岩手県肝疾患診療ネットワーク医療機関一覧 (R3.9.6現在）
肝疾患診療連携拠点病院
No
1

医療機関名

主な担当科

岩手医科大学附属病院

消化器・肝臓内科

郵便番号

住所

028-3694 紫波郡矢巾町医大通二丁目１番1号

電話番号

019-613-7111

肝疾患診療専門医療機関
No

二次
医療圏

医療機関名

主な担当科名

郵便番号

住所

電話番号

1

盛岡

岩手医科大学附属内丸メディカルセンター

肝臓内科

020-0023 盛岡市内丸19-1

019-613-6111

2

盛岡

県立中央病院

消化器内科

020-0066 盛岡市上田1-4-1

019-653-1151

3

盛岡

盛岡赤十字病院

消化器科

020-8560 盛岡市三本柳6-1-1

019-637-3111

4

盛岡

盛岡市立病院

消化器科

020-0866 盛岡市本宮五丁目15-1

019-635-0101

5

盛岡

八角病院

肝臓内科

028-4125 盛岡市好摩字夏間木70-190

019-682-0201

6

盛岡

紫波地域診療センター

内科

028-3307 紫波郡紫波町桜町字三本木32

019-676-3311

7 岩手中部

県立中部病院

消化器内科

024-8507 北上市村崎野第17地割10番地

0197-71-1511

8

胆江

県立胆沢病院

消化器科

023-0864 奥州市水沢区字龍ヶ馬場61

0197-24-4121

9

胆江

県立江刺病院

消化器科

023-1103 奥州市江刺区西大通り5-23

0197-35-2181

10

両磐

県立磐井病院

消化器科

029-0192 一関市狐禅寺字大平17

0191-23-3452

11

両磐

県立千厩病院

消化器科

029-0803 一関市千厩町千厩字草井沢32-1

0191-53-2101

12

気仙

県立大船渡病院

消化器内科

022-8512 大船渡市大船渡町字山馬越10-1

0192-26-1111

13

釜石

県立釜石病院

消化器科

026-8550 釜石市甲子町10-483-6

0193-25-2011

14

宮古

県立宮古病院

消化器科

027-0096 宮古市崎鍬ヶ崎1-11-26

0193-62-4011

15

久慈

県立久慈病院

消化器科

028-8040 久慈市旭町10-1

0194-53-6131

16

二戸

県立二戸病院

消化器科

028-6193 二戸市堀野字大川原毛38-2

0195-23-2191

肝炎かかりつけ医
No

所在地

医療機関名称

主な担当科

郵便番号

住所

電話番号

氏名

1

盛岡市 真山池田医院

内科

020-0015 盛岡市本町通三丁目１９番３２号

019-623-7151 池田 富好

2

盛岡市 松園第二病院

内科

020-0103 盛岡市西松園三丁目２２番３号

019-662-0100 石川 洋子

3

盛岡市 小坂内科消化器科クリニック

内科

020-0834 盛岡市永井１９地割２５８番地１

019-605-6050 小坂 陽一

4

盛岡市 盛岡つなぎ温泉病院

内科

020-0055 盛岡市繋字尾入野６４番地９

019-689-2101 小西 一樹

5

盛岡市 小豆嶋胃腸科内科クリニック

内科

020-0861 盛岡市仙北三丁目１３番２０号

019-636-1503

6

盛岡市 盛岡友愛病院

消化器科内科

020-0834 盛岡市永井１２地割１０番地

019-638-2222 中野 巳三喜

7

盛岡市 もりおか往診ホームケアクリニック

内科

020-0857 盛岡市北飯岡三丁目20-3

019-614-0133 八木 千栄

8

盛岡市 吉田消化器科内科

内科

020-0832 盛岡市東見前８地割２０番地１６

019-632-4600 吉田 俊巳

9

盛岡市 あべ内科・消化器科クリニック

消化器科内科

020-0146

盛岡市長橋町１７番４５号

019-605-5311 阿部 礼司

10

盛岡市 さとう胃腸科内科

消化器科内科

020-0851

盛岡市向中野一丁目１１番２５号

019-635-0789 佐藤 治

11

盛岡市 やまだ胃腸内科クリニック

消化器科内科

020-0838 盛岡市津志田中央二丁目１８番３１号

019-614-0180 山田 宏之

12

盛岡市 八角医院

内科

028-4125 盛岡市好摩字夏間木101番地2

019-682-0007 八角 有紀

13

盛岡市 あべ菜園内科クリニック

消化器科内科

020-0024

019-623-7000 阿部 弘一

14

盛岡市 おいかわ内科クリニック

内科

020-0066 盛岡市上田一丁目１８番４６号

019-622-7400 及川慶一他１名

15

盛岡市 岡田消化器科内科医院

内科

020-0875 盛岡市清水町３番５号

019-622-4266 岡田 健男

16

盛岡市 かつら内科クリニック

内科

020-0866 盛岡市本宮字小板小瀬１３番２

019-658-1223 桂 泰鴻

17

盛岡市 川久保病院

内科

020-0835 盛岡市津志田26地割30番地１

019-635-1305 工藤 典重

18

盛岡市 大通胃腸科内科

内科

020-0022 盛岡市大通一丁目3番4号

019-652-1825 鈴木 恒男

19

盛岡市 岩手県予防医学協会付属第一診療所 内科

020-8585 盛岡市北飯岡四丁目８番５０号

019-638-7185 黒澤 照男

20

盛岡市 みやもと内科クリニック

内科

020-0143 盛岡市上厨川字杉原101-4

019-601-3810 宮本 康弘

21

盛岡市 いしい内科・糖尿病クリニック

糖尿病内科 020-0871 盛岡市中ノ橋通1-4-20 水晶堂ビル４Ｆ

019-601-2277 石井 基嗣

22

盛岡市 みたけ消化器内科クリニック

消化器内科 020-0122 盛岡市みたけ4-11-46

019-641-8511 齊藤 慎二

23

盛岡市 いわて飯岡駅前内科クリニック

消化器科内科

24

盛岡市 もりおか胃腸科内科クリニック

消化器内科 020-0871 盛岡市中ノ橋通2-3-2

019-606-6611 石川 和克

消化器内科 028-7112 八幡平市田頭第37地割103番地1

0195-75-2355 菊地 大輝

25 八幡平市

エールクリニック八幡平

盛岡市菜園二丁目５番２９号 菜園志和ビル２Ｆ

020-0834 盛岡市永井17-36-1

小豆嶋 立頼他１名

019-637-1177 小穴 修平

26

滝沢市 植田内科消化器科医院

消化器内科 020-0633 滝沢市穴口１８３番地３

019-643-5511 植田 修

27

紫波町 加藤胃腸科内科医院

胃腸科内科 028-3303 紫波郡紫波町高水寺字中田２０７番地

019-672-3699 加藤 博巳

28

紫波町 川守田医院

内科

028-3310 紫波郡紫波町日詰駅前一丁目８番地２

019-676-5553 川守田 安彦

29

紫波町 はたふく医院

内科

028-3305

019-672-2121 籏福 公正

30

紫波町 渡辺内科医院

内科

028-3305 紫波郡紫波町日詰字下丸森１２２番地３

019-672-3667 渡辺 立夫

31

矢巾町 成田内科胃腸科医院

内科

028-3614

紫波郡矢巾町大字又兵ェ新田第８地割１０１番地

019-698-1212 成田 知史

32

矢巾町 高宮消化器科内科医院

消化器内科 028-3603

紫波郡矢巾町大字西徳田第2地割106番地3

019-697-7030 高宮 秀式

33

花巻市 おばら内科・消化器科クリニック

内科

025-0077 花巻市仲町５番８号

0198-41-3669 小原 啓彦

34

花巻市 熊谷内科胃腸科医院

内科

025-0097 花巻市若葉町三丁目１番７号

0198-22-1234 熊谷 和久

35

花巻市 さとう消化器科内科クリニック

消化器科内科

028-3101 花巻市石鳥谷町好地第１６地割９番地５

0198-45-5111 佐藤 慎一郎

36

花巻市 中舘内科クリニック

内科

025-0038 花巻市不動町二丁目１番４号

0198-41-1515 中舘 一郎

37

花巻市 さとう内科クリニック

消化器内科 025-0082 花巻市御田屋町４番２８号

38

北上市 小豆嶋クリニック

消化器科内科

39

北上市 すがい胃腸科内科クリニック

胃腸科内科 024-0071 北上市上江釣子７地割９８番地１

0197-71-5577 菅井 俊

40

北上市 芳野内科医院

内科

0197-65-1811 芳野 竜太郎

41

北上市 いとう内科胃腸科医院

内科胃腸科 024-0061 北上市大通り三丁目1番9号

42

北上市 北上済生会病院

胃腸科

024-8506

43

遠野市 川上医院

内科

028-0516 遠野市穀町１番２７号

0198-62-2051 川上 格

44

奥州市 奥州市総合水沢病院

内科

023-0053 奥州市水沢大手町三丁目１番地

0197-25-3833 西村 成夫

45

奥州市 本田胃腸科内科外科

胃腸科内科 023-0816 奥州市水沢西町４番２１号

0197-23-7581 本田 健一

46

奥州市 亀井内科消化器科クリニック

内科

023-0825 奥州市水沢台町1番47号

0197-24-3155 亀 井 將一他2名

47

奥州市 胃腸クリニック

消化器科内科

023-0804 奥州市水沢字谷地明円53番地1

0197-25-5055 小野寺 清哉

内科

029-4503 胆沢郡金ケ崎町西根古寺71番地1

0197-44-5737 加藤 泰之

48 金ケ崎町

加藤内科胃腸科

紫波郡紫波町日詰字石田3番地2

024-0094 北上市本通り四丁目１３番６号
024-0094 北上市本通り一丁目３番２２号
北上市九年橋三丁目15番33号

0198-21-1511 佐藤 彰宏
0197-65-6006 小豆嶋 正博

0197-64-1795 伊藤 信彦
0197-64-7722 織笠 俊輔

49

一関市 桂島医院

消化器科内科

021-0867 一関市駅前２２番地

0191-21-8883 桂島 忠俊

50

一関市 寺崎内科胃腸科医院

内科

021-0031 一関市青葉一丁目６番１０号

0191-23-6211 寺崎 公二

51

一関市 もりあい内科クリニック

内科

029-0803 一関市千厩町千厩字前田９６番地９

0191-51-3322 盛合 理

52

一関市 及川内科胃腸科クリニック

内科

021-0836 一関市鳴神74番地

0191-31-3131 及川 登

53

一関市 西城病院

内科

021-0871 一関市八幡町２番４３号

0191-23-3636 水野 生一

54

一関市 アビエスかんのクリニック

消化器内科 021-0872 一関市中里字神明44-2

0191-34-8300 菅野 記豊

55 大船渡市

えんどう消化器科内科クリニック

消化器科内科

022-0004 大船渡市猪川町字中井沢７番地２

0192-21-1555 遠藤 稔弥

56

大槌町 ふじまる内科医院

内科

028-1115 上閉伊郡大槌町上町1-16

0193-27-5151 藤丸 潔

57

大槌町 岩手県立大槌病院

内科

028-1131

0193-42-2121 黒田 継久

58

宮古市 おおうち消化器内科クリニック

消化器科内科

027-0077 宮古市舘合町１番８号

0193-71-1811 大内 健

59

洋野町 洋野町国民健康保険 種市病院

内科

028-7914 九戸郡洋野町種市第２３地割２７番地２

0194-65-2127 磯崎 一太

60

久慈市 斎藤内科

内科

028-0063 久慈市荒町二丁目９番地

0194-53-3511 斎藤 裕

61

久慈市 おおさわ内科・胃腸科医院

内科

028-0066 久慈市中の橋一丁目48番2

0194-61-3033 大澤 一嘉

62

二戸市 カシオペア医院

消化器内科、内科

028-6105 二戸市堀野字大川原毛134-5

0195-23-3331 肥田 憲彦

63

軽米町 岩手県立軽米病院

内科

028-6302 九戸郡軽米町大字軽米第2地割54番地5

0195-46-2411 横島 孝雄

64

一戸町 いちのへ内科クリニック

内科

028-5311 二戸郡一戸町高善寺字野田110番地1

0195-33-2701 浪岡 宏

上閉伊郡大槌町小鎚第23地割字寺野1番地1

