
診療・検査医療機関一覧

（令和４年1１月３０日現在）

URL

1
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 中津川病院 020-0003

盛岡市下米内二丁目４
番１２号

019-662-3252 ○
月～金
　15：00～17：00

・受診前に必ず電話連絡

2
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 原田内科脳神経機能クリニック 020-0004

盛岡市山岸三丁目２番
１号

019-662-7533 ○ ○ ○

月、水、木、金
　 9：00～17：00
火、土
　 9：00～12：00

・受診前に必ず電話連絡
・15歳（中学生）以下はPCR検査のみ可
能

3
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 菅野小児科医院 020-0004

盛岡市山岸二丁目１１
番３６号

019-622-4448 ○
月～土
　11：00～12：00

・受診前に必ず電話連絡
・ドライブスルー方式で行うため、車での
受診が必要

4
盛岡

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

月～水、金
　 9：00～11：30
　14：00～16：00
木、土
　 9：00～11：30

・受診前に必ず電話連絡

5
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 藤島内科医院 020-0013 盛岡市愛宕町４－１８ 019-622-4453 ○ ○

月～金　
　 9：00～12：00
　14：00～16：30
土
　 9：00～12：00

・受診前に必ず電話連絡

6
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 医療法人　黒川産婦人科医院 020-0013

盛岡市愛宕町２番５１
号

019-651-5066 ○

月～金
　 9：00～12：00
　15：00～17：00
土
　 9：00～12：00

・受診前に必ず電話連絡
・自院に通院している妊婦に限る

7
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 大手先内科循環器クリニック 020-0015

盛岡市本町通一丁目８
番９号

019-651-2150 ○ ○ ○

火～金
　 9：00～12：30
　14：00～17：30
第2～第4土
　 9：00～12：30
月（午前の時）
　 9：00～12：30
月（午後の時）
　14：00～18：00
休日当番医の時
　 9：00～17：00
月（全日診療の時）
　 9：00～12：30
　14：00～17：30

・発熱外来専用電話：090-7092-2468
・PCR検査の必要性は医師が判断
・受診前に必ず電話連絡

8
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 たぐち脳神経外科クリニック 020-0015

盛岡市本町通一丁目４
番１９号

019-621-1234 ○ ○ ○
月～金　
　 8：45～12：00
　14：00～17：00

○ ・受診前に必ず電話連絡

9
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 医療法人青樹会　内丸病院 020-0015

盛岡市本町通一丁目１
２番７号

019-654-5331 ○ ○ ○
月～金
　11：00～12：00

・受診前に必ず電話連絡

10
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 医療法人誠心会　真山池田医院 020-0015

盛岡市本町通三丁目１
９番３２号

019-623-7151 ○ ○

月、火、木、金
　 9：30～11：00
　14：30～16：00
水、土
　 9：30～11：00

・受診前に必ず電話連絡

所在地医療機関名 オン
ライン
診療可

診療形態

備考電話番号

対象患者

診療、検査時間医療機関・
センター紹

介患者

かかりつけ
患者

個別の相談
患者

初診時
の選定
療養費
の徴収

電話
診療
可

No. 医療圏 市町村 郵便番号

○受診の前に必ず医療機関に電話連絡し、受診可能な時間などを確認してください。 ※ 夜間休日は電話が繋がらない場合があります。

○受診可能な医療機関がない場合や夜間休日など電話が繋がらない場合は、受診・相談センター（019-651-3175）に御連絡ください。
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11
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 鈴木肛門外科・守口内科 020-0016

盛岡市名須川町１６番
１４号

019-656-7151 ○ ○

月、水、金
　 9：30～11：30
　14：30～17：00
火、木、土
　 9：30～11：30

○

・受診前に必ず電話連絡
・感染症室は完全予約制のため、事前に
電話がない場合は診療をお受けできま
せん。
・電話対応時間：月〜土曜/9:00-12:30、
月・水・金曜/14:00-17:00

12
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 赤坂病院 020-0016

盛岡市名須川町２９－
２

019-624-1225 ○

月～金
　 9：00～11：30
　14：00～17：30
土
　 9：00～11：30

・受診前に必ず電話連絡
・院内に入らず、車か専用の検査室で待
機
・病院の休診日は対応不可

13
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 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 ○

月～金
　 8：30～17：00
土
　 8：30～11：30

・受診前に必ず電話連絡

14
盛岡

(盛岡市)
盛岡市

メディケアプラザ中央通りクリニッ
ク

020-0021
盛岡市中央通三丁目１
６番２３号

019-654-3781 ○
月～金
　11：30～14：00

・受診前に必ず電話連絡

15
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 おおどおり鎌田内科クリニック 020-0022

盛岡市大通二丁目７番
２３号

019-606-5161 ○ ○

月、火、木、金
　 9：00～12：00
　15：00～17：00
水、土
　 9：00～12：00

○ ・受診前に必ず電話連絡

16
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 医療法人芝蘭会　いするぎ医院 020-0022

盛岡市大通三丁目３番
２２号

019-654-1411 ○ ○
月、火、木、金
　10：00～12：00
　14：00～16：00（金曜16：30）

・事前に電話連絡が必要
・駐車場で検査を行うため自車での来院
が可能な者に限る
・抗原検査のみ実施

17
盛岡

(盛岡市)
盛岡市

岩手医科大学附属内丸メディカ
ルセンター

020-0023 盛岡市内丸１９番１号 019-613-6111 ○ ○ ○

月～金
　 9：00～15：00
第1.4土曜日
　 9：00～10：00

・受診前に必ず電話連絡
・16歳以上に限る
・12月30日～１月３日、祝日、日曜、第
2.3.5土曜は受診不可

18
盛岡

(盛岡市)
盛岡市

むろおか骨粗鬆・整形外科クリ
ニック

020-0024
盛岡市菜園１－１１－
１エスビル菜園４階

019-613-2760 ○ ○

月～木
　11：00～12：00
土
　10：00～11：00

・受診前に必ず電話連絡
・駐車場や近隣駐車場サービス券はござ
いません
・エレベーターは使用できませんので、
階段で５階まで登ることが可能な方に限
る

19
盛岡

(盛岡市)
盛岡市

医療法人真哲会　亀楽町通クリ
ニック

020-0024
盛岡市菜園一丁目５番
１９号

019-651-1601 ○ ○

月、火、木、金
　 9：00～16：00
水、土
　 9：00～11：00

・受診前に必ず電話連絡

20
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 あべ菜園内科クリニック 020-0024

盛岡市菜園二丁目５番
２９号　菜園志和ビル２
階

019-623-7000 ○

月～水、金
　10：00～12：00
　15：00～17：00
木、土
　10：00～12：00

・受診前に必ず電話連絡
・かかりつけ患者に限る

21
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 坂東内科クリニック 020-0025

盛岡市大沢川原一丁
目３番１７号

019-621-7227 ○ ○

月、水～金
　 9：00～16：00
火、土
　 9：00～12：00

・受診前に必ず電話連絡
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22
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 池田外科・消化器内科医院 020-0041 盛岡市境田町５－１８ 019-648-3200 ○ ○ ○

月、火、木、金
　 9：30～11：30
　14：00～15：00

○ ・受診前に必ず電話連絡

23
盛岡

(盛岡市)
盛岡市

医療法人杉の子会　マリオス小
林内科クリニック

020-0045
盛岡市盛岡駅西通二
丁目９番１号　マリオス
１１階

019-621-5222 ○ ○

月～水、金
　 9：00～16：00
木、土
　 9：00～12：00

・受診前に必ず電話連絡

24
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 社団医療法人啓愛会　孝仁病院 020-0052 盛岡市中太田泉田２８ 019-656-2888 ○ ○

月～水、金
　 9：00～16：00
土
　 9：00～11：00

○ ・受診前に必ず電話連絡

25
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 なかつか消化器内科クリニック 020-0052

盛岡市中太田新田２５
番地２７０

019-613-2727 ○ ○

月～水、金
　 9：00～17：00
木、土
　 9：00～11：30

・受診前に必ず電話連絡

26
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 池田内科 020-0053

盛岡市上太田弘法清
水１０－３

019-659-0310 ○ ○ ○

月、火、木、金
　13：30～15：00
水、土
　10：30～11：30

・受診前に必ず電話連絡

27
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 盛岡つなぎ温泉病院 020-0055

盛岡市繋字尾入野６４
-９

019-689-2101 ○ ○ ○

月～金
　10：00～15：00
土（第1、第3）
　10：00～11：00

・受診前に必ず電話連絡

28
盛岡

(盛岡市)
盛岡市

すっきりクリニック高橋耳鼻咽喉
科

020-0063 盛岡市材木町４－３５ 019-606-1800 ○ ○ ○

月、火、木、金
　 9：00～16：00
水
　 9：00～12：00

・受診前に必ず電話連絡
・外来患者数により、検査可能件数は変
動

29
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 夕顔瀬内科産婦人科医院 020-0064 盛岡市梨木町６－１２ 019-622-6519 ○ ○

月、火、木、金
　 9：00～12：00
　14：15～17：00

○

・受診前に必ず電話連絡
・車での来院とし原則は車内で問診・検
査
・専用の検査室での問診・検査の場合あ
り（医師判断による）
・診療所の休診日は対応不可

30
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 吉田小児科 020-0064

盛岡市梨木町２番１３
号

019-652-1861 ○ ○ ○

月、火、木、金
　11：30～12：00
　17：00～17：30
水、土
　11：30～12：00

・受診前に必ず電話連絡
・小児に限る

31
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 おいかわ内科クリニック 020-0066

盛岡市上田一丁目１８
番４６号

019-622-7400 ○ ○ ○

月～水、金
　 9：00～12：00
　16：00～17：00
木、土
　 9：00～12：00

・受診前に必ず電話連絡
・午後の診療は電話による予約制

32
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 西島こどもクリニック 020-0066

盛岡市上田一丁目１９
番１１号

019-651-1369 ○ ○ ○
月、金
　12：30～13：00

・受診前に必ず電話連絡

33
盛岡

(盛岡市)
盛岡市

医療法人緑生会　西島産婦人科
医院

020-0066
盛岡市上田一丁目１９
番１１号

019-624-5855 ○
火、金
　14：00～14：30

・受診前に必ず電話連絡
・妊婦に限る

34
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 本間内科医院 020-0066

盛岡市上田二丁目２０
番１３号

019-622-5970 ○ ○ ○
月～金
　 9：00～13：00

・受診前に必ず電話連絡
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35
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 葛クリニック 020-0066

盛岡市上田四丁目２０
番５９号

019-651-5433 ○

月、水、木、土
　 9：00～12：00
火、金
　 9：00～16：00

・受診前に必ず電話連絡

36
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 ちえ内科・外科クリニック 020-0066 盛岡市上田1-1-19 019-601-6615 ○ ○ ○

月、火、木、金
　 9：00～18：00
水、土
　 9：00～12：00

○ ・受診前に必ず電話連絡

37
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 医療法人純研会　澤田内科医院 020-0066

盛岡市上田一丁目６番
１１号

019-654-1007 ○

月、火、木、金
　 9：00～11：30
　15：00～17：00
土
　 9：00～11：30

・事前に電話連絡が必要
・駐車場で検査を行うため自車での来院
が可能な者に限る
・かかりつけ患者に限る

38
盛岡

(盛岡市)
盛岡市

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
盛岡市上田字松屋敷１
１番地１４

019-656-1366 ○ ○
月～土
　　8：00～10：35

・受診前に必ず電話連絡

39
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 西松園内科医院 020-0103

盛岡市西松園三丁目２
２番１号

019-662-1622 ○ ○

月～水、金　
　 9：00～11：00
　14：00～16：00
木、土
　 9：00～11：00

・受診前に必ず電話連絡
・原則車で来院可能な方に限る
・徒歩圏内の方は診療可能

40
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 医療法人共生会松園第二病院 020-0103

盛岡市西松園３－２２
－３

019-662-0100 ○ ○ ○
月～金
　 9：30～11：30

○
・受診前に必ず電話連絡
・小児は応相談

41
盛岡

(盛岡市)
盛岡市

医療法人　禄三堂　臼井循環器
呼吸器内科

020-0107
盛岡市松園２－２－１
０

019-662-9845 ○ ○ ○

月～木
　10：30～11：30
　16：00～17：00
金、土
　10：30～11：30

・受診前に必ず電話連絡
・受付は診療・検査時間開始の30分前ま
で

42
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 松園第一病院 020-0111

盛岡市東黒石野３－２
－１

019-662-6111 ○ ○

月、火、木
　 8：30～11：30
　14：30～16：30
金、土
　 8：30～11：30

・受診前に必ず電話連絡

43
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 医療法人　鈴木内科神経内科 020-0111

盛岡市黒石野二丁目９
番５８号

019-661-2505 ○ ○

月、火、木、金
　 9：00～12：00
　14：00～15：00
土
　 9：00～12：00

○
・受診前に必ず電話連絡
・車で来院可能な方に限る
・高校生以上に限る

44
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 石井内科消化器科医院 020-0112

盛岡市東緑が丘２３－
２６

019-662-1615 ○ ○

月～金
　12：00～13：00
　17：00～18：00
土
　12：00～13：00

・受診前に必ず電話連絡
・16歳以上に限る

45
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 大日向医院 020-0114 盛岡市高松２－９－９ 019-662-5530 ○ ○ ○

月～金
　 9：00～16：00
土
　 9：00～13：00

・受診前に必ず電話連絡
・電話受付は診療時間内に限る



診療・検査医療機関一覧

（令和４年1１月３０日現在）

URL

所在地医療機関名 オン
ライン
診療可

診療形態

備考電話番号

対象患者

診療、検査時間医療機関・
センター紹

介患者

かかりつけ
患者

個別の相談
患者

初診時
の選定
療養費
の徴収

電話
診療
可

No. 医療圏 市町村 郵便番号

○受診の前に必ず医療機関に電話連絡し、受診可能な時間などを確認してください。 ※ 夜間休日は電話が繋がらない場合があります。

○受診可能な医療機関がない場合や夜間休日など電話が繋がらない場合は、受診・相談センター（019-651-3175）に御連絡ください。

46
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 森谷医院 020-0114

盛岡市高松３－１１－
２９

019-663-1247 ○ ○

月～水、金
　12：00～12：30
　17：30～18：00
木、土
　12：00～12：30

・受診前に必ず電話連絡

47
盛岡

(盛岡市)
盛岡市

社会医療法人みやま会　盛岡観
山荘病院

020-0114
盛岡市高松四丁目２０
番４０号

019-661-2685 ○ ○
月～金
　 9：00～16：00

・受診前に必ず電話連絡

48
盛岡

(盛岡市)
盛岡市

わたなべ内科・脳神経内科クリ
ニック

020-0114
盛岡市高松三丁目９番
８号

019-605-1117 ○

月～水、金
　 9：00～11：00
　14：00～16：00
木、土
　 9：00～11：00

・受診前に必ず電話連絡
・自院通院中の患者に限る
・自動車内での検査

49
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 高松病院 020-0115 盛岡市館向町４番８号 019-624-2250 ○ ○

月～金
　 8：30～17：00

・受診前に必ず電話連絡

50
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 森田小児科医院 020-0117

盛岡市緑が丘４－１－
５０

019-662-3326 ○ ○

月、火、木、金
　 9：00～16：30
水、土
　 9：00～11：00

○
・受診前に必ず電話連絡
・小児に限る

51
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 えいづか内科胃腸科クリニック 020-0117

盛岡市緑が丘４－１－
７

019-663-7788 ○ ○

月～水、金
　 9：00～11：30
　14：30～15：30
木、土
　 9：00～10：15

○
・受診前に必ず電話連絡（12：30～14：00
は電話問合わせの対応不可）

52
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 久喜内科・脳神経内科医院 020-0117

盛岡市緑が丘３丁目２
番３４

019-662-7177 ○ ○

月、火、木、金
　10：00～12：00
　15：00～17：00
水、土
　10：00～12：00

・受診前に必ず電話連絡
・車で来院・検査

53
盛岡

(盛岡市)
盛岡市

医療法人清香会　さいとう耳鼻咽
喉科医院

020-0117
盛岡市緑が丘三丁目１
８番３号

019-662-0708 ○ ○
月～水
　14：00～14：30

・受診前に必ず電話相談

54
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 かねこ内科クリニック 020-0121

盛岡市月が丘１－１－
６３

019-647-3333 ○ ○

月～水、金
　 9：00～11：00
　14：30～16：00
木、土
　 9：00～11：00

・受診前に必ず電話連絡
・原則、車で来院・検査

55
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 三愛病院 020-0121

盛岡市月が丘１－２９
－１５

019-641-6633 ○ ○

月～金
　 9：00～11：00
　14：00～15：00
土
　 9：00～11：00

・受診前に必ず電話連絡
・16歳以上に限る

56
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 さいとう小児科クリニック 020-0121

盛岡市月が丘二丁目２
番６０号

019-643-7171 ○ ○

月～水、金
　 9：30～12：00
  14：30～17：30
木、土
　 9：30～12：00

・受診前に必ず電話連絡

57
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 児島内科医院 020-0122

盛岡市みたけ三丁目１
１番３６号

019-641-3310 ○ ○

月、火、木、金
　 9：30～12：00
　14：00～16：00
水、土
　 9：30～12：00

・受診前に必ず電話連絡



診療・検査医療機関一覧

（令和４年1１月３０日現在）

URL

所在地医療機関名 オン
ライン
診療可

診療形態

備考電話番号

対象患者

診療、検査時間医療機関・
センター紹

介患者

かかりつけ
患者

個別の相談
患者

初診時
の選定
療養費
の徴収

電話
診療
可

No. 医療圏 市町村 郵便番号

○受診の前に必ず医療機関に電話連絡し、受診可能な時間などを確認してください。 ※ 夜間休日は電話が繋がらない場合があります。

○受診可能な医療機関がない場合や夜間休日など電話が繋がらない場合は、受診・相談センター（019-651-3175）に御連絡ください。

58
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 盛岡さくらクリニック 020-0122

盛岡市みたけ四丁目３
６番３２号

019-645-3939 ○ ○ ○

月、火、木、金
　 9：00～17：00
水、土
　 9：00～12：00

○ ○
https://www.morioka-
sakura.com/

・受診前に必ず電話連絡

59
盛岡

(盛岡市)
盛岡市

医療法人宏和会　みんなのクリ
ニック

020-0122
盛岡市みたけ２丁目２
１番４２

019-656-0165 ○
月、火、木、金
　 9：00～11：00

・受診前に必ず電話連絡
・午前中のみ対応
・訪問診療中は対応困難な場合あり
・感染室がないため、自家用車で来院可
能な方のみ対応

60
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 かなざわ内科クリニック 020-0125

盛岡市上堂１－１８－
２４

019-647-3057 ○ ○

月～水、金
　11：00～12：00
　15：00～16：00
土
　11：00～12：00

○ ・受診前に必ず電話連絡

61
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 くどう医院 020-0127

盛岡市前九年３－１６
－１５

019-647-3251 ○ ○

月、水
　11：00～12：00
　17：00～18：00
火、木
　10：00～12：00
金
　11：00～12：00
土
　11：00～13：00

・受診前に必ず電話連絡

62
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 大屋内科胃腸科クリニック 020-0132

盛岡市西青山一丁目１
６番４３号

019-647-3255 ○ ○
月～金
　10：30～11：30
　15：30～17：00

・事前に電話連絡が必要
・自車での来院が可能な者に限る

63
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 佐藤耳鼻咽喉科医院 020-0133

盛岡市青山三丁目６番
３号

019-646-5557 ○ ○
火、木、金
　13：00～14：30

・受診前に必ず電話連絡
・検査希望時は電話にて要相談（記載の
時間以外でも可能時あり）

64
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 国立病院機構盛岡医療センター 020-0133

盛岡市青山一丁目２５
－１

019-647-2195 ○ ○ ○
月～金
　13：30～15：30

・受診前に必ず電話連絡

65
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 医療法人　平野医院 020-0133

盛岡市西青山二丁目１
８番６０号

019-648-1395 ○
月～水、金
　15：00～16：00

○
・受診前に必ず電話連絡
・車で来院できる方に限る

66
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 はしもと眼科クリニック 020-0133

盛岡市青山二丁目２３
番２１号

019-648-3000 ○ ○

火、木
　14：00～17：00
水、金
　15：30～17：00

・受診前に必ず電話連絡

67
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 みやもと内科クリニック 020-0143

盛岡市上厨川字杉原１
０１番地４

019-601-3810 ○ ○

月、火、木、金
　11：00～13：00
　16：00～18：00
水、土
　11：00～13：00

・受診前に必ず電話連絡

68
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 こたに内科・甲状腺クリニック 020-0143

盛岡市上厨川字横長
根７６番３号

019-681-8818 ○ ○ ○

月、火、金
　 9：00～13：30
　15：30～18：00
水
　 9：00～13：30
　15：30～20：00
土
　 9：00～13：30

・受診前に必ず電話連絡



診療・検査医療機関一覧

（令和４年1１月３０日現在）

URL

所在地医療機関名 オン
ライン
診療可

診療形態

備考電話番号

対象患者

診療、検査時間医療機関・
センター紹

介患者

かかりつけ
患者

個別の相談
患者

初診時
の選定
療養費
の徴収

電話
診療
可

No. 医療圏 市町村 郵便番号

○受診の前に必ず医療機関に電話連絡し、受診可能な時間などを確認してください。 ※ 夜間休日は電話が繋がらない場合があります。

○受診可能な医療機関がない場合や夜間休日など電話が繋がらない場合は、受診・相談センター（019-651-3175）に御連絡ください。

69
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 中村こどもクリニック 020-0143

盛岡市上厨川字杉原５
０番地４７

019-648-7711 ○ ○

月、火、木、金
　 9：00～11：00
　15：00～17：00
水、土
　 9：00～12：00

・受診前に必ず電話連絡

70
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 あべ内科・消化器科クリニック 020-0146

盛岡市長橋町１７－４
５

019-605-5311 ○ ○

月、火、木、金
　10：00～12：00
　15：00～17：00
水、土
　10：00～12：00

・受診前に必ず電話連絡

71
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 久保田医院 020-0147

盛岡市大館町２６番１
０号

019-646-9090 ○ ○ ○

月、火、木、金
　 9:30～11:00
　14:30～16:30
水、土
　 9:30～11:30

・受診前に必ず電話連絡

72
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 未来の風せいわ病院 020-0401

盛岡市手代森９地割７
０番地１

019-696-2055 ○ ○
月～金
　 8：30～17：00

・受診前に必ず電話連絡

73
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 金子胃腸科内科 020-0403

盛岡市乙部１３－１３５
－３

019-696-2012 ○ ○

月～水、金
　14：30～15：30
木、土
　11：00～12：00

・受診前に必ず電話連絡
・火曜日はワクチン接種により時間変更
あり

74
盛岡

(盛岡市)
盛岡市

一般財団法人岩手済生医会　三
田記念病院

020-0807
盛岡市加賀野三丁目１
４番１号

019-624-3251 ○

月～木
　14：00～16：00
金
　15：00～16：00

・受診前に必ず電話連絡

75
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 みうら小児科医院 020-0816

盛岡市中野１－１６－
１０

019-622-9591 ○ ○
月～金
　11：00～14：00

・受診前に必ず電話連絡
・電話連絡時に検査時間を指定
・小児に限る

76
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 大澤クリニック 020-0822

盛岡市茶畑二丁目８番
３号

019-652-0038 ○ ○

月～金
　 9：00～17：30
土
　 9：00～12：00

○ ・受診前に必ず電話連絡

77
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 医療法人　あさくらクリニック 020-0822

盛岡市茶畑一丁目８番
２号

019-621-3322 ○ ○

月、火、木、金
　10：00～16：00
水、土
　10：00～12：00

・受診前に必ず電話連絡
・来院後は車で待機、車内で診療・検査
を行います

78
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 ちだ内科・外科クリニック 020-0824

盛岡市東安庭１－２３
－６０

019-604-3755 ○ ○ ○

月～木
　 9：00～11：30
　15：00～16：30
金、第2、4日曜
　 9：00～11：30

・受診前に必ず電話連絡

79
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 渡辺耳鼻咽喉科アレルギー科 020-0831

盛岡市三本柳９地割３
１番地６

019-638-3387 ○ ○ ○

月～水、金
　10：00～11：00
　15：00～16：00
木、土
　10：00～11：00

・受診前に必ず電話連絡



診療・検査医療機関一覧

（令和４年1１月３０日現在）

URL

所在地医療機関名 オン
ライン
診療可

診療形態

備考電話番号

対象患者

診療、検査時間医療機関・
センター紹

介患者

かかりつけ
患者

個別の相談
患者

初診時
の選定
療養費
の徴収

電話
診療
可

No. 医療圏 市町村 郵便番号

○受診の前に必ず医療機関に電話連絡し、受診可能な時間などを確認してください。 ※ 夜間休日は電話が繋がらない場合があります。

○受診可能な医療機関がない場合や夜間休日など電話が繋がらない場合は、受診・相談センター（019-651-3175）に御連絡ください。

80
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 三本柳かんのクリニック 020-0831

盛岡市三本柳２３地割
１０－５

019-638-7070 ○ ○ ○

月～木
　 9：30～12：00
　14：30～17：30
金、土
　 9：30～12：00

・受診前に必ず電話連絡（要当日電話予
約。インターネット予約不可）

81
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 小林小児科クリニック 020-0831

盛岡市三本柳１１－１
２－４

019-638-0404 ○ ○ ○

月～水、金
　 9：00～12：00
　15：30～17：30
木、土
　 9：30～12：00

・受診前に必ず電話連絡
・小児に限る
・濃厚接触者で有症状者を優先

82
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 吉田消化器科内科 020-0832

盛岡市東見前８－２０
－１６

019-632-4600 ○ ○ ○

月、火、木、金　
　11：00～12：00
　16：30～17：30
水、土
　11：00～12：00

・受診前に必ず電話連絡

83
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 都南病院 020-0832

盛岡市東見前６－４０
－１

019-638-7311 ○
月～金
　 9：00～15：00

・受診前に必ず電話連絡

84
盛岡

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

月～金
　13：50～16：00

・受診前に必ず電話連絡
・予約は9：00～11：00
・16歳以上に限る

85
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 小坂内科消化器科クリニック 020-0834

盛岡市永井１９－２５８
－１

019-605-6050 ○ ○ ○

月～水、金
　 9：00～11：30
　15：00～17：00
土
　 9：00～11：30

・受診前に必ず電話連絡
・受診前にホームページからweb問診の
登録をお願いします
・車での来院必須（車内待機のため）

86
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 いわて飯岡駅前内科クリニック 020-0834

盛岡市永井１７地割３
６番地１

019-637-1177 ○ ○

月～水、金
　 9：00～17：30
木
　 9：00～12：00
土
　 8：00～12：00

○ ○
https://iiokaekimae.co
m/

・受診前に必ず電話連絡

87
盛岡

(盛岡市)
盛岡市

盛岡医療生活協同組合川久保
病院

020-0835
盛岡市津志田２６-３０
-１

019-635-1305 ○ ○ ○

月、火、木
　 9：00～12：10
　15：00～16：45
　（小児科は14：00～）
水
　 9：00～12：10
　15：00～16：45
金、土
　 9：00～12：10

・受診前に必ず電話連絡

88
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 大浦内科・歯科クリニック 020-0836

盛岡市津志田西二丁
目１３番３号

019-639-3315 ○ ○

月、火、木、金
　 9：00～17：00
水
　 9：00～11：30
土
　 9：00～11：30
　14：00～15：00

・受診前に必ず電話連絡



診療・検査医療機関一覧

（令和４年1１月３０日現在）

URL

所在地医療機関名 オン
ライン
診療可

診療形態

備考電話番号

対象患者

診療、検査時間医療機関・
センター紹

介患者

かかりつけ
患者

個別の相談
患者

初診時
の選定
療養費
の徴収

電話
診療
可

No. 医療圏 市町村 郵便番号

○受診の前に必ず医療機関に電話連絡し、受診可能な時間などを確認してください。 ※ 夜間休日は電話が繋がらない場合があります。

○受診可能な医療機関がない場合や夜間休日など電話が繋がらない場合は、受診・相談センター（019-651-3175）に御連絡ください。

89
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 やまだ胃腸内科クリニック 020-0838

盛岡市津志田中央二
丁目１８番３１号

019-614-0180 ○ ○

月～水、金
　 9：00～11：00
　14：00～16：00
木、土
　 9：00～12：00

○ ・受診前に必ず電話連絡

90
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 循環器内科金矢クリニック 020-0838

盛岡市津志田中央３－
７－７

019-601-2900 ○ ○

月、火、木、金
　 9：00～12：30
　14：00～17：30
水、土
　 9：00～12：30

○ ・受診前に必ず電話連絡

91
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 まさと脳神経内科クリニック 020-0851

盛岡市向中野５丁目１
８番３０

019-601-5800 ○ ○ ○

月、火、木、金
　15：00～17：00
水、土
　10：00～12：00

・受診前に必ず電話連絡

92
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 杜のこどもクリニック 020-0851

盛岡市向中野三丁目１
０番６号

019-631-1160 ○ ○ ○

月、火、木、金
　11：00～13：00
　17：00～18：00
水
　11：00～13：00

・受診前に必ず電話連絡

93
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 村井産婦人科小児歯科医院 020-0851

盛岡市向中野字道明５
５

019-636-2211 ○ ○
月～土
　12：00～14：00

・受診前に必ず電話連絡
・定期受診患者に限る

94
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 ゆい内科呼吸器科クリニック 020-0851

盛岡市向中野２－５４
－１８

019-634-1159 ○ ○ ○

月、火、木、金
　 9：00～11：00
　14：00～16：00
水
　 9：00～11：00

・受診前に必ず電話連絡

95
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 医療法人ＭＭＴ　本宮Ｃクリニック 020-0851

盛岡市向中野三丁目１
０番３号

019-631-2381 ○ ○

月、火、木、金
　12：00～14：30
水、土
　12：00～13：30

○

・受診前に必ず電話連絡
・自家用車で来院していただき、診療・検
査は駐車場で行います
・18歳以上に限る

96
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 医療法人　さとう胃腸科内科 020-0851

盛岡市向中野一丁目１
１番２５号

019-635-0789 ○ ○

月、火、木、金
  11：00～12：00
　16：00～17：00
水、土
　11：00～12：30

・受診前に必ず電話連絡
・症状がある方に限る
・必ず車で来院すること

97
盛岡

(盛岡市)
盛岡市

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１

019-658-1139 ○
月、火、木、金
　15：00～17：00

・受診前に必ず電話連絡
・自院に通院している妊婦に限る

98
盛岡

(盛岡市)
盛岡市

もりおか往診ホームケアクリニッ
ク

020-0857
盛岡市北飯岡３－２０
－３

019-614-0133 ○ ○ ○
月、水～金
　14：00～15：30

・受診前に必ず電話連絡
・医療機関・センター紹介患者は在宅患
者に限る

99
盛岡

(盛岡市)
盛岡市

医療法人百帆会　耳鼻咽喉科　
わたなべとしや診療室

020-0857
盛岡市北飯岡一丁目２
番６７号

019-656-4133 ○ ○
月～水、金
　14：00～14：30

・受診前に必ず電話連絡
・基本的にかかりつけ患者のみ対応
・花粉症等の繁忙期は検査対応不可
・外来混雑状況により検査が実施できな
い場合あり

100
盛岡

(盛岡市)
盛岡市

医療法人友愛会　ゆうあいの街
クリニック

020-0857
盛岡市北飯岡一丁目２
番２５号

019-634-1119 ○
月、火、木、金
　11：00～12：00

・事前に電話連絡が必要
・かかりつけ患者に限る

101
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 なないろのとびら診療所 020-0861

盛岡市仙北二丁目１番
２０号

019-601-3101 ○ ○ ○
月～金
　10：00～12：00

・受診前に必ず電話連絡
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102
盛岡

(盛岡市)
盛岡市

医療法人慶友会小豆嶋胃腸科
内科クリニック

020-0861
盛岡市仙北三丁目１３
番２０号

019-636-1503 ○ ○
月～水、金
　 9：00～11：00
　14：00～16：00

・受診前に必ず電話連絡

103
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 よしだクリニック 020-0864

盛岡市西仙北１－３０
－５０－１０３

019-635-8341 ○ ○ ○
火、水、木、金
　11：30

○

・小児とその家族に限る
・受診前に必ず電話連絡（事前連絡なし
で受診した場合、対応不可）
・院内感染防止のため屋外で待機してい
ただきますので、車での受診が必要

104
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 荻野病院 020-0866

盛岡市本宮一丁目６番
１２号

019-636-0317 ○ ○ ○
月～金
　 8：30～12：30
　13：30～16：30

○ ・受診前に必ず電話連絡

105
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 かつら内科クリニック 020-0866

盛岡市本宮字小板小
瀬１３－２

019-658-1223 ○ ○

月、火、木、金
　 9：00～11：00
　14：00～17：00
水、土
　 9：00～11：00

○ ・受診前に必ず電話連絡

106
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 鎌田内科クリニック 020-0866

盛岡市本宮２－２０－
１

019-636-1725 ○ ○
月、火、木、金
　16：15～16：45

・受診前に必ず電話連絡
・12歳以上に限る

107
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 盛岡市立病院 020-0866

盛岡市本宮５－１５－
１

019-635-0101 ○ ○ ○
月～金
　 9：00～11：00
　14：00～16：00

○
https://www.morioka-
city-hosp.jp/

・受診前に必ず電話連絡
・小児科、婦人科は対応不可

108
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 しんたろうクリニック 020-0866

盛岡市本宮一丁目９番
１号

019-631-3110 ○ ○

月、火、木、金
　 9：00～12：00
　15：00～17：00
水、土
　 9：00～12：00

・受診前に必ず電話連絡

109
盛岡

(盛岡市)
盛岡市

医療法人翼友会　なおや脳神
経・頭痛クリニック

020-0866
盛岡市本宮字小板小
瀬１３番地４

019-656-3708 ○ ○
月、火、木、金
　14：30～16：00

・事前に電話連絡が必要
・18歳以上のかかりつけ患者に限る
・自車での来院が可能な方に限る
・有症状者のみ

110
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 工藤内科ハートクリニック 020-0871

盛岡市中ノ橋通１－７
－１３

019-653-6811 ○ ○

月、火、木、金　
　 9：30～11：30
　15：00～17：00
水、土
　 9：30～11：30

○ ・受診前に必ず電話連絡

111
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 鈴木内科医院 020-0872 盛岡市八幡町２－１７ 019-623-3038 ○ ○

月～金
　11：30～13：00
　16：30～18：00
土
　11：30～13：00

・受診前に必ず電話連絡
・受診歴のある方か近隣の方に限る

112
盛岡

(盛岡市)
盛岡市

医療法人健育会　岡田消化器科
内科医院

020-0875 盛岡市清水町３番５号 019-622-4266 ○ ○
月、火、木、金
　 9：00～16：00

・受診前に必ず電話連絡

113
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 遠山病院 020-0877

盛岡市下ノ橋町６－１
４

019-651-2111 ○ ○ ○

月、火、木、金
　 9：00～16：00
水
　 9：00～12：30

○
https://www.toyama-
byouin.jp/index.html

・受診前に必ず電話連絡

114
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 今井産婦人科内科クリニック 020-0877

盛岡市下ノ橋町１番５
号

019-623-4881 ○

月～金
　13：00～14：00
土
　13：00～14：00

○
・受診前に必ず電話連絡
・かかりつけの妊婦に限る
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115
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 医療法人巖心会　栃内病院 020-0878 盛岡市肴町２番２８号 019-623-1316 ○ ○

月
　15：00～16：00

・受診前に必ず電話連絡

116
盛岡

(盛岡市)
盛岡市

加賀野消化器内科・内科クリニッ
ク

020-0881
盛岡市天神町１１番８
号

019-604-1123 ○ ○ ○

月、火、金～日、祝日
　 9：30～13：30
　16：00～19：00
※ 水、木が祝日の場合は対応
可。その場合、前後に休診を振
替え。（HP確認）

・受診前に必ず電話連絡
・発熱、風邪症状のある方はドライブス
ルー対応

117
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 盛岡市夜間急患診療所 020-0884

盛岡市神明町３番２９
号

019-654-1080 ○ ○
月～日（祝日含む）
　19：00～21：00

・受診前に必ず電話連絡
・検査は予約が必要（電話受付20時30
分まで）

118
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 栃内内科医院 020-0884

盛岡市神明町１０－３
５

019-624-5277 ○ ○ ○

月、水、金
　11：00～13：00
　17：00～18：00
火、木
　11：30～12：30
　17：00～18：00
土
　11：30～12：30

・受診前に必ず電話連絡

119
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 ちば耳鼻咽喉科クリニック 020-0885 盛岡市紺屋町２－４ 019-623-3387 ○ ○

月～水、金
　13：00～15：00
木、土
　12：00～13：00

○ ○
https://www.chibaent-
clinic-morioka.com/

・受診前に必ず電話連絡

120
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 村田小児科医院 020-0885 盛岡市紺屋町３番４号 019-622-7132 ○ ○

月～水、金
　 8：30～12：00
　13：30～17：30
木、土
　 8：30～12：00

・受診前に必ず電話連絡
・小児に限る

121
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 産科婦人科吉田医院 020-0886 盛岡市若園町１０－４ 019-622-9433 ○ ○

月、火、木、金
　 9：00～11：00
　14：00～17：00
水
　 9：00～11：00
(会議等で対応不可の場合が
あるため要電話相談)

・受診前に必ず電話連絡
・妊婦とその関係者、かかりつけ患者に
限る

122
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 盛岡赤十字病院 020-8560

盛岡市三本柳６地割１
－１

019-637-3111 ○ ○ ○
月～金
　14：00～16：00

・受診前に必ず電話連絡

123
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 医療法人日新堂八角医院 028-4125

盛岡市好摩字夏間木１
０１－２

019-682-0007 ○ ○ ○
月～金
　 9：00～11：00
　14：00～16：00

・受診前に必ず電話連絡

124
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 医療法人日新堂八角病院 028-4125

盛岡市好摩字夏間木７
０-１９０

019-682-0201 ○ ○ ○
月～金
　14：00～16：00

・受診前に必ず電話連絡

125
盛岡

(盛岡市)
盛岡市

医療法人花門堂　秋浜内科クリ
ニック

028-4132
盛岡市渋民字駅１０３
番地

019-683-2333 ○ ○

月、火、木、金
　 8：30～17：00
水、土
　 8：30～11：00

・受診前に必ず電話連絡

126
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 渋民中央病院 028-4132

盛岡市渋民字大前田５
３番地２

019-683-2336 ○ ○
月～金
　14：00～16：30

・受診前に必ず電話連絡
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○受診の前に必ず医療機関に電話連絡し、受診可能な時間などを確認してください。 ※ 夜間休日は電話が繋がらない場合があります。

○受診可能な医療機関がない場合や夜間休日など電話が繋がらない場合は、受診・相談センター（019-651-3175）に御連絡ください。

127
盛岡

(盛岡市)
盛岡市 ひめかみ病院 028-4134

盛岡市下田字陣場４１
番地１０

019-683-2121 ○ ○

月、木、金
　11：30～12：30
　14：00～15：00
火、水
　13：00～15：00

○ ・受診前に必ず電話連絡

128
盛岡

(県央)
雫石町

公益財団法人　いわてリハビリ
テーションセンター

020-0503
岩手郡雫石町七ツ森１
６番地２４３

019-692-5800 ○
月、水
　13：30～15：30

・受診前に必ず電話連絡

129
盛岡

(県央)
雫石町 篠村医院 020-0524

岩手郡雫石町寺の下１
０５番地１２

019-692-5151 ○ ○
月～金
　15：00～16：00

・受診前に必ず電話連絡

130
盛岡

(県央)
雫石町 篠村泌尿器科クリニック 020-0524

岩手郡雫石町寺の下１
０２番地７

019-692-1285 ○ ○
月～土
　10：00～12：00

・事前に電話連絡が必要
・かかりつけや個別相談のあった透析患
者を検査対象と想定

131
盛岡

(県央)
雫石町 上原小児科医院 020-0536

岩手郡雫石町八卦１番
地１６

019-692-3907 ○ ○ ○

月～水、金
　 8：30～12：00
　14：00～17：30
木、土
　 8：30～12：00
休日当番医
　 8：30～12：00
　14：00～17：00

○ ○
http://www.kamihara-
shounika.jp/

・受診前に必ず電話連絡

132
盛岡

(県央)
雫石町 雫石大森クリニック 020-0541

岩手郡雫石町千刈田７
９番地２

019-691-2345 ○ ○ ○

月～金
　 8：45～17：00
第1、3、5土
　 8：45～12：30
休日当番日
　 8：45～17：00

・受診前に必ず電話連絡

133
盛岡

(県央)
雫石町 雫石町立雫石診療所 020-0542

岩手郡雫石町万田渡７
４番地１

019-692-3155 ○
月～金
　 8：30～11：00
　14：00～16：00

・受診前に必ず電話連絡

134
盛岡

(県央)
雫石町

社団医療法人　康生会　鶯宿温
泉病院

020-0573
岩手郡雫石町南畑第３
２地割字南桝沢２６５
番地

019-695-2321 ○ ○ ○
月～金
　 9：00～17：00

・受診前に必ず電話連絡

135
盛岡

(県央)
滝沢市 高橋内科胃腸科クリニック 020-0611

滝沢市巣子１１８６番
地１４

019-688-8111 ○ ○

月、火、木、金
　 8：30～12：00
　14：00～17：00
水、土
　 8：30～12：00

○
・受診前に必ず電話連絡
・中学生以上に限る

136
盛岡

(県央)
滝沢市 金井耳鼻咽喉科クリニック 020-0627

滝沢市狼久保６８９番
地５

019-694-9222 ○ ○

月～水、金
　 9：00～11：00
　15：00～16：00
木、土
　 9：00～11：00

・受診前に必ず電話連絡

137
盛岡

(県央)
滝沢市 医療法人　山口クリニック 020-0633

滝沢市穴口３７７番地
１

019-641-6818 ○ ○

月～水、金
　 9：00～12：00
　15：00～17：00
木、土
　 9：00～12：00

・受診前に必ず電話連絡
・小児とその保護者に限る



診療・検査医療機関一覧

（令和４年1１月３０日現在）

URL

所在地医療機関名 オン
ライン
診療可

診療形態

備考電話番号

対象患者

診療、検査時間医療機関・
センター紹

介患者

かかりつけ
患者

個別の相談
患者

初診時
の選定
療養費
の徴収

電話
診療
可

No. 医療圏 市町村 郵便番号

○受診の前に必ず医療機関に電話連絡し、受診可能な時間などを確認してください。 ※ 夜間休日は電話が繋がらない場合があります。

○受診可能な医療機関がない場合や夜間休日など電話が繋がらない場合は、受診・相談センター（019-651-3175）に御連絡ください。

138
盛岡

(県央)
滝沢市 植田内科消化器科医院 020-0633

滝沢市穴口１８３番地
３

019-643-5511 ○ ○

月～水、金
　10：00～11：00
　14：00～15：00
木、土
　10：00～11：00

・受診前に必ず電話連絡

139
盛岡

(県央)
滝沢市

医療法人北点舎　ゆとりが丘クリ
ニック

020-0638 滝沢市土沢５４１番地 019-699-1122 ○ ○

月、火、木、金
　10：00～11：30
　14：30～17：00
水
　10：00～11：30

・受診前に必ず電話連絡
・予約受付は当日中のみ
・車での来院必須（車内待機のため）

140
盛岡

(県央)
滝沢市 鵜飼こどもクリニック 020-0655

滝沢市鵜飼御庭田６５
番地２

019-613-6270 ○ ○ ○
月、火、木～土
　13：00～18：30

・事前に電話連絡が必要

141
盛岡

(県央)
滝沢市 滝沢中央病院 020-0664

滝沢市鵜飼笹森４２番
地２

019-684-1151 ○ ○
月～金
　 9：00～12：00
　14：00～17：00

・受診前に必ず電話連絡

142
盛岡

(県央)
滝沢市 栃内第二病院 020-0778

滝沢市大釜吉水１０３
番地１

019-684-1111 ○ ○
月～水、金
　14：00～15：30
　（祝日以外）

・受診前に必ず電話連絡

143
盛岡

(県央)
岩手町

盛岡医療生活協同組合　さわや
かクリニック

028-4303
岩手郡岩手町大字江
刈内第１０地割４７番
地２

0195-62-2043 ○ ○ ○

月、火、木、金
　 9：00～12：00
　15：00～17：00
水
　 9：00～12：00

○ ・受診前に必ず電話連絡

144
盛岡

(県央)
岩手町 医療法人朔北会　塚谷医院 028-4303

岩手郡岩手町大字江
刈内第１０地割４５番
地１

0195-62-1155 ○

月～水、金
　 9：00～12：30
　14：00～18：00
木、土
　 9：00～12：30

・受診前に必ず電話連絡

145
盛岡

(県央)
岩手町

医療法人青松会　岩手沼宮内ク
リニック

028-4304
岩手郡岩手町大字子
抱第５地割６番地８

0195-61-2025 ○
月～土
　 7：30～ 8：30
　12：00～13：00

・当院の透析患者のみ
・事前に電話連絡が必要

146
盛岡

(県央)
岩手町 佐渡医院 028-4307

岩手郡岩手町大字五
日市第１０地割１７５番
地１５

0195-62-3211 ○ ○

月～水、金
　14：00～16：00
木、土
　10：00～12：00
日、祝
　休診（当番医の日は月～水、
金に準じる）

・受診前に必ず電話連絡

147
盛岡

(県央)
岩手町

岩手県立中央病院附属沼宮内
地域診療センター

028-4307
岩手郡岩手町大字五
日市10-4-7

019-562-2511 ○ ○ ○
月～金
　11：00～12：00
　14：00～15：00

・受診前に必ず電話連絡

148
盛岡

(県央)
岩手町

医療法人明恵会　北上脳神経外
科クリニック

028-4307
岩手郡岩手町大字五
日市第１１地割７９番
地６５

0195-61-3636 ○ ○

月、火、木、金
　 9：00～18：00
水、土
　 9：00～12：30

・受診前に必ず電話連絡

149
盛岡

(県央)
葛巻町 葛巻町国民健康保険　葛巻病院 028-5402

岩手郡葛巻町葛巻第１
６地割１番地１

0195-66-2311 ○ ○
月～金
　14：00～17：00
　（祝日、年末年始は除く）

・受診前に必ず電話連絡
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○受診可能な医療機関がない場合や夜間休日など電話が繋がらない場合は、受診・相談センター（019-651-3175）に御連絡ください。

150
盛岡

(県央)
八幡平

市
八幡平市立病院 028-7111

八幡平市大更２５－３
２８－１

0195-76-3111 ○ ○ ○

月～金
　 9：00～16：30
※土日、祝日、年末年始を除く
（平日のみ）

・受診前に必ず電話連絡

151
盛岡

(県央)
八幡平

市
エールクリニック八幡平 028-7112

八幡平市田頭３７地割
１０３番地１

0195-75-2355 ○ ○ ○

月～水、金
　 8：45～13：30
　14：30～17：00
木、土
　 8：45～13：00

○ ○
http://yell-clinic-
hachimantai.com/

・受診前に必ず電話連絡

152
盛岡

(県央)
八幡平

市
東八幡平病院 028-7303

八幡平市柏台２－８－
２

0195-78-2511 ○ ○
月～金
　 9：00～12：00

・受診前に必ず電話連絡

153
盛岡

(県央)
八幡平

市
医療法人正康会　平舘クリニック 028-7405

八幡平市平舘第１１地
割１０番地１０

0195-74-3120 ○ ○ ○

月～水、金
　 8：00～11：00
　13：30～17：00
木、土
　 8：00～11：00

・受診前に必ず電話連絡

154
盛岡

(県央)
紫波町 渡辺内科医院 028-3305

紫波郡紫波町日詰字
下丸森１２２番地３

019-672-3667 ○ ○ ○

月
　 8：30～12：30
　14：00～14：30
火～金
　 8：30～12：30
土
　 8：30～12：00

・受診前に必ず電話連絡
・予約制（当日のみ受け付け）
・12：00受付終了
・車での来院必須（車内待機のため）
・小学生以上対象

155
盛岡

(県央)
紫波町 平井医院 028-3305

紫波郡紫波町日詰字
下丸森１３８番地２

019-672-3200 ○ ○

月～水、金
　14：00～15：00
木、土
　11：00～12：00

・受診前に必ず電話連絡

156
盛岡

(県央)
紫波町

医療法人社団つばめ　紫波中央
小児科

028-3318

紫波郡紫波町紫波中
央駅前二丁目３番地９
４　オガールセンター１
階

019-672-1110 ○ ○ ○
月～金 
　 9：00～12：00
　15：30～18：00

・受診前に必ず電話連絡

157
盛岡

(県央)
紫波町 医療法人清風会　なおしま医院 028-3441

紫波郡紫波町上平沢
字川原田３３番地５

019-673-6967 ○ ○

月～水、金
　 9：00～12：00
　15：00～17：00
木、土
　 9：00～12：00

○ ○
https://shiwa-
med.jp/medical/117

・受診前に必ず電話連絡

158
盛岡

(県央)
紫波町 志和診療所 028-3441

紫波郡紫波町上平沢
字川原５２番地

019-673-7805 ○

月～水、金
　 9：00～12：00
　15：00～16：30
木
　 9：00～12：00

・事前に電話連絡が必要
・かかりつけ患者に限る

159
盛岡

(県央)
紫波町

医療法人社団帰厚堂　こずかた
診療所

028-3614
紫波郡矢巾町大字又
兵エ新田第５地割３３５
番地

019-698-2015 ○ ○
月、木、金
　14：00～16：00

・事前に電話連絡が必要

160
盛岡

(県央)
矢巾町

医療法人社団恵仁会　三愛病院
附属矢巾クリニック

028-3601
紫波郡矢巾町大字高
田第１１地割２５番地２

019-697-1131 ○ ○
月、水～金
　15：00～16：30

・受診前に必ず電話連絡（問い合わせ可
能時間は9時～16時）
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161
盛岡

(県央)
矢巾町 髙宮消化器科内科医院 028-3603

紫波郡矢巾町大字西
徳田第２地割１０６番
地３

019-697-7030 ○ ○ ○

月、火、木、金
　 8：30～13：00
　14：00～17：45
水
　14：00～17：45
土
　 8：30～12：30

・受診前に必ず電話連絡
・受診前の電話連絡で受診時間を調整

162
盛岡

(県央)
矢巾町 けんたろうこどもクリニック 028-3603

紫波郡矢巾町西徳田
第５地割２番地４

019-656-1011 ○ ○

月～土
　 8：30～ 9：30（一般外来）
　 9：30～10：30（発熱外来、予
約制）
月、火、木、金
　15：00～17：15

○

・受診前に必ず電話連絡（発熱外来は完
全予約制）
・受付多数の場合、受付時間を早めに終
了する場合もある
・小児に限るが、受診する小児患者の親
まで相談に応じる

163
盛岡

(県央)
矢巾町

いしかわ耳鼻咽喉科めまいクリ
ニック

028-3615
紫波郡矢巾町大字南
矢幅第７地割４５５番
地

019-611-0133 ○ ○

月、火、木、金
　 9：00～12：00
　14：00～17：00
水、土
　 9：00～12：00

・受診前に必ず電話連絡

164
盛岡

(県央)
矢巾町 医療法人社団帰厚堂　南昌病院 028-3621

紫波郡矢巾町大字広
宮沢第１地割２番地１
８１

019-697-5211 ○ ○ ○
平日
　 9：15～17：00（休日除く）

・受診前に必ず電話連絡

165
盛岡

(県央)
矢巾町

みちのく療育園メディカルセン
ター

028-3623
紫波郡矢巾町大字煙
山第２４地割１番地

019-611-0600 ○
月～金
　11：00～12：00

・受診前に必ず電話連絡

166 中部 花巻市
医療法人英風会　藤巻胃腸科内
科クリニック

025-0016
花巻市高木第１５地割
１６番地１

0198-23-0051 ○ ○

月～水、金
　 9：00～12：00
　14：00～16：00
木、土
　 9：00～12：00

・受診前に必ず電話連絡

167 中部 花巻市 高木丘クリニック 025-0016
花巻市高木第１８地割
６１番地２

0198-22-0103 ○ ○ ○

月、金
　11：30～13：00
　16：45～17：15
水
　11：30～13：00

・受診前に必ず電話連絡

168 中部 花巻市 国立病院機構花巻病院 025-0033 花巻市諏訪５００ 0198-24-0511 ○
月～金
　 9：00～10：00
　13：00～14：00

・受診前に必ず電話連絡
・ドライブスルー方式に限る

169 中部 花巻市
医療法人ありむ会　恵ライフクリ
ニック

025-0037
花巻市太田第５１地割
２２１番地

0198-39-1133 ○ ○ ○

月、火、木、金
　11：30～12：00
　16：30～17：30
水、土
　11：30～12：30

・受診前に必ず電話連絡

170 中部 花巻市 中舘内科クリニック 025-0038
花巻市不動町二丁目１
番４号

0198-41-1515 ○ ○ ○

月～金
　11：00～12：00
　16：00～17：00
土
　11：00～12：00

○ ・受診前に必ず電話連絡
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○受診可能な医療機関がない場合や夜間休日など電話が繋がらない場合は、受診・相談センター（019-651-3175）に御連絡ください。

171 中部 花巻市 須田内科医院 025-0042
花巻市円万寺字下中
野４６番地４

0198-38-1121 ○ ○

月、火、木、金
　11：30～12：30
　16：00～17：00
水、土
　11：30～12：30

○
・受診前に必ず電話連絡
・ワクチン接種対応により診療・検査時
間が変更となる場合あり（要確認）

172 中部 花巻市
医療法人社団光寿会　ささきクリ
ニック

025-0053
花巻市中北万丁目８３
６番地

0198-22-4116 ○
月、火、木、金
　13：00～14：00

○ ・受診前に必ず電話連絡

173 中部 花巻市 医療法人菊地内科クリニック 025-0067 花巻市浅沢８３番３ 0198-22-5900 ○ ○
月～水、金
　13：00～14：00

・受診前に必ず電話連絡

174 中部 花巻市 医療法人　工藤医院 025-0073
花巻市一日市２番２７
号

0198-23-2715 ○
月、水、金
　11：30～12：30

・受診前に必ず電話連絡
・当院に通院の妊婦に限る

175 中部 花巻市
医療法人社団徳心会　花城循環
器クリニック

025-0075
花巻市花城町１２番１
１号

0198-21-3118 ○
月、火、木、金
　15：00～17：00

・受診前に必ず電話連絡

176 中部 花巻市 こどもみらいクリニック 025-0075
花巻市花城町１２番１
４号

0198-29-5666 ○ ○
火～土
　11：00～12：00
　17：00～18：00

・受診前に必ず電話連絡
・土曜日の午後は抗原検査のみ

177 中部 花巻市
医療法人啓悠会　おばら内科・消
化器内科クリニック

025-0077 花巻市仲町５番８号 0198-41-3669 ○ ○

月、火、木、金
　　8：45～12：30
　14：00～18：00
水、土
　　8：45～12：30

・受診前に必ず電話連絡

178 中部 花巻市 総合花巻病院 025-0082
花巻市御田屋町４－５
６

0198-23-3311 ○ ○
月～金
　 9：00～16：00

・受診前に必ず電話連絡
・ドライブスルー方式に限る

179 中部 花巻市
医療法人報恩会　とみつか脳神
経外科クリニック

025-0082
花巻市御田屋町１番４
１号

0198-23-2100 ○ ○ ○

月、火、木、金
　13：00～14：00
　17：30～18：30
水、土　
　12：30～13：30

○ ○
https://h051211188.o
makase-ifn.jp/

・受診前に必ず電話連絡

180 中部 花巻市
医療法人佐藤医院　さとう内科ク
リニック

025-0082
花巻市御田屋町４番２
８号

0198-21-1511 ○
月～水、金
　17：00～18：00

・受診前に必ず電話連絡

181 中部 花巻市
医療法人新輝会　循環器科・内
科　大平医院

025-0086
花巻市鍛治町７番１２
号

0198-23-5015 ○ ○ ○

月、火、金
　11：30～12：30
　16：00～17：00
水
　11：30～12：30
　17：00～18：00
土
　10：00～11：00

・受診前に必ず電話連絡

182 中部 花巻市
社団医療法人　川嶋小児科医院　
川嶋医院

025-0086
花巻市鍛治町１２番５
号

0198-23-5641 ○ ○

月～水、金
　11：00～12：00
　16：30～17：30
木、土
　11：00～12：00

・受診前に必ず電話連絡

183 中部 花巻市 まきた内科ハートクリニック 025-0091
花巻市西大通り２丁目
１１－８

0198-23-0211 ○ ○ ○

月、火、木、金
　 8：30～17：00
水、土
　 8：30～11：30

○ ・受診前に必ず電話連絡
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184 中部 花巻市
医療法人こたろう会　西大通り耳
鼻咽喉科医院

025-0091
花巻市西大通り一丁
目３０番９号

0198-21-1133 ○ ○

月～水、金
　12：00～14：00
土
　12：00～13：00

・受診前に必ず電話連絡

185 中部 花巻市 医療法人梟栄会　ゆかわ脳外科 025-0091
花巻市西大通り二丁
目２番１０号

0198-24-2960 ○ ○
月～土（土は第1、4、5のみ）
　12：00～13：00

・受診前に必ず電話連絡

186 中部 花巻市 医療法人　小原クリニック 025-0091
花巻市西大通り二丁
目２２番１５号

0198-22-3833 ○

月～水、金
　10：00～11：00
　15：00～16：00
木、土
　10：00～11：00

・事前に電話連絡が必要
・自院の透析患者に限る
・駐車場で検査を行うことがある

187 中部 花巻市
医療法人多喜乃　たきの内科・循
環器科クリニック

025-0092
花巻市大通り一丁目１
０番３０号

0198-21-4511 ○

月、火、木、金
　11：00～12：00
　16：00～17：00
水、土
　11：00～12：00

・受診前に必ず電話連絡
・当院通院中の患者に限る

188 中部 花巻市 熊谷内科胃腸科医院 025-0097
花巻市若葉町三丁目１
番７号

0198-22-1234 ○ ○

月、火、木、金
　11：00～12：00
　16：00～17：00
水、土
　10：30～11：30

○ ・受診前に必ず電話連絡

189 中部 花巻市 はじめこどもクリニック 025-0097
花巻市若葉町一丁目２
番３３号

0198-22-0822 ○ ○ ○
日、祝日を除く
　10：30～11：30
　16：00～16：30

○
・受診前に必ず電話連絡（受診30分前ま
でに）
・小児に限る

190 中部 花巻市
医療法人はるひこ会　すがさわ
外科内科クリニック

025-0312
花巻市二枚橋第６地割
４４０番地１

0198-26-5666 ○ ○ ○

月～水、金
　 8：30～12：00
　14：00～17：00
木、土
　8：30～12：00

○
・受診前に必ず電話連絡
・等温核酸増幅法（NEAR法）にて15分で
判定可能

191 中部 花巻市 医療法人恭栄会　織笠内科医院 028-0114
花巻市東和町土沢８区
３３２番地

0198-42-2515 ○ ○ ○
月～土
　 9：00～12：00

○ ・受診前に必ず電話連絡

192 中部 花巻市 岩手県立東和病院 028-0115
花巻市東和町安俵６区
７５番地１

0198-42-2211 ○ ○ ○
月～金
　 9：00～16：00

○ ・受診前に必ず電話連絡

193 中部 花巻市 石鳥谷駅前クリニック 028-3101
花巻市石鳥谷町好地
第７地割２０９番地２

0198-46-2621 ○ ○ ○

月、火、木、金
　 9：00～11：30
　14：30～17：00
水、土
　 9：00～11：30

・受診前に必ず電話連絡

194 中部 花巻市
医療法人慎仁会　さとう消化器科
内科クリニック

028-3101
花巻市石鳥谷町好地
第１６地割９番地５

0198-45-5111 ○ ○

月～水、金
　11：00～12：00
　15：00～16：00
木、土
　11：00～13：00

・受診前に必ず電話連絡

195 中部 花巻市 社団医療法人啓愛会　宝陽病院 028-3111
花巻市石鳥谷町新堀
第１５地割２３番地

0198-45-6500 ○ ○ ○
火、水、金～日
　13：30～15：00

○ ・受診前に必ず電話連絡

196 中部 花巻市 花巻市石鳥谷医療センター 028-3163
花巻市石鳥谷町八幡
第５地割４７－２

0198-45-3111 ○ ○ ○
月～金
　 9：00～11：00
　14：00～16：00

・受診前に必ず電話連絡

197 中部 北上市 花北病院 024-0004
北上市村崎野１６地割
８９番地１

0197-66-2311 ○ ○
月～水、金
　15：00～17：00

・受診前に必ず電話連絡
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198 中部 北上市 むらさきのクリニック 024-0004
北上市村崎野１５－１
５０－１

0197-71-3555 ○ ○ ○

月、火、木、金
　10：00～17：00
水、土
　10：00～12：00

・受診前に必ず電話連絡

199 中部 北上市 岩手県立中部病院 024-0004
北上市村崎野１７地割
１０番地

0197-71-1511 ○ ○ ○
月～金
　13：00～15：00

○ ・受診前に必ず電話連絡

200 中部 北上市 しゅういちろう内科クリニック 024-0004
北上市村崎野１７地割
１６７番地３

0197-72-6567 ○ ○

月～水、金
　 8：30～12：00
　14：00～17：30
木、土
　 8：30～12：30

・受診前に必ず電話連絡

201 中部 北上市 小野寺こども医院 024-0004
北上市村崎野１５地割
３５４番地２

0197-81-6660 ○ ○

月～木　
　11：00～11：30
　15：30～16：00
日
　16：00～16：30

・受診前に必ず電話連絡

202 中部 北上市
医療法人社団北良会　かさい睡
眠呼吸器クリニック

024-0011
北上市堤ヶ丘一丁目９
番３２号　北良メディカ
ルセンター１階

0197-61-6590 ○ ○

月、火、木、金
　11：00～12：00
　15：00～16：00
水
　11：00～12：00

・受診前に必ず電話連絡
・自家用車での来院が必要
・到着後に電話連絡を行うため、通話可
能な携帯電話（QRコードを用いた問診を
行うため、なるべくスマートフォン）が必要

203 中部 北上市
医療法人アンビシャス　坂の上野　
田村太志　クリニック

024-0021
北上市上野町4丁目2-
15

0197-65-1111 休止中 休止中

204 中部 北上市 中島医院 024-0024
北上市中野町三丁目
2-8

0197-65-6151 ○ ○

月、火、木、金
　 9：00～11：30
　14：00～17：30
水
　 9：00～11：30
土
　 9：00～12：00

・事前に電話連絡が必要
・駐車場で検査を行うため自車での来院
が可能な方に限る

205 中部 北上市 ホームケアクリニックえん 024-0031
北上市青柳町二丁目５
番１５号

0197-61-5160 ○ ○
月～金
　 9：00～18：00

・受診前に必ず電話連絡

206 中部 北上市 医療法人　斎藤産婦人科医院 024-0034
北上市諏訪町二丁目６
番３７号

0197-64-2136 ○ ○
月～金
　12：00～14：00

・受診前に必ず電話連絡
・妊婦に限る

207 中部 北上市
医療法人優親会　及川脳神経内
科クリニック

024-0043
北上市立花１０地割２
８番地１

0197-65-3811 ○ ○

月、水～金
　 9：00～11：30
　14：00～16：30
火、土
　 9：00～11：30

・受診前に必ず電話連絡

208 中部 北上市 医療法人社団　立正堂医院 024-0051
北上市相去町西野３２
番地１

0197-67-2708 ○ ○

月～水、金
　 9：00～12：00
　14：00～17：30
木、土
　 9：00～12：00

・受診前に必ず電話連絡

209 中部 北上市 千田クリニック 024-0052
北上市大堤北一丁目５
番８号

0197-71-2455 ○ ○

月～水、金
　11：00～12：00　
　15：00～17：00
木、土
　11：00～12：00

・受診前に必ず電話連絡

対応一時休止

対応一時休止
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210 中部 北上市 いしかわ内科クリニック 024-0055
北上市大堤南一丁目１
番２５号

0197-67-2288 ○ ○

月、火、木、金
　10：00～12：00
　14：30～16：00
水、土
　10：00～12：00

・受診前に必ず電話連絡

211 中部 北上市 みなみ内科クリニック 024-0056
北上市鬼柳町荒高３５
番１号

0197-62-3730 ○ ○ ○

月～水、金
　 9：00～13：00
　15：00～18：00
木、土
　 9：00～13：00

○
・受診前に必ず電話連絡
・電話診療は再診のみ可能です

212 中部 北上市
医療法人室岡整形外科医院　室
岡医院

024-0061
北上市大通り三丁目５
番６号

0197-63-3311 ○ ○ ○

月～水、金
　10：30～11：30
　15：00～17：00
木
　10：30～11：30

○ ○
http://www.murooka-
clinic.jp/

・受診前に必ず電話連絡

213 中部 北上市 安部医院 024-0061
北上市大通り一丁目１
１番２３号

0197-64-2927 ○ ○

月～水、金
　 8：30～11：00
　14：00～17：00
木、土
　 8：30～11：00

・受診前に必ず電話連絡

214 中部 北上市
医療法人都鳥会　とどり小児科
医院

024-0061
北上市大通り四丁目３
番５号

0197-64-1603 ○ ○ ○

月、水、木
　 8：30～12：30
　14：30～18：45
金
　 8：30～12：30
　15：30～18：45
土、日
　 8：30～12：30
　14：00～17：00

○

・受診前に必ず電話連絡
・検査時間
月、水、木　 9：30～11：00、14：30～15：
30
金　 9：30～11：00、15：00～16：00
土　 9：30～11：00、14：00～15：30
日・当番医　 8：00～10：30、13：30～15：
30

215 中部 北上市 医療法人　ちとせ医院 024-0061
北上市大通り二丁目１
番２２号

0197-63-3780 ○ ○
月～金
　10：00～11：30

・受診前に必ず電話連絡
・自院通院中の患者に限る

216 中部 北上市 いとう内科胃腸科医院 024-0061
北上市大通り三丁目１
番９号

0197-64-1795 ○

月、火、木、金
　16：00～17：00
水、土
　10：00～11：00

○

・受診前に必ず電話連絡
・中学生以上に限る
・院内に入らず自家用車で検査(徒歩・タ
クシー不可)
・到着後の連絡のため携帯電話必須

217 中部 北上市 黄木医院 024-0071
北上市上江釣子１５地
割６０番地２

0197-77-2211 ○ ○

月、火、木、金
　 9：00～12：00
　14：00～18：00
水、土
　 9：00～12：00

・受診前に必ず電話連絡

218 中部 北上市 ひらのこどもクリニック 024-0071
北上市上江釣子１７地
割２１９番地１

0197-71-5800 ○ ○

月、火、木、金　
　11：00～12：00
土
　10：00～12：00

・受診前に必ず電話連絡

219 中部 北上市 菅整形外科医院 024-0071
北上市上江釣子１６地
割５１番地２

0197-77-5110 ○ ○
月、火、木、金
　14：00～16：00

・受診前に必ず電話連絡
・中学生以上に限る
・院内に入らず自家用車で検査（徒歩・タ
クシー不可）
・到着後の連絡のため携帯電話必須



診療・検査医療機関一覧

（令和４年1１月３０日現在）

URL

所在地医療機関名 オン
ライン
診療可

診療形態

備考電話番号

対象患者

診療、検査時間医療機関・
センター紹

介患者

かかりつけ
患者

個別の相談
患者

初診時
の選定
療養費
の徴収

電話
診療
可

No. 医療圏 市町村 郵便番号

○受診の前に必ず医療機関に電話連絡し、受診可能な時間などを確認してください。 ※ 夜間休日は電話が繋がらない場合があります。

○受診可能な医療機関がない場合や夜間休日など電話が繋がらない場合は、受診・相談センター（019-651-3175）に御連絡ください。

220 中部 北上市 みずかわ耳鼻咽喉科医院 024-0071
北上市上江釣子１５地
割２１３番地

0197-72-6760 ○ ○

月、火、木、金
  10：00～12：00
　14：00～16：00
水、土
　10：00～12：00

○ ・受診前に必ず電話連絡

221 中部 北上市
医療法人祐恭会　すがい胃腸科
内科クリニック

024-0071
北上市上江釣子７地割
９８番地１

0197-71-5577 ○ ○

月、火、木、金
　14：00～15：00
水、土
　11：00～12：00

・受診前に必ず電話連絡

222 中部 北上市
医療法人社団敬和会　日高見中
央クリニック

024-0072
北上市北鬼柳２２地割
４６番地

0197-61-0888 ○ ○ ○

月～金
　 9：00～11：30
　14：00～17：30
土、祝日、休日当番医
　 9：00～11：30
　14：00～16：30

○ ○
http://keiwakai.sakura.
ne.jp/keiwakai/clinic/

・受診前に必ず電話連絡

223 中部 北上市 ささもり耳鼻咽喉科医院 024-0083
北上市柳原町三丁目１
１番１６号

0197-64-6644 ○ ○
月～金
　15：00～16：00

○ ・受診前に必ず電話連絡

224 中部 北上市 医療法人　きたかみ腎クリニック 024-0083
北上市柳原町四丁目１
５－９

0197-61-5700 ○

月～水、金　
　10：00～15：00
木、土
　10：00～12：00

・受診前に必ず電話連絡
・自院の透析患者に限る

225 中部 北上市 田郷医院 024-0084
北上市さくら通り三丁
目１４番２５号

0197-72-7282 ○
火～金
　15：00～17：00

・受診前に必ず電話連絡
・自家用車内で待機し、携帯電話で連絡

226 中部 北上市
医療法人アイ・メディカル　いとう
小児科クリニック

024-0084
北上市さくら通り一丁
目５番１１号

0197-61-5155 ○ ○
月～水、金、土
　11：00～12：00

・受診前に必ず電話連絡
・小児に限る

227 中部 北上市
医療法人至仁　いわぶち脳神経
クリニック

024-0084
北上市さくら通り二丁
目２番２５号

0197-65-3661 ○ ○
月～土
　10：00～12：00

・受診前に必ず電話連絡

228 中部 北上市 さくらの内科クリニック 024-0091
北上市大曲町７番２０
号

0197-61-5060 ○ ○

月、火、木、金
　11：00～12：00
　15：00～16：00
水、土
　11：00～12：00

・受診前に必ず電話連絡

229 中部 北上市
きたかみ皮膚科スキンケアクリ
ニック

024-0091 北上市大曲町１番２号 0197-64-6003 ○ ○
火
　15：00～17：00

・受診前に必ず電話連絡
・駐車場で検査を行うため自車での来院
が可能な方に限る

230 中部 北上市 医療法人萩笙会　柴田医院 024-0092
北上市新穀町一丁目６
番１０号

0197-61-5130 ○ ○ ○

月～水、金
　 8：30～11：00
　14：00～15：00
土
　 8：30～11：00

・受診前に必ず電話連絡

231 中部 北上市
医療法人慶正会小豆嶋胃腸科
内科クリニック

024-0094
北上市本通り四丁目１
３番６号

0197-65-6006 ○ ○
月、火、木、金
　 9：30～11：30
　13：30～16：30

・受診前に必ず電話連絡

232 中部 北上市 医療法人十全堂　茂木内科医院 024-0094
北上市本通り一丁目７
番１２号

0197-61-0222 ○ ○
月～水、金　
　10：00～12：00
　14：00～16：00

○ ・受診前に必ず電話連絡



診療・検査医療機関一覧

（令和４年1１月３０日現在）
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○受診の前に必ず医療機関に電話連絡し、受診可能な時間などを確認してください。 ※ 夜間休日は電話が繋がらない場合があります。

○受診可能な医療機関がない場合や夜間休日など電話が繋がらない場合は、受診・相談センター（019-651-3175）に御連絡ください。

233 中部 北上市 芳野内科医院 024-0094
北上市本通り一丁目３
番２２号

0197-65-1811 ○ ○

月～水、金
　 8：30～11：00
　14：00～16：00
木、土
　 8：30～11：00

・受診前に必ず電話連絡

234 中部 北上市 根本小児科医院 024-0095 北上市芳町６番５号 0197-63-4687 ○ ○
月～土
　11：00～12：00

・受診前に必ず電話連絡

235 中部 北上市
恩賜財団済生会北上済生会病
院

024-8506
北上市九年橋３丁目１
５番３３号

0197-64-7722 ○ ○

月、火、木、金
　 9：00～17：00
水
　13：30～17：00

・感染症指定医療機関であり、受け入れ
体制が他院と異なるため、事前に電話連
絡をお願いします。

236 中部
西和賀

町
医療法人尽心会　赤坂医院 029-5505

和賀郡西和賀町湯本２
９地割６６番地４

0197-84-2121 ○ ○

月～金
　 9：00～12：00
　13：30～17：00
土
　 8：30～11：30

・受診前に必ず電話連絡

237 中部
西和賀

町
医療法人社団真心会　佐々木内
科小児科医院

029-5505
和賀郡西和賀町湯本３
０地割８０番地８

0197-84-2352 ○

月、火、木、金
　 9：00～11：30
　14：00～17：30
水
　 9：00～11：30

・受診前に必ず電話連絡

238 中部
西和賀

町
町立西和賀さわうち病院 029-5612

西和賀町沢内字大野１
３地割３番地１２

0197-85-3131 ○ ○ ○
月～金
　 9：00～15：00

・受診前に必ず電話連絡
・検査キットに限りがあるため、感染確認
の検査を優先（陰性証明が目的の検査
には対応不可）

239 中部 遠野市
医療法人財団正清会　遠野はや
ちねホスピタル

028-0502
遠野市青笹町中沢５地
割５番地

0198-62-2026 ○ ○ ○

月、水
　 9：30～11：30
火、金
　 9：30～10：30
休日当番医
　10：00～16：00

・受診前に必ず電話連絡

240 中部 遠野市 川上医院 028-0516 遠野市穀町１番２７号 0198-62-2051 ○ ○ ○

月～水、金
　12：00～14：00
木、土
　12：00～13：00

・受診前に必ず電話連絡

241 中部 遠野市 医療法人希実会　守口医院 028-0521
遠野市材木町２番２５
号

0198-63-2170 ○ ○ ○

月、火、木、金
　 9：00～16：00
水、土
　 9：00～11：30

○ ・受診前に必ず電話連絡

242 中部 遠野市
医療法人亮和会　菊池俊彦内科
クリニック

028-0522
遠野市新穀町５番１９
号

0198-62-8600 ○ ○ ○

月、水、金
　11：00～12：30
　16：00～17：00
木、土
　11：30～12：30

○ ○
http://www7b.biglobe.n
e.jp/~toshihikoclinic/

・受診前に必ず電話連絡

243 中部 遠野市 時田医院 028-0524 遠野市新町５番５号 0198-62-2147 ○
月～土
　12：00～13：00

・受診前に必ず電話連絡

244 中部 遠野市 岩手県立遠野病院 028-0541
遠野市松崎町白岩１４
地割７４番地

0198-62-2222 ○ ○ ○
月～金
　 9：00～17：00

・受診前に必ず電話連絡
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245 胆江 奥州市
医療法人　石川内科循環器クリ
ニック

020-0017
奥州市水沢中田町４番
４７号

0197-22-5000 ○ ○ ○

月、火、木、金
　 9：00～12：00
　14：00～16：00
水、土
　 9：00～11：00

・受診前に必ず電話連絡

246 胆江 奥州市 おとめがわ病院 023-0003
奥州市水沢佐倉河字
慶徳２７番地１

0197-24-4148 ○ ○
月～金
　14：30～15：30

○ ・受診前に必ず電話連絡

247 胆江 奥州市 かじかわクリニック 023-0003
奥州市水沢佐倉河字
慶徳２６番地１

0197-47-4733 ○ ○

月、火、木、金
　 9：30～11：00
　14：00～17：00
水、土
　 9：30～11：00

・受診前に必ず電話連絡

248 胆江 奥州市 ながの内科クリニック 023-0003
奥州市水沢佐倉河五
反町９２番１

0197-34-1161 ○ ○

月、金
　 9：30～11：30
火～木、土
　 9：30～11：30
　15：00～17：00

○ ・受診前に必ず電話連絡

249 胆江 奥州市 佐藤クリニック 023-0034
奥州市水沢川口町２７
番地３

0197-51-3333 ○ ○

月、火、木、金
　 9：00～11：00
　14：00～17：00
水、土
　 9：00～11：00

○ ・受診前に必ず電話連絡

250 胆江 奥州市 奥州市総合水沢病院 023-0053
奥州市水沢大手町３丁
目１番

0197-25-3833 ○ ○ ○
月～金
　 9：00～17：00

○
・受診前に必ず電話連絡
・受付は平日8：30～15：00

251 胆江 奥州市 医療法人社団　桜井医院 023-0054
奥州市水沢字吉小路３
番地

0197-23-7151 ○ ○

月～水、金
　 9：00～12：00
　14：00～18：00
木
　 9：00～12：00
土
　 8：30～12：00

・受診前に必ず電話連絡

252 胆江 奥州市 井筒医院 023-0106
奥州市水沢羽田町久
保５番地

0197-23-2971 ○ ○ ○

月～金
　 9：30～10：30
　14：00～15：00
土
　 9：30～10：30

・受診前に必ず電話連絡

253 胆江 奥州市 社団医療法人啓愛会　美山病院 023-0132
奥州市水沢羽田町字
水無沢４９５番地２

0197-24-2141 ○ ○

月～金
　10：00～11：30
  13：30～15：00
土
　10：00～11：30

・受診前に必ず電話連絡

254 胆江 奥州市
奥州市国民健康保険　まごころ
病院

023-0401
奥州市胆沢南都田字
大持４０番地

0197-46-2121 ○ ○
月～金
　 9：00～11：30
　14：00～16：00

○ ・受診前に必ず電話連絡

255 胆江 奥州市 水沢キッズクリニック 023-0801
奥州市水沢横町９４番
地

0197-51-1770 ○

月、火、木、金
　10：30～12：00
　16：00～17：30
土
　10：30～12：00

・事前に電話連絡が必要
・駐車場で検査を行うため自車での来院
が可能な者に限る
・かかりつけの小児に限る



診療・検査医療機関一覧
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○受診可能な医療機関がない場合や夜間休日など電話が繋がらない場合は、受診・相談センター（019-651-3175）に御連絡ください。

256 胆江 奥州市 本田胃腸内科外科 023-0816
奥州市水沢西町４番２
１号

0197-23-7581 ○ ○ ○

月、火、木、金
　11：00～12：00
　16：00～17：30
水、土
　10：00～12：00
　（可能な範囲で対応）

○ ・受診前に必ず電話連絡

257 胆江 奥州市
医療法人社団　今野脳神経外科
内科医院

023-0818
奥州市水沢字東町３３
番地１

0197-24-1110 ○ ○

月、火、木、金
　 9：00～18：00
水、土
　 9：00～13：00

・受診前に必ず電話連絡

258 胆江 奥州市
医療法人　亀井内科消化器クリ
ニック

023-0825
奥州市水沢台町１番４
７号

0197-24-3155 ○ ○

月～水、金
　 9：00～12：00
　14：00～17：00
木
　 9：00～11：30
土
　 9：00～12：00

・受診前に必ず電話連絡

259 胆江 奥州市 平間産婦人科 023-0827
奥州市水沢太日通り
二丁目２番３号

0197-24-6601 ○ ○

月～金
　 9：00～11：30
　14：00～17：00
土
　 9：00～11：30

○
・受診前に必ず電話連絡
・妊婦に限る

260 胆江 奥州市 奥州病院 023-0828
奥州市水沢東大通り
一丁目５番３０号

0197-25-5111 ○ ○ ○
木
　13：30～16：00

・受診前に必ず電話連絡

261 胆江 奥州市 石川病院 023-0851
奥州市水沢南町８番１
０号

0197-25-6311 ○ ○ ○
月～金
　 9：00～16：00

○ ・受診前に必ず電話連絡

262 胆江 奥州市 板倉小児科医院 023-0862
奥州市水沢福吉町６番
７号

0197-22-3922 ○ ○ ○

月、水、金
　 9：00～11：00
　14：00～16：00
火、木、土
　 9：00～11：00

○
・受診前に必ず電話連絡
・小児に限る

263 胆江 奥州市 岩手県立胆沢病院 023-0864
奥州市水沢字龍ケ馬
場６１番地

0197-24-4121 ○ ○
月～金
　 9：00～17：00

○ ・受診前に必ず電話連絡

264 胆江 奥州市 さとう内科クリニック 023-0865
奥州市水沢字桜屋敷２
５１番地

0197-51-1571 ○ ○

月、火、木、金
　14：00～17：30
土
　11：00～12：30

・受診前に必ず電話連絡

265 胆江 奥州市 玉澤リハビリ整形外科 023-1101
奥州市江刺岩谷堂字
二本木７１番地１

0197-35-8801 ○ ○

月、火、木、金
　 9：00～17：00
水
　14：00～17：00
土
　 9：00～12：00

・受診前に必ず電話連絡
・駐車場で検査を行うため、駐車場に到
着後に電話連絡

266 胆江 奥州市 岩手県立江刺病院 023-1103
奥州市江刺西大通り５
－２３

0197-35-2181 ○ ○ ○
月～金
　 9：00～17：00

・受診前に必ず電話連絡

267 胆江 奥州市
医療法人社団ＩＦＧ　いとうファミ
リークリニック

023-1103
奥州市江刺西大通り１
１番１４号

0197-35-0035 ○ ○ ○

平日
　 9：00～11：00
　14：00～17：00
土曜
　 9：00～12：00

・受診前に必ず電話連絡
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268 胆江 奥州市 菊地内科胃腸科こどもクリニック 023-1104
奥州市江刺豊田町二
丁目１番１号

0197-35-2622 ○

月、火、木、金
　10：30～11：30
　15：00～17：00
土
　10：30～11：30

・受診前に必ず電話連絡
・中学生以上に限る

269 胆江 奥州市 たかはし内科医院 023-1111
奥州市江刺大通り１番
３０号

0197-35-6668 ○ ○

月、火、木、金
　 9：00～11：00
　13：00～17：00
水、土
　 9：00～11：00

・受診前に必ず電話連絡

270 胆江 奥州市 医療法人社団龍彦会　関谷医院 023-1111
奥州市江刺大通り５番
２０号

0197-35-3511 ○ ○

月～水、金
　 8：30～12：00
　15：00～18：00
木
　 8：30～12：00
土
　 8：30～13：00

・受診前に必ず電話連絡

271 胆江 奥州市 柏木医院 023-1124
奥州市江刺六日町５番
７号

0197-35-2433 ○
火、水
　14：30～15：00

・受診前に必ず電話連絡

272 胆江 奥州市 ひらた外科内科クリニック 023-1131
奥州市江刺愛宕字観
音堂沖４０１番地６

0197-31-1331 ○ ○ ○
月～金
　11：00～11：30
　16：30～17：00

・受診前に必ず電話連絡

273 胆江 奥州市 社団医療法人啓愛会　美希病院 029-4201
奥州市前沢古城字丑
沢上野１００番地

0197-56-6111 ○ ○ ○

火～金
　 9：00～12：00
　15：00～16：00
土
　 9：00～12：00

・受診前に必ず電話連絡

274 胆江 奥州市 下河辺胃腸科クリニック 029-4204
奥州市前沢字長檀１０
１番地

0197-41-3761 ○ ○ ○

月、水、金
　 9：00～11：00
　14：00～17：00
火、木
　 9：00～11：00
　14：00～15：00
土
　 9：00～11：00

○ ・受診前に必ず電話連絡

275 胆江 奥州市 千田内科クリニック 029-4204
奥州市前沢向田一丁
目１６番地３

0197-47-4571 ○ ○

月、火、木～土
　12：00～12：30
水
　11：30～12：30

・受診前に必ず電話連絡

276 胆江 奥州市
奥州市国民健康保険　前沢診療
所

029-4208
奥州市前沢字立石１８
０番地１

0197-41-3200 ○

月～木
　 8：30～16：00
金
　 8：30～11：00

・事前に電話連絡が必要

277 胆江
金ケ崎

町
加藤内科胃腸科医院 029-4503

胆沢郡金ケ崎町西根
古寺７１番地１

0197-44-5737 ○ ○
月～水、金
　15：00～18：00

・受診前に必ず電話連絡

278 胆江
金ケ崎

町
金ケ崎町国民健康保険金ケ崎診
療所

029-4503
胆沢郡金ケ崎町西根
鑓水98番地

0197-44-2121 ○ ○ ○
月～金
　13：30～15：30

・受診前に必ず電話連絡
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279 胆江
金ケ崎

町
村井小児科クリニック 029-4503

胆沢郡金ケ崎町西根
下谷地９３番１

0197-41-1881 ○

月、水
　11：30～12：00
　17：00～17：30
火、木～土
　11：30～12：00

・受診前に必ず電話連絡
・小児に限る

280 胆江
金ケ崎

町
ありすみ内科クリニック 029-4503

胆沢郡金ケ崎町西根
町裏６６番地

0197-42-2444 ○ ○
月、火、木、金
　13：00～14：00

・事前に電話連絡が必要
・検査の待機のため自車での来院が可
能な者に限る

281 両磐 一関市 アビエスかんのクリニック 021-0002
一関市中里字神明４４
－２

0191-34-8300 ○ ○ ○

月、火、木、金
　 9：00～12：30
　14：30～18：00
水
　 9：00～12：00
土
　 9：00～13：00

○ ・受診前に必ず電話連絡

282 両磐 一関市 岩手クリニック一関 021-0002
一関市中里字在家６５
番地

0191-21-5111 ○ ○

火、木
　 9：00～11：30
水、金、土
　 9：00～10：30

・受診前に必ず電話連絡

283 両磐 一関市 医療法人英仁会　中里クリニック 021-0008 一関市石畑６番２９号 0191-32-5888 ○ ○ ○

月、火、木、金
　 9：00～12：00
　14：00～17：30
水、土
　 9：00～11：45

・受診前に必ず電話連絡

284 両磐 一関市 佐藤循環器内科医院 021-0011
一関市山目町１丁目６
番２７

0191-23-9678 ○ ○

月～金
　 8：30～12：00
　14：00～17：30
土
　 8：30～12：00

・受診前に必ず電話連絡

285 両磐 一関市 西城医院 021-0021
一関市舞川字中里６５
番地

0191-28-2393 ○ ○

月、火、木、金
　11：30～12：30
　16：30～17：30
水、土
　11：30～12：30

・受診前に必ず電話連絡

286 両磐 一関市
医療法人三秋会　一関中央クリ
ニック

021-0021
一関市中央町二丁目４
番２号

0191-21-1222 ○ ○ ○

月、火、木、金
　 9：00～12：00
　14：00～17：00
水、土
　 9：00～12：00

・受診前に必ず電話連絡

287 両磐 一関市
医療法人純裕会　齊藤産婦人科
医院

021-0021
一関市中央町二丁目９
番２０号

0191-23-6946 ○
月～金
　12：00～12：30

・受診前に必ず電話連絡

288 両磐 一関市 笠原耳鼻咽喉科医院 021-0022 一関市五代町５番３号 0191-23-4916 ○ ○ ○

月～水、金
　10：00～12：00
　14：00～16：00
木、土
　10：00～12：00

・受診前に必ず電話連絡
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289 両磐 一関市 医療法人　菊池医院 021-0023
一関市銅谷町１２番１
６号

0191-23-7100 ○ ○

月～水、金
　10：30～11：30
　14：00～15：00
木、土
　10：30～11：30

・受診前に必ず電話連絡

290 両磐 一関市
医療法人あけぼの会　阿部内科
クリニック

021-0027
一関市竹山町５番３４
号

0191-23-2918 ○ ○

月～水、金
　11：00～12：00
　16：00～17：00
木、土
　11：00～12：00

○ ・受診前に必ず電話連絡

291 両磐 一関市 寺崎内科胃腸科医院 021-0031
一関市青葉一丁目６番
１０号

0191-23-6211 ○ ○ ○

月、火、木、金
　10：30～12：00
　15：00～17：00
水、土
　10：30～12：30

・受診前に必ず電話連絡

292 両磐 一関市 小野寺内科循環器科 021-0032
一関市末広一丁目４番
４０号

0191-23-5600 ○ ○

月～金
　16：00～18：00
土
　11：00～12：00

○ ・受診前に必ず電話連絡

293 両磐 一関市 千葉内科医院 021-0035
一関市山目字才天２２
７番地

0191-25-3211 ○ ○

月、火、木、金
　11：30～12：30
　16：00～16：30
水、土
　11：00～12：00

・受診前に必ず電話連絡

294 両磐 一関市
こいわ耳鼻咽喉科・アレルギー科
クリニック

021-0053
一関市山目字中野１９
番地１

0191-33-2117 ○ ○

月～金
　12：00～13：00
土
　13：00～13：30

・受診前に必ず電話連絡

295 両磐 一関市
医療法人　中野内科循環器科ク
リニック

021-0053
一関市山目字中野５７
番地１

0191-33-2311 ○ ○ ○

月、火、木、金
　16：00～17：00
水、土
　11：00～12：00

○ ・受診前に必ず電話連絡

296 両磐 一関市 かとうこどもクリニック 021-0053
一関市山目字中野２３
番地１

0191-33-2211 ○ ○ ○

月、火、木、金
　 8：30～12：00
　15：00～17：30
水、土
　 8：30～12：00

○
・受診前に必ず電話連絡
・小児に限る

297 両磐 一関市
独立行政法人国立病院機構岩
手病院

021-0056
一関市山目字泥田山
下48番地

0191-25-2221 ○ ○ ○
月～金
　13：30～16：00

・受診前に必ず電話連絡

298 両磐 一関市
医療法人磐清会　木村消化器内
科

021-0821
一関市三関字仲田３２
番地３

0191-21-1311 ○ ○ ○

月～水、金
　 9：00～12：00
　14：30～16：00
木、土
　 9：00～11：30

・受診前に必ず電話連絡
・自車での来院が必要

299 両磐 一関市 及川内科胃腸科クリニック 021-0836 一関市鳴神74番地 0191-31-3131 ○ ○

月～水、金
   9：00～12：00
　14：00～17：30
木、土
　 9：00～12：00

○ ・受診前に必ず電話連絡
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300 両磐 一関市 産婦人科・野田 021-0852 一関市字沢２１番地 0191-23-0608 ○
月、水、金
　 9：00～14：00（電話診療）

○ ・受診前に必ず電話連絡

301 両磐 一関市 桂島医院 021-0867 一関市駅前２２番地 0191-21-8883 ○ ○

月、火、木、金
　11：30～12：30
　15：45～16：45
水、土
　11：00～12：00

・受診前に必ず電話連絡

302 両磐 一関市 西城病院 021-0871
一関市八幡町２番４３
号

0191-23-3636 ○ ○ ○

月～金
　 9：00～16：00
土
　 9：00～11：00

・受診前に必ず電話連絡

303 両磐 一関市 やまと在宅診療所一関 021-0872 一関市宮坂町２番９号 0191-34-7025 ○ ○ ○
月～金
　 9：00～17：00
　（訪問診療のため要相談）

○
https://ichinoseki.yam
atoclinic.org/

・受診前に必ず電話連絡

304 両磐 一関市 一関病院 021-0884
一関市大手町３番３６
号

0191-23-2050 ○ ○ ○
月～金
　 9：00～11：00

○ ・受診前に必ず電話連絡

305 両磐 一関市 昭和病院 021-0885 一関市田村町６番３号 0191-23-2020 ○ ○
月～金
　15：30～17：30

・受診前に必ず電話連絡

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

月、火、木、金
　 9：00～11：00
　14：00～16：00
水、土
　 9：00～10：30

・受診前に必ず電話連絡

307 両磐 一関市 岩手県立磐井病院 029-0131
一関市狐禅寺字大平１
７番地

0191-23-3452 ○ ○ ○
月～金
　 9：00～17：00

○
・受診前に必ず電話連絡
・重症患者を優先して対応

308 両磐 一関市 岩手県立南光病院 029-0131
一関市狐禅寺字大平１
７番地

0191-23-3655 ○
月～金
　 9：00～16：00

・受診前に必ず電話連絡

309 両磐 一関市 かわさきファミリークリニック 029-0202
一関市川崎町薄衣字
久伝３８番地１

0191-43-3770 ○ ○

月～水、金
　 9：30～12：00
　14：30～17：00
木
　14：30～17：00
土
　 9：30～12：00

・受診前に必ず電話連絡

310 両磐 一関市 医療法人弘誠会　阿部医院 029-0302
一関市東山町長坂字
町３７９番地

0191-47-3898 ○ ○ ○

月～水、金
　 8：30～17：00
木、土
　 8：30～11：30

・受診前に必ず電話連絡

311 両磐 一関市 ひがしやま病院 029-0303
一関市東山町松川字
卯入道１２１

0191-48-2666 ○ ○

月、火、金
　11：00～12：00
木
　11：30～12：00

・受診前に必ず電話連絡

312 両磐 一関市
一関市国民健康保険　猿沢診療
所

029-0431
一関市大東町猿沢字
板倉６０番地１

0191-76-2020 ○ ○
月、火、木、金
　11：30～12：00
　15：00～16：00

○ ・受診前に必ず電話連絡

313 両磐 一関市 菅野内科医院 029-0523
一関市大東町摺沢字
摺沢駅６８番地

0191-75-2772 ○ ○

月～水、金
　 9：00～11：00
　14：30～16：30
木、土
　 9：00～11：00

・受診前に必ず電話連絡



診療・検査医療機関一覧
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の選定
療養費
の徴収
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○受診の前に必ず医療機関に電話連絡し、受診可能な時間などを確認してください。 ※ 夜間休日は電話が繋がらない場合があります。

○受診可能な医療機関がない場合や夜間休日など電話が繋がらない場合は、受診・相談センター（019-651-3175）に御連絡ください。

314 両磐 一関市 菊池内科医院 029-0603
一関市大東町沖田字
八日町３３番地

0191-74-2512 ○ ○

月～金
　 9：00～11：00
　15：00～16：00
土
　 9：00～11：00

○ ・受診前に必ず電話連絡

315 両磐 一関市 岩手県立大東病院 029-0711
一関市大東町大原字
川内１２８

0191-72-2121 ○ ○ ○
月～金
　 9：00～16：00

・受診前に必ず電話連絡

316 両磐 一関市 たかがね内科泌尿器科クリニック 029-0803
一関市千厩町千厩字
構井田４０番地

0191-51-1377 ○ ○

月、火、木、金
　11：00～12：00
　15：00～16：00
水、土
　11：00～12：00

・受診前に必ず電話連絡

317 両磐 一関市 菜の花クリニック千厩 029-0803

一関市千厩町千厩字
東小田９０番地　千厩
ショッピングモールエス
ピア内

0191-34-7787 ○ ○ ○

月、火、木、金
　 9：00～12：00
　14：00～18：00
水、土
　 9：00～12：00

・受診前に必ず電話連絡

318 両磐 一関市 岩手県立千厩病院 029-0803
一関市千厩町千厩字
草井沢３２番地１

0191-53-2101 ○ ○
月～金
　 9：00～17：00

・受診前に必ず電話連絡

319 両磐 一関市
医療法人　もりあい内科クリニッ
ク

029-0803
一関市千厩町千厩字
前田９６番地９

0191-51-3322 ○ ○

月～水、金
　11：30～12：30
　15：00～16：00
木、土
　11：30～12：30

・受診前に必ず電話連絡

320 両磐 一関市 谷藤内科医院 029-0803
一関市千厩町千厩字
町浦１８５番地

0191-51-3355 ○ ○ ○

月、水、金
　11：30～12：00
　15：00～15：30
　17：30～18：00
火、木
　17：00～18：00

○ ・受診前に必ず電話連絡

321 両磐 一関市 医療法人社団元成会遠藤医院 029-0803
一関市千厩町千厩字
町浦３６番地

0191-53-2126 ○ ○

月～水、金
　12：00～13：00
　17：30～18：30
木、土
　12：00～13：00

・受診前に必ず電話連絡

322 両磐 一関市 奥玉診療所 029-1111
一関市千厩町奥玉字
石ノ御前８番地１

0191-56-2751 ○ ○
月～金
　 9：00～11：30

・受診前に必ず電話連絡

323 両磐 一関市
一関市国民健康保険　室根診療
所

029-1201
一関市室根町折壁字
八幡沖１１７番地

0191-64-2127 ○ ○
月～金
　 9：00～11：30
　13：30～16：30

・受診前に必ず電話連絡

324 両磐 一関市 蓬田内科医院 029-3105
一関市花泉町涌津字
二ノ町８番地１

0191-36-3336 ○ ○

月、火、木、金
　14：30～16：30
水、土
　10：00～12：00

・受診前に必ず電話連絡
・原則として、かかりつけ患者に限る

325 両磐 一関市 誠信堂医院 029-3105
一関市花泉町涌津字
道下１３番地

0191-82-3434 ○ ○

月、火、木、金
　 9：00～18：00
水、土
　 9：00～12：00

○
・受診前に必ず電話連絡
・小児に限る

326 両磐 一関市
岩手県立磐井病院附属花泉地
域診療センター

029-3105
一関市花泉町涌津字
上原３１番地

0191-82-1231 ○
月～金
　 8：30～17：00

・受診前に必ず電話連絡
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327 両磐 一関市 一関市国民健康保険藤沢病院 029-3405
一関市藤沢町藤沢字
町裏５２番地２

0191-63-5211 ○ ○ ○

月～金
　 9：00～17：00
第1、3土
　 9：00～12：00

・受診前に必ず電話連絡

328 両磐 平泉町 ひらいずみ内科クリニック 029-4102
西磐井郡平泉町平泉
字志羅山３番地６

0191-34-1133 ○ ○

月、火、木、金
　 9：00～11：30
　14：30～16：00
水、土
　 9：00～11：30

・受診前に必ず電話連絡

329 気仙
大船渡

市
滝田医院 022-0001

大船渡市末崎町字平
林７５番地１

0192-29-3108 ○ ○
月、火、木、金
　11：30～12：00
　16：30～17：00

・受診前に必ず電話連絡

330 気仙
大船渡

市
岩手県立大船渡病院 022-0002

大船渡市大船渡町字
山馬越１０－１

0192-26-1111 ○ ○ ○
月～金
　 9：00～16：30

○
・受診前に必ず電話連絡
・陰性証明等を目的とした無症状者の希
望に基づくＰＣＲ検査等は対応不可

331 気仙
大船渡

市
医療法人勝久会　地ノ森クリニッ
ク

022-0002
大船渡市大船渡町字
山馬越１８８番地

0192-27-1721 ○
月～金
　 9：30～11：30

・受診前に必ず電話連絡
・かかりつけ患者と自院透析患者に限る

332 気仙
大船渡

市
岩渕内科医院 022-0002

大船渡市大船渡町字
新田４９番地４

0192-26-5355 ○ ○
月～水、金
　16：30～17：30

・受診前に必ず電話連絡

333 気仙
大船渡

市
石倉クリニック 022-0002

大船渡市大船渡町地
ノ森４３番地９

0192-21-2525 ○ ○
月～土
　11：00～12：30

・受診前に必ず電話連絡

334 気仙
大船渡

市
医療法人けやき会　菊池医院 022-0002

大船渡市大船渡町字
山馬越１８３番地５

0192-21-1620 ○ ○

月～金
　 9：00～11：00
　14：00～16：00
土
　 9：00～10：30

・受診前に必ず電話連絡
・火曜日、木曜日はコロナワクチン個別
接種のため、13：30～15：30まで休診

335 気仙
大船渡

市
医療法人きくた　菊田外科泌尿
器科

022-0002
大船渡市大船渡町字
明神前１１番地１

0192-26-4075 ○ ○

月～水、金
　 8：30～11：00
　14：00～16：30
木
　14：00～16：30
土
 　8：30～11：00

・事前に電話連絡が必要

336 気仙
大船渡

市
大津小児科ファミリークリニック 022-0003

大船渡市盛町字東町１
１番地１１

0192-27-2673 ○ ○ ○

月、水～金
　 9：00～11：30
　14：00～16：30
火、土
　 9：00～11：30

○
・受診前に必ず電話連絡（月～土の診療
時間内）

337 気仙
大船渡

市
山浦医院 022-0003

大船渡市盛町字内ノ
目２－４

0192-26-3121 ○ ○

月～金
　10：00～12：00
　15：00～16：00
土
　10：00～12：00

・受診前に必ず電話連絡

338 気仙
大船渡

市
山崎内科医院 022-0003

大船渡市盛町字内ノ
目７番地２０

0192-26-4448 ○ ○
月、水、金
　11：00～12：00
　15：00～16：00

・受診前に必ず電話連絡
・抗原検査のみ実施
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339 気仙
大船渡

市
ちば内科診療所 022-0004

大船渡市猪川町字前
田１０番９

0192-22-8990 ○ ○

月～木
　12：00～13：00
　16：00～17：00
金
　12：00～12：30

○ ○
https://chiba-
naika.net/

・受診前に必ず電話連絡

340 気仙
大船渡

市
えんどう消化器科内科クリニック 022-0004

大船渡市猪川町字中
井沢７番地２

0192-21-1555 ○ ○

月、火、木、金
　15：00～16：00
水、土
　12：00～12：30

・受診前に必ず電話連絡

341 気仙
大船渡

市
医療法人　いとう耳鼻咽喉科クリ
ニック

022-0004
大船渡市猪川町字中
井沢７番地７

0192-21-1333 ○ ○

月、火、木、金
　11：30～12：30
　17：00～18：00
水
　12：00～13：00

・受診前に必ず電話連絡

342 気仙
大船渡

市
うのうらクリニック 022-0006

大船渡市立根町字中
野４０番地５

0192-21-3636 ○ ○
月、火、木、金
　11：30～12：00
　17：30～18：00

・受診前に必ず電話連絡

343 気仙
大船渡

市
大船渡市国民健康保険　越喜来
診療所

022-0101
大船渡市三陸町越喜
来字所通２６番地１

0192-44-2103 ○ ○ ○
月～金
　10：30～11：30

・受診前に必ず電話連絡
・小児に限る

344 気仙
大船渡

市
大船渡市国民健康保険　吉浜診
療所

022-0102
大船渡市三陸町吉浜
字上野９３番地１

0192-45-2007 ○ ○ ○
水、金
　 9：00～12：00

・受診前に必ず電話連絡

345 気仙
大船渡

市
大船渡市国民健康保険　綾里診
療所

022-0211
大船渡市三陸町綾里
字平舘７５－２

0192-42-2131 ○ ○
火、木
　 9：00～11：30

・受診前に必ず電話連絡

346 気仙
陸前高
田市

陸前高田市国民健康保険　二又
診療所

029-2201
陸前高田市矢作町字
愛宕下３１番地

0192-58-2220 ○ ○ ○
月～木
　11：00～13：30

・事前に電話連絡が必要
・駐車場で検査を行うため、自車での来
院が可能な方のみ対応

347 気仙
陸前高
田市

岩手県立高田病院 029-2205
陸前高田市高田町字
太田５１２番地２

0192-54-3221 ○ ○ ○
月～金
　10：00～15：30

○
・受診前に必ず電話連絡
・診療・検査対応時間内に受診相談が
あった方を対象

348 気仙
陸前高
田市

松原クリニック 029-2205
陸前高田市高田町字
中田６９番地２

0192-53-1721 ○
月～木
　 9：00～11：00

・受診前に必ず電話連絡
・自院透析患者に限る

349 気仙
陸前高
田市

医療法人医心会　鳥羽医院 029-2207
陸前高田市小友町字
西下６０番地

0192-56-3515 ○ ○

月、木
　11：00～12：00
　17：15～17：45
火、金
　17：15～17：45
土
　11：00～11：30

・受診前に必ず電話連絡

350 気仙
陸前高
田市

陸前高田市国民健康保険　広田
診療所

029-2208
陸前高田市広田町字
前花貝２２２番地２

0192-56-2515 ○ ○ ○
月、火、木、金
　15：30～16：30

・事前に電話連絡が必要
・駐車場で検査を行うため自車での来院
が可能な者に限る

351 釜石 釜石市
医療法人堀医院　堀耳鼻咽喉科
眼科医院

026-0021
釜石市只越町二丁目５
番２４号

0193-22-1005 ○ ○ ○

月～金
　 8：30～12：00
　14：00～17：00
土
　 8：30～12：00

・受診前に必ず電話連絡

352 釜石 釜石市 平野内科医院 026-0021
釜石市只越町三丁目３
番３号

0193-22-1273 ○ ○
月～水、金
　12：00～14：00

・受診前に必ず電話連絡

353 釜石 釜石市
医療法人財団仁医会　釜石のぞ
み病院

026-0025
釜石市大渡町三丁目１
５番２６号

0193-31-2300 ○ ○
月、水、木
　13：30～17：30

○ ・受診前に必ず電話連絡
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354 釜石 釜石市 小泉医院 026-0034
釜石市中妻町３丁目６
－６

0193-23-5157 ○ ○

月、金
　 9：00～11：30
　14：00～17：30
火、木
　 9：00～11：30
　14：00～16：00
水、土
　 9：00～11：30

・受診前に必ず電話連絡

355 釜石 釜石市 医療法人　小笠原内科クリニック 026-0041
釜石市上中島町三丁
目２番２０号

0193-25-2580 ○ ○

月～水、金
　 9：00～10：30
　14：30～16：00
木、土
　 9：00～10：30

・受診前に必ず電話連絡
・抗原検査に限る

356 釜石 釜石市 せいてつ記念病院 026-0052
釜石市小佐野町４丁目
３番７号

0193-23-2030 ○ ○
月～日
　13：30～20：30

・受診前に必ず電話連絡

357 釜石 釜石市
独立行政法人国立病院機構　釜
石病院

026-0053
釜石市定内町四丁目７
番１号

0193-23-7111 ○

月、木、金
　13：00～15：00
火
　14：00～15：00

・受診前に必ず電話連絡

358 釜石 釜石市
医療法人財団仁医会　釜石厚生
病院

026-0054
釜石市野田町一丁目１
６番３２号

0193-23-5105 ○ ○
月～金
　13：30～15：00

・受診前に必ず電話連絡

359 釜石 釜石市 釜石しょうけいクリニック 026-0055
釜石市甲子町第１０地
割２６８番地１

0193-27-8571 ○ ○ ○

月～金
　 8：30～11：00
　15：00～16：30
　18：00～18：30

○ ○
https://shokei-
cli.com/

・受診前に必ず電話連絡（電話連絡への
対応は診療時間内のみ）

360 釜石 釜石市 神林医院 026-0055
釜石市甲子町第１０地
割４８３番地５

0193-23-6635 ○ ○

月～金
　 9：00～11：00
　13：30～16：00
土
　 9：00～11：00

・受診前に必ず電話連絡

361 釜石 釜石市 岩手県立釜石病院 026-8550
釜石市甲子町第１０地
割４８３－６

0193-25-2011 ○ ○ ○
月～金
　 9：00～17：00

○ ・受診前に必ず電話連絡

362 釜石 大槌町 ふじまる内科医院 028-1115
上閉伊郡大槌町上町１
番１６号

0193-27-5151 ○ ○
月～水、金
　15：00～17：00

・事前に電話連絡が必要
・駐車場で検査を行うため自車での来院
が可能な者に限る

363 釜石 大槌町 岩手県立大槌病院 028-1121
上閉伊郡大槌町小鎚２
３地割字寺野１番地１

0193-42-2121 ○ ○ ○
月～金（平日）
　 9：00～17：00
　(救急対応なし)

・受診前に必ず電話連絡

364 釜石 大槌町 藤井小児科内科クリニック 028-1121

上閉伊郡大槌町小鎚
第２７地割３番地４　
シーサイドタウンマスト
２階

0193-42-7788 ○ ○

月、火、木、金
　 9：00～12：00
　14：00～18：00
土
　 9：00～12：00
（水、日、祝祭日は休診）

・受診前に必ず電話連絡
・火曜日か木曜日が祝祭日の場合は、
水曜日午前9：00～12：00（午前のみ）診
療

365 釜石 大槌町 植田医院 028-1121
上閉伊郡大槌町小鎚
第２３地割２３番地１

0193-42-2130 ○ ○
月～水、金
　13：00～14：00

・受診前に必ず電話連絡

366 釜石 大槌町 道又内科小児科医院 028-1131
上閉伊郡大槌町大槌
第１５地割９５番地２５
５

0193-42-2500 ○ ○
月、火、木、金
　 9：30～12：30
　14：00～17：00

・受診前に必ず電話連絡



診療・検査医療機関一覧

（令和４年1１月３０日現在）

URL

所在地医療機関名 オン
ライン
診療可

診療形態

備考電話番号

対象患者

診療、検査時間医療機関・
センター紹

介患者

かかりつけ
患者

個別の相談
患者

初診時
の選定
療養費
の徴収
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診療
可

No. 医療圏 市町村 郵便番号

○受診の前に必ず医療機関に電話連絡し、受診可能な時間などを確認してください。 ※ 夜間休日は電話が繋がらない場合があります。

○受診可能な医療機関がない場合や夜間休日など電話が繋がらない場合は、受診・相談センター（019-651-3175）に御連絡ください。

367 宮古 宮古市 金沢内科医院 027-0023
宮古市磯鶏沖１５番２
０号

0193-63-6611 ○ ○ ○

月、火、木、金
　11:00～12:00
　15:00～17:30
水
　11:00～12:00

・受診前に必ず電話連絡
・かかりつけ患者以外は車で来られる方
のみ対応

368 宮古 宮古市
医療法人　おかだ外科内科クリ
ニック

027-0025
宮古市実田二丁目５番
１０号

0193-71-2622 ○ ○

月～水、金
　11：30～12：30
　17：30～18：30
木、土
　11：30～12：30

・受診前に必ず電話連絡

369 宮古 宮古市 川原田小児科医院 027-0038
宮古市小山田二丁目７
番７２号

0193-64-4845 ○ ○ ○

月、金
　 8：30～12：00
　14：00～16：00
火
　 8：30～12：00
　15：00～16：00
水
　 8：30～12：00
木
　 9：30～12：00
　15：00～16：00
土
　 9：30～12：00

○ ・受診前に必ず電話連絡

370 宮古 宮古市 医療法人財団正清会　三陸病院 027-0048
宮古市板屋一丁目６番
３６号

0193-62-7021 ○
月～金
　14：00～16：00

・受診前に必ず電話連絡

371 宮古 宮古市 宮古市休日急患診療所 027-0061
宮古市西町一丁目６番
２号

0193-64-0113 ○ ○
日、祝日、１月、２日、３日
　 9：00～17：00

・受診前に必ず電話連絡

372 宮古 宮古市 林整形外科・内科医院 027-0061 宮古市西町３－３－７ 0193-64-6400 ○ ○
月～金
　15：00～16：00

・受診前に必ず電話連絡

373 宮古 宮古市 岩間耳鼻咽喉科医院 027-0061
宮古市西町二丁目２番
３号

0193-63-4100 ○ ○

月～水、金
　10：00～11：00
　15：30～16：30
土
　10：00～11：00

○

http://www.med-
info.pref.iwate.jp/imin/
kikan/show-shinryojo-
detail1.do?f.kikanCd=03
200554

・受診前に必ず電話連絡

374 宮古 宮古市
社団医療法人新和会　宮古山口
病院

027-0063
宮古市山口五丁目３番
２０号

0193-62-3945 ○
火～金
　14：00～16：00

・受診前に必ず電話連絡

375 宮古 宮古市 伊東産婦人科医院 027-0066
宮古市田の神一丁目３
番７号

0193-64-4833 ○ ○
水
　13：30～16：00

・受診前に必ず電話連絡

376 宮古 宮古市 豊島医院 027-0075
宮古市和見町８番３０
号

0193-62-2515 ○ ○ ○

月、火、木、金
　 9：00～11：30
　14：00～16：30
水、土
　 9：00～11：30

・受診前に必ず電話連絡

377 宮古 宮古市 医療法人双熊会　熊坂内科医院 027-0075
宮古市和見町１０番３
１号

0193-63-8123 ○ ○ ○

月～木
 　8：30～11：00
　15：00～17：30
金
 　8：30～11：00
　14：00～16：00

・事前に電話連絡が必要
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378 宮古 宮古市
医療法人おおうちクリニック　お
おうち消化器内科クリニック

027-0077 宮古市舘合町１番８号 0193-71-1811 ○ ○

月～水、金
　15：00～16：00
木、土
　10：00～11：00

・事前に電話連絡が必要
・自車での来院に限る

379 宮古 宮古市 ふじたファミリークリニック 027-0082 宮古市向町２番３０号 0193-65-8211 ○ ○

月、火、木、金
　11：00～12：00
　15：00～16：00
土
　11：00～12：00
　15：00～16：00

・受診前に必ず電話連絡

380 宮古 宮古市 岩見神経内科医院 027-0083
宮古市大通一丁目５番
２号

0193-71-1500 ○ ○
水
　13：30～14：30

・受診前に必ず電話連絡

381 宮古 宮古市 後藤泌尿器科皮膚科医院 027-0083
宮古市大通一丁目３番
２４号

0193-62-3630 ○ ○

月～金
　 8：30～10：00
　14：00～15：30
土
　 8：30～10：00

・受診前に必ず電話連絡

382 宮古 宮古市 松井内科医院 027-0086 宮古市新町４番３１号 0193-63-8500 ○ ○

月～金
　11：00～12：00
　15：30～16：30
土
　11：00～12：00

・事前に電話連絡が必要
・駐車場で検査を行うため自車での来院
が可能な方に限る

383 宮古 宮古市 岩手県立宮古病院 027-0096
宮古市崎鍬ケ崎１－１
１－２６

0193-62-4011 ○ ○
月～金
　11：00～13：30
　14：00～16：00

○ ・受診前に必ず電話連絡

384 宮古 宮古市
宮古市国民健康保険　田老診療
所

027-0325
宮古市田老三王一丁
目１番３号

0193-65-7071 ○ ○ ○
月～金（水は午後休診）
　11：00～12：00
　16：00～17：00

・受診前に必ず電話連絡

385 宮古 宮古市
宮古市国民健康保険　新里診療
所

028-2101
宮古市茂市第１地割１
１６番地９

0193-72-2016 ○ ○ ○
月～金
　11：00～11：30
　15：00～16：30

・受診前に必ず電話連絡

386 宮古 宮古市
宮古市国民健康保険　川井診療
所

028-2302
宮古市川井第２地割１
６９番地５

0193-76-2015 ○ ○ ○
月～金
　10：30～11：30
　15：00～16：00

・受診前に必ず電話連絡

387 宮古 岩泉町 岩手県済生会岩泉病院 027-0501
下閉伊郡岩泉町岩泉
字中家１９－１

0194-22-2151 ○ ○ ○
月～金（祝祭日を除く）
　10：00～15：00

・受診前に必ず電話連絡

388 宮古 山田町 岩手県立山田病院 028-1352
下閉伊郡山田町飯岡
第１地割２１番地１

0193-82-2111 ○ ○ ○
月～金
　11：00～13：30
　14：00～16：00

○ ・受診前に必ず電話連絡

389 宮古 山田町 医療法人晃生会　近藤医院 028-1352
下閉伊郡山田町飯岡
第９地割２３番地１

0193-82-3328 ○ ○ ○

月～金
　 9：00～17：00
土
　 9：00～12：00

・受診前に必ず電話連絡

390 久慈 久慈市 久慈恵愛病院 028-0011
久慈市湊町第１７地割
１００番地

0194-52-2311 ○ ○
月～金
　12：00～13：15

・受診前に必ず電話連絡

391 久慈 久慈市 岩手県立久慈病院 028-0014
久慈市旭町第１０地割
１番

0194-53-6131 ○ ○ ○
月～金
　 9：00～16：00

○
・受診前に必ず電話連絡（完全予約制）
・検査のみは不可
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392 久慈 久慈市
社団医療法人祐和会　北リアス
病院

028-0015
久慈市源道第１２地割
１１１番

0194-53-2323 ○
金
　14：00～16：00

・事前に電話連絡が必要
・自院のかかりつけ患者に限る
・駐車場で検査を行うため、自車での来
院が可能な者に限る。

393 久慈 久慈市 金子クリニック 028-0021 久慈市門前２－２６ 0194-61-1005 ○ ○

月～水、金
　12：00～14：00
木、土
　12：00～13：00

・受診前に必ず電話連絡

394 久慈 久慈市 ちだ医院 028-0021
久慈市門前第３７地割
５６番地２６

0194-61-3366 ○ ○ ○

月、水、金
　 9：00～11：00
　15：00～16：00
火、土
　 9：00～11：00

・受診前に必ず電話連絡
・小児及び付き添いの方、かかりつけ患
者に限る

395 久慈 久慈市
医療法人　しろと内科循環器科ク
リニック

028-0022
久慈市田屋町第１地割
３５番地１

0194-61-3330 ○ ○
月～水、金
　13：30～14：30

・受診前に必ず電話連絡

396 久慈 久慈市
医療法人　おのでら耳鼻咽喉科
クリニック

028-0041
久慈市長内町第２４地
割１４７番地１

0194-61-3387 ○ ○ ○
月～水、金、土
　11：30～13：30

・受診前に必ず電話連絡

397 久慈 久慈市 医療法人誠人会　齊藤内科 028-0063
久慈市荒町二丁目９番
地

0194-53-3511 ○ ○

月～水、金
　10：00～11：30
　15：00～16：30
木、土
　10：00～11：30

○

・受診前に必ず電話連絡
・院内に入らず自家用車での検査（徒
歩、タクシー不可）
・連絡のため携帯電話が必須

398 久慈 久慈市 鳥谷医院 028-0065
久慈市十八日町一丁
目３０番地３

0194-53-2808 ○ ○

月～水、金
　12：30～13：30
木、土
　11：00～12：00

・受診前に必ず電話連絡

399 久慈 久慈市 医療法人健生会　竹下医院 028-0066
久慈市中の橋一丁目５
番地

0194-53-0022 ○ ○
火、木、金
　15：00～16：00

・受診前に必ず電話連絡

400 久慈 久慈市 おおさわ内科・胃腸科医院 028-0066
久慈市中の橋一丁目４
８番地２

0194-61-3033 ○ ○
月、火、木、金
　11：30～12：00
　14：00～14：30

・受診前に必ず電話連絡

401 久慈 野田村 おしかわ内科クリニック 028-8201
九戸郡野田村野田第２
０地割２５番地２

0194-71-1600 ○ ○
月～金
　12：00～13：00

○ ・受診前に必ず電話連絡

402 久慈 洋野町 国民健康保険種市病院 028-7914
九戸郡洋野町種市第２
３地割２７－２

0194-65-2127 ○ ○
月、火、木、金
　14：00～16：00

・受診前に必ず電話連絡

403 久慈 洋野町 大関内科医院 028-7914
九戸郡洋野町種市第２
３地割７９番地４４

0194-65-2311 ○
月～金
　12：00～13：00

・受診前に必ず電話連絡

404 久慈 洋野町
洋野町国民健康保険　大野診療
所

028-8802
九戸郡洋野町大野第８
地割８３番地４

0194-77-2100 ○ ○
月～金
　10：00～12：00

・受診前に必ず電話連絡

405 久慈 普代村 普代村国民健康保険診療所 028-8333
下閉伊郡普代村第１０
地割字羅賀４番地１

0194-35-2517 ○ ○
月、火、木
　16：00～17：00

・受診前に必ず電話連絡

406 二戸 一戸町 いちのへ内科クリニック 028-5311
二戸郡一戸町高善寺
字野田１１０番地１

0195-33-2701 ○ ○
月、火、木、金
　15：00～16：00

・受診前に必ず電話連絡

407 二戸 一戸町 岩手県立一戸病院 028-5312
二戸郡一戸町一戸字
砂森６０－１

0195-33-3101 ○ ○ ○
月～金
　 9：00～16：00

○ ・受診前に必ず電話連絡

408 二戸 一戸町
ふくもりたこどもクリニック・アレル
ギー科

028-5312
二戸郡一戸町一戸字
向町１０９番地

0195-43-3137 ○ ○ ○

月、火、木、金
　 8：15～17：00
水、土
　 8：15～12：00

○ ○
https://park.paa.jp/par
k2/clinics/2276/busin
esses/01

・受診前に必ず電話連絡

対応一時休止

対応一時休止



診療・検査医療機関一覧

（令和４年1１月３０日現在）

URL

所在地医療機関名 オン
ライン
診療可

診療形態

備考電話番号

対象患者

診療、検査時間医療機関・
センター紹

介患者

かかりつけ
患者

個別の相談
患者

初診時
の選定
療養費
の徴収

電話
診療
可

No. 医療圏 市町村 郵便番号

○受診の前に必ず医療機関に電話連絡し、受診可能な時間などを確認してください。 ※ 夜間休日は電話が繋がらない場合があります。

○受診可能な医療機関がない場合や夜間休日など電話が繋がらない場合は、受診・相談センター（019-651-3175）に御連絡ください。

409 二戸 一戸町 医療法人　松井内科医院 028-5312
二戸郡一戸町一戸字
本町５８番地

0195-33-2201 ○ ○ ○

月、水、金
　11：00～12：00
　15：00～16：00
火、木、土
　11：00～12：00

○ ○
https://www.doctor-
map.info/dtl/10000000
000000046887/

・受診前に必ず電話連絡

410 二戸 一戸町 小野寺内科医院 028-5312
二戸郡一戸町一戸字
向町１４８番地１

0195-33-2505 ○ ○
月～土
　 9：00～12：00
　14：00～16：00

・受診前に必ず電話連絡

411 二戸 二戸市
二戸市国民健康保険　金田一診
療所

028-5711
二戸市金田一字馬場１
５０番地

0195-27-2205 ○ ○
月～水、金
　 8：30～11：30
　13：00～16：30

・受診前に必ず電話連絡

412 二戸 二戸市 すがわら消化器内科 028-6101
二戸市福岡字川又３番
地１

0195-23-2879 ○ ○ ○

月、火、金
　11：00～12：30
　16：00～17：30
水、木、土
　11：00～12：30

○
・受診前に必ず電話連絡
・自家用車での受診をお願いします

413 二戸 二戸市 ほそかわ小児科クリニック 028-6101
二戸市福岡字長嶺２８
番地１８

0195-26-8100 ○ ○ ○

月、水～金
　 9：00～12：00
　14：00～18：00
火、土
　 9：00～12：00

・受診前に必ず電話連絡

414 二戸 二戸市
医療法人桜心会　おりそ内科・循
環器クリニック

028-6101
二戸市福岡字長嶺３５
番地４

0195-22-2251 ○ ○ ○

月、火、木、金
　 9：00～15：00
水、土
　 9：00～12：00

・事前に電話連絡が必要

415 二戸 二戸市 千葉耳鼻咽喉科医院 028-6103
二戸市石切所字森合８
５番地

0195-26-8133 ○ ○ ○

月～金
　11：30～13：30
土
　一般診療終了後
　(概ね12：00～13：00）

・受診前に必ず電話連絡

416 二戸 二戸市 医療法人青松会二戸クリニック 028-6103
二戸市石切所字森合３
２番地１

0195-25-5770 ○ ○

月～金
　13：00～13：30
　17：00～17：30
※木は13：00～13：30のみ

・受診前に必ず電話連絡
・自院の透析患者に限る

417 二戸 二戸市 岩手県立二戸病院 028-6105
二戸市堀野字大川原
毛３８番地２

0195-23-2191 ○ ○ ○
月～金
　 9：00～17：00

○ ○ ・受診前に必ず電話連絡

418 二戸 二戸市 かわさきクリニック 028-6105
二戸市堀野字長地９番
１１

0195-26-9900 ○ ○

月、水、金
　13：30～14：30
　18：00～19：00
火、土
　13：00～14：00

・受診前に必ず電話連絡

419 二戸 二戸市 カシオペア医院 028-6105
二戸市堀野字大川原
毛１３４番地５

0195-23-3331 ○ ○

月、水、金
　12：00～13：00
　17：00～18：00
火、木、土
　12：00～13：00

・受診前に必ず電話連絡

420 二戸 二戸市
二戸市国民健康保険浄法寺診
療所

028-6851
二戸市浄法寺町小池６
番地１

0195-38-2021 ○ ○
月～金
　11：30～12：00
　16：15～16：45

・受診前に必ず電話連絡
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421 二戸 軽米町 岩手県立軽米病院 028-6302
九戸郡軽米町大字軽
米第２地割５４番地５

0195-46-2411 ○ ○
月～金
　 9：00～16：00

○ ・受診前に必ず電話連絡

○休止中医療機関（３機関）

奥州金ケ崎発熱外来診療所（奥州市国民健康保険臨時診療所）、釜石・大槌地域外来・検査センター（釜石市鵜住居診療所）、花巻・遠野地域外来・検査センター（花巻市臨時診療所）


