリニック 020－0866 本宮五丁目１番３号 肛門外科、胃腸内科、外科

医療法人　佐藤皮膚科医院 020-0133 青山三丁目７番30号 皮膚科

医療法人　正和会　みたけ眼科 020-0133 青山四丁目45番19号 眼科

医療法人　たかはし眼科 020-0866 本宮字小板小瀬13番地１ 眼科

医療法人　ながの　ながの脳神経クリニック 020-0835 津志田16地割17番２号 脳神経外科・神経内科・外科・整形外科・リハビリテーション科

医療法人　平野医院 020-0132 西青山二丁目18番60号 内科、泌尿器科、外科

医療法人　萌生堂　ヒロバランスクリニック 020-0107 松園二丁目37番10号 整形外科、内科、皮膚科

医療法人　歴程　ちばクリニック 020-0021 中央通三丁目１番10号 循環器科・内科

医療法人 　小笠原眼科クリニック 020-0114 高松三丁目10番12号 眼科

医療法人 　佐々木皮膚科 020-0114 高松二丁目３番50号 皮膚科

医療法人 　ちだ内科・外科クリニック 020-0824 東安庭一丁目23番60号 内科、外科、消化器科、肛門科、小児外科

医療法人一舟会　　みうら産婦人科医院 020-0855 盛岡市上鹿妻田貝11番地１ 産婦人科

医療法人社団　甲友会 　栗原クリニック 020-0015 本町通一丁目16番４号 内科、外科

医療法人社団　緑翠堂 　森眼科クリニック 020-0034 盛岡駅前通10番22号 眼科

医療法人社団 　髙松病院 020-0115 館向町４番８号 外科、内科、整形外科、麻酔科

医療法人社団恵仁会 　三愛病院 020-0121 月が丘一丁目29番15号 内科、泌尿器科、腎臓内科

医療法人杉の子会 　マリオス小林内科クリニック 020-0045 盛岡駅西通二丁目９番１号 マリオス11階 内科、呼吸器内科、アレルギー科、リウマチ科、リハビリテーション科

医療法人ながの 　ながの脳神経クリニック 020-0835 津志田16地割17番２ 脳神経外科、神経内科、整形外科、外科、リハビリテーション科

医療法人仁済会　鈴木肛門外科・守口内科 020-0016 盛岡市名須川町16番14号 呼吸器内科・アレルギー科

医療法人友愛会 　盛岡友愛病院 020-0834 永井12地割10番地

内科、外科、小児科、整形外科、泌尿器科、リウマチ科、呼吸器内科、
眼科、アレルギー科、循環器内科、脳神経内科、心療内科、呼吸器外
科、心臓血管外科、肛門外科、耳鼻咽喉科、放射線科、麻酔科、リハビ
リテーション科、皮膚科、歯科、小児歯科、矯正歯科、形成外科、婦人
科、乳腺外科、消化器内科、消化器外科、緩和ケア外科、肝臓内科

岩手県立中央病院 020-0066 上田一丁目４番１号 小児科

内丸メディカルセンター 020-0023 内丸１９番１号 皮膚科等

おおひら内科・循環器科クリニック 020-0064 梨木町２番２号 内科、循環器内科

加賀野消化器内科・内科クリニック 020-0881 天神町11番８号 消化器内科、内科

加藤アイクリニック 020-0011 三ツ割五丁目７番11号 眼科

かねこ内科クリニック 020-0121 月が丘一丁目１番63号 内科、胃腸科

川久保病院 020-0835 津志田26地割30番地１ 小児科

菅野小児科医院 020-0004 山岸二丁目11番36号 小児科

けやき整形外科クリニック 020-0066 上田一丁目１-35 整形外科

こたに内科・甲状腺クリニック 020-0143 上厨川字横長根７６－３ 内科・内分泌内科

小林眼科 020-0816 中野一丁目９番12号 眼科

近藤眼科医院 020-0875 清水町４番30号 眼科

さいとう耳鼻咽喉科医院 020-0117 緑が丘三丁目18番３号 耳鼻咽喉科

さいとう小児科クリニック 020-0121 月が丘二丁目２番60号 小児科

耳鼻咽喉科わたなべとしや診療室 020-0857 北飯岡１-２-67 耳鼻咽喉科

社会医療法人智徳会 　未来の風せいわ病院 020-0401 手代森９地割70番地１ 精神科

社会福祉法人岩手愛児会　子どもは未来もりおかこどもクリニック 020-0102 上田字松屋敷11番地14 小児科、小児歯科

社団医療法人　啓愛会　孝仁病院 020-0052 中太田泉田28番地
内科、皮膚科、整形外科、婦人科．外科、泌尿器科、乳腺外科、リウマ
チ科、リハビリテーション科、放射線科

社団医療法人久仁会 　内丸病院 020-0015 本町通一丁目12番７号
内科、循環器内科、消化器内科、外科、整形外科、リハビリテーション
科、肛門外科

白沢整形外科医院 020-0121 月が丘三丁目40番28号 整形外科、外科、リハビリテーション科、リウマチ科

鈴木整形外科 020-0866 本宮字石仏20番地１ 整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科、外科

せいの眼科クリニック 020-0871 中ノ橋通一丁目４番20号 水晶堂ビル３階 眼科

たぐち脳神経外科クリニック 020-0015 本町通一丁目４番19号 脳神経外科、外科、内科、整形外科、神経内科、リハビリテーション科

たにむらクリニック 020-0866 本宮小板小瀬１３－２ 外科・内科

独立行政法人 国立病院機構盛岡医療センター 020－0113 青山一丁目25番１号
内科、呼吸器科、消化器内科、循環器科、小児科、外科、アレルギー
科、整形外科、泌尿器科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、歯
科、リウマチ科

栃内病院 020-0878 肴町２番28号
整形外科、外科、内科、脳神経外科、形成外科、リハビリテーション科．
麻酔科

とみさわ甲状腺・乳腺のクリニック盛岡 020-0022 大通一丁目１番16号　岩手教育会館１Ｆ 頚部外科

内科クリニックすずき 020-0105 北松園二丁目15番４号
小児科、内科、アレルギー科、胃腸科、循環器科、神経内科、呼吸器
科、心療内科、人間ドッグ

なかつか消化器内科クリニック 020-0052 中太田新田25番地270 消化器内科

中村・北條クリニック 020-0864 西仙北一丁目32番15号 皮膚科

中村こどもクリニック 020-0143 上厨川字杉原50番地47 小児科

西島こどもクリニック 020-0066 上田一丁目19番11号 小児科、アレルギー科

西松園内科医院 020-0103 西松園三丁目22番地１ 内科、消化器内科、心療内科

二宮内科クリニック 020-0013 愛宕町２番47号 内科

はしもと眼科クリニック 020-0113 青山二丁目23番21号 眼科

本町石部眼科クリニック 020-0015 本町通一丁目９番32号 眼科

みうら小児科医院 020-0816 中野一丁目16番10号 小児科、アレルギー科

みたけ消化器内科クリニック 020-0122 みたけ四丁目11-46 内科、消化器内科

村田小児科医院 020-0885 紺屋町３番４号 小児科

むろおか骨粗鬆症・整形外科クリニック 020-0024 菜園一丁目１-11　エスビル菜園４階 整形外科、リウマチ科、ペインクリニック外科、老年内科

もりおか往診ホームケアクリニック 020-0857 北飯岡三丁目20番３号 内科、外科、消化器内科、循環器内科、神経内科、内視鏡内科

盛岡市立病院 020-0866 本宮五丁目15番１号
内科、糖尿病・代謝内科、脳神経内科、呼吸器内科、消化器内科、循環
器内科、腎臓内科、外科、脳神経外科、整形外科、皮膚科、泌尿器科、
眼科、放射線科、麻酔科、神経精神科、歯科

盛岡赤十字病院 020-8560 三本柳６地割１番地１ 小児科、小児外科

森田小児科医院 020-0117 緑が丘四丁目１番50号　 アスティ緑が丘１階 小児科

吉田小児科 020-0064 梨木町２番13号 小児科

吉田整形外科・リウマチ科クリニック 020-0015 本町通一丁目９番28号 整形外科、リウマチ科


