
【肝炎指定治療指定医療機関】（盛岡市）

《病院・診療所》 令和元年12月27日版

区分 医療機関名 郵便番号
所在地

（市町村名）
所在地

病院 社団医療法人　盛岡繋温泉病院 020-0055 盛岡市 繋字尾入野64番地9
病院 岩手県立中央病院 020-0066 盛岡市 上田一丁目4-1
病院 医療法人共生会　松園第二病院 020-0103 盛岡市 西松園三丁目22番3号
病院 医療法人社団　恵仁会　三愛病院 020-0121 盛岡市 月が丘一丁目29番15号
病院 盛岡赤十字病院 020-0831 盛岡市 三本柳6-1-1
病院 医療法人友愛会　盛岡友愛病院 020-0834 盛岡市 永井第12地割10番地
病院 川久保病院 020-0835 盛岡市 津志田26地割30番地1
病院 盛岡市立病院 020-0866 盛岡市 本宮五丁目１５番１号
病院 岩手医科大学附属内丸メディカルセンター 020-8505 盛岡市 内丸１９番１号
病院 医療法人日新堂　八角病院 028-4125 盛岡市 好摩字夏間木70-190
診療所 医療法人敬星会　二宮内科クリニック 020-0013 盛岡市 愛宕町2-47
診療所 医療法人　誠心会　真山池田医院 020-0015 盛岡市 本町通3-19-32
診療所 医療法人社団　甲友会　栗原クリニック 020-0015 盛岡市 本町通一丁目16番4号
診療所 山田クリニック 020-0021 盛岡市 中央通1丁目13の8
診療所 佐藤内科クリニック 020-0022 盛岡市 大通3丁目1番24号　第3菱和ビル4F
診療所 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
診療所 菜園皮膚科クリニック 020-0024 盛岡市 菜園1丁目12-18　盛岡菜園センタービル1F
診療所 志和眼科 020-0066 盛岡市 上田1丁目6番4号
診療所 医療法人　天音会　おいかわ内科クリニック 020-0066 盛岡市 上田一丁目18-46
診療所 西松園内科医院 020-0103 盛岡市 西松園三丁目22番1号
診療所 緑ヶ丘消化器内科医院 020-0117 盛岡市 緑が丘三丁目2-34
診療所 みたけ消化器内科医院 020-0122 盛岡市 みたけ四丁目11-46
診療所 大屋内科胃腸科クリニック 020-0132 盛岡市 西青山一丁目16番43号
診療所 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
診療所 医療法人　正和会　みたけ眼科 020-0133 盛岡市 青山四丁目45番19号
診療所 医療法人　三船内科 020-0137 盛岡市 天昌寺町9-10
診療所 みやもと内科クリニック 020-0143 盛岡市 上厨川字杉原101-4
診療所 あべ内科・消化器科クリニック 020-0146 盛岡市 長橋町17番45号
診療所 吉田消化器科内科 020-0832 盛岡市 東見前8-20-16
診療所 医療法人七星会　小坂内科消化器科クリニック 020-0834 盛岡市 永井19地割258番1
診療所 田中循環器内科クリニック 020-0834 盛岡市 永井22-29-6
診療所 やまだ胃腸内科クリニック 020-0838 盛岡市 津志田中央2-18-31
診療所 医療法人　さとう胃腸科内科 020-0851 盛岡市 向中野一丁目11-25
診療所 医療法人　葵会　もりおか往診ホームケアクリニック 020-0857 盛岡市 北飯岡三丁目20-3
診療所 小豆嶋胃腸科内科クリニック 020-0861 盛岡市 仙北3丁目13-20
診療所 鎌田内科クリニック 020-0866 盛岡市 本宮二丁目20番1号
診療所 医療法人社団　桂会　かつら内科クリニック 020-0866 盛岡市 本宮字小板小瀬13-2
診療所 もりおか胃腸科内科クリニック 020-0871 盛岡市 中ノ橋通二丁目3-2
診療所 いしい内科・糖尿病クリニック 020-0871 盛岡市 中ノ橋通1-4-20　水晶堂ビル4階
診療所 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
診療所 栃内内科医院 020-0884 盛岡市 神明町10-35
診療所 医療法人日新堂　八角医院 028-4125 盛岡市 好摩字夏間木101-2
診療所 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



《薬局》 令和元年12月27日版

区分 医療機関名 郵便番号
所在地

（市町村名）
所在地

薬局 かるがも薬局　山岸店 020-0004 盛岡市 山岸1-3-11
薬局 エメラルド薬局　山岸店 020-0004 盛岡市 山岸3-2-1
薬局 あたご薬局 020-0013 盛岡市 愛宕町2番38号
薬局 本町薬局 020-0015 盛岡市 本町通一丁目9番28号
薬局 アヤメ薬局 020-0015 盛岡市 本町通三丁目19-31
薬局 仁王薬局 020-0015 盛岡市 本町通二丁目8番28号
薬局 油町薬局 020-0015 盛岡市 本町通1丁目11-25
薬局 ポプラ薬局 020-0016 盛岡市 名須川町27-42
薬局 かるがも薬局 020-0021 盛岡市 中央通一丁目14番43号
薬局 そうごう薬局盛岡中央通店 020-0021 盛岡市 中央通二丁目2番5号　甲南アセット盛岡ビル1階
薬局 そうごう薬局盛岡中央通西店 020-0021 盛岡市 中央通3丁目16番15号
薬局 たんぽぽ薬局桜城店 020-0021 盛岡市 中央通3丁目14-4-101
薬局 大通よつば薬局 020-0022 盛岡市 大通2丁目7番地20　ウエダビルⅡ1Ｆ
薬局 菜園よつば薬局 020-0022 盛岡市 大通１丁目11番5号
薬局 銀河薬局　開運橋店 020-0022 盛岡市 大通三丁目9番3号
薬局 日本調剤　盛岡中央薬局 020-0023 盛岡市 内丸17-8
薬局 一般社団法人岩手県薬剤師会会営内丸薬局 020-0023 盛岡市 内丸17-24
薬局 公園通薬局 020-0024 盛岡市 菜園二丁目5番29号菜園志和ビル1Ｆ
薬局 菜園薬局 020-0024 盛岡市 菜園一丁目5番25号
薬局 有限会社　こまち薬局 020-0034 盛岡市 盛岡駅前通9番10号
薬局 エキナカ薬局Ｐｈａｍａ－Ｌａｂｏ 020-0034 盛岡市 盛岡駅前通1-44
薬局 有限会社　アート薬局 020-0042 盛岡市 新田町9番15号
薬局 調剤薬局ツルハドラッグマリオス店 020-0045 盛岡市 盛岡駅西通二丁目9番1号　マリオス5Ｆ
薬局 フロンティア薬局　盛岡店 020-0052 盛岡市 中太田泉田66-11
薬局 そうごう薬局　盛岡つなぎ店 020-0055 盛岡市 繋字尾入野64-9
薬局 薬局マツモトキヨシ　上盛岡店 020-0061 盛岡市 北山1丁目9番30号
薬局 のばら薬局 020-0062 盛岡市 長田町10番29号
薬局 ワカバ薬局 020-0063 盛岡市 材木町6-15
薬局 どんぐり薬局　材木町 020-0063 盛岡市 材木町2番26号
薬局 アイセイ薬局　盛岡材木町店 020-0063 盛岡市 材木町4-33
薬局 日本調剤　盛岡薬局 020-0066 盛岡市 上田一丁目4-3
薬局 リード薬局 020-0066 盛岡市 上田一丁目3番10号
薬局 リープ薬局 020-0066 盛岡市 上田一丁目1番35号
薬局 調剤薬局ツルハドラッグ上田店 020-0066 盛岡市 上田一丁目3-26
薬局 こずかた薬局 020-0066 盛岡市 上田一丁目7-17
薬局 あさがお薬局　上田店 020-0066 盛岡市 上田一丁目10-36
薬局 上田薬局 020-0066 盛岡市 上田1丁目6-9
薬局 あおば薬局　上田店 020-0066 盛岡市 上田1丁目18-50
薬局 すずらん薬局 020-0103 盛岡市 西松園三丁目22-2
薬局 共創未来　松園薬局 020-0103 盛岡市 西松園3-20-12
薬局 ほたる薬局 020-0105 盛岡市 北松園四丁目4番2号
薬局 くすりのメイト　サンタウン調剤薬局 020-0105 盛岡市 北松園2丁目13-1
薬局 のぞみ薬局 020-0107 盛岡市 松園二丁目3番3号
薬局 マリーン薬局 020-0107 盛岡市 松園2丁目37-8
薬局 そよ風薬局　盛岡店 020-0108 盛岡市 東黒石野3-1-12
薬局 しんせい薬局 020-0112 盛岡市 東緑が丘23-8
薬局 どんぐり薬局　たかまつ 020-0114 盛岡市 高松三丁目11-23
薬局 リリィ薬局　高松店 020-0114 盛岡市 高松三丁目9-10
薬局 たてさか薬局 020-0115 盛岡市 館向町4-12
薬局 有限会社エメラルド薬局緑が丘店 020-0117 盛岡市 緑が丘3丁目2番35号
薬局 調剤薬局　アスティこうの 020-0117 盛岡市 緑ヶ丘4-1-50　アスティ1Ｆ
薬局 かえで薬局 020-0117 盛岡市 緑ヶ丘3-18-2
薬局 鶴亀薬局 020-0117 盛岡市 緑ヶ丘1-1-37
薬局 みつばち薬局 020-0121 盛岡市 月が丘一丁目1番63号
薬局 月が丘薬局 020-0121 盛岡市 月が丘1丁目29番7号
薬局 みずほ薬局月が丘 020-0121 盛岡市 月が丘一丁目29番16号
薬局 エイシン薬局 020-0121 盛岡市 月が丘二丁目5-21
薬局 おやまだ薬局 020-0122 盛岡市 みたけ三丁目23-44
薬局 けい福薬局 020-0122 盛岡市 みたけ三丁目11-36
薬局 リリィ薬局　盛岡北店 020-0125 盛岡市 上堂2丁目4-11
薬局 なごみ薬局 020-0125 盛岡市 上堂一丁目18番26号
薬局 有限会社　たけしげ薬局 020-0125 盛岡市 みたけ二丁目21番41号
薬局 有限会社　グリーン薬局 020-0127 盛岡市 前九年2-2-38
薬局 前九年薬局 020-0127 盛岡市 前九年三丁目16-10
薬局 すみれ薬局 020-0132 盛岡市 西青山2-18-57
薬局 あかほろ薬局 020-0132 盛岡市 西青山1丁目8-6
薬局 西青山薬局 020-0132 盛岡市 西青山二丁目4-17
薬局 クラフト薬局　盛岡青山店 020-0133 盛岡市 青山1-20-42
薬局 薬局　ポラリス 020-0133 盛岡市 青山2丁目24-3
薬局 スタイル薬局 020-0133 盛岡市 青山三丁目6-2
薬局 有限会社　天昌寺薬局 020-0137 盛岡市 天昌寺町3番27号



《薬局》 令和元年12月27日版

区分 医療機関名 郵便番号
所在地

（市町村名）
所在地

薬局 みつや薬局 020-0141 盛岡市 中屋敷町1番33号
薬局 ミルキー薬局 020-0143 盛岡市 上厨川字杉原50番48号
薬局 ナガハシ薬局 020-0146 盛岡市 長橋町17-40
薬局 サンケア薬局　盛岡長橋店 020-0146 盛岡市 長橋町38番10号
薬局 さんぺい薬局 020-0147 盛岡市 大館町26-2
薬局 イオン薬局盛岡店 020-0148 盛岡市 前潟4丁目7-1
薬局 コスモ調剤薬局 020-0816 盛岡市 中野一丁目30番3号
薬局 なかのユニオン薬局 020-0816 盛岡市 中野1丁目21-1
薬局 茶畑薬局 020-0822 盛岡市 茶畑二丁目6番14号
薬局 ソレイユ調剤薬局 020-0822 盛岡市 茶畑1-8-20
薬局 日本調剤　東安庭薬局 020-0824 盛岡市 東安庭一丁目23番63号
薬局 こすもす薬局 020-0831 盛岡市 三本柳5-37-2
薬局 ワカバ薬局　都南店 020-0831 盛岡市 三本柳11-12-1
薬局 アイン薬局　盛岡南店 020-0831 盛岡市 三本柳6地割1番地1
薬局 調剤薬局ツルハドラッグ三本柳店 020-0831 盛岡市 三本柳5-28-2
薬局 あざみ薬局 020-0832 盛岡市 東見前8地割20番地4
薬局 永井中央薬局 020-0834 盛岡市 永井19地割253番地1
薬局 日本調剤　盛岡南薬局 020-0834 盛岡市 永井12-128-2
薬局 かつら薬局 020-0834 盛岡市 永井13地割17番3
薬局 ながい薬局 020-0834 盛岡市 永井23地割7番地46
薬局 すばる薬局　永井店 020-0834 盛岡市 永井22地割3-128
薬局 つばさ薬局 020-0836 盛岡市 津志田西二丁目13番5号
薬局 中田全快薬局 020-0836 盛岡市 津志田西二丁目16番80号
薬局 調剤薬局ツルハドラッグ盛岡津志田西店 020-0836 盛岡市 津志田西２丁目２‐１５
薬局 アウル薬局 020-0838 盛岡市 津志田中央三丁目20番6
薬局 木の実薬局 020-0838 盛岡市 津志田中央三丁目7番8号
薬局 津志田薬局 020-0838 盛岡市 津志田中央二丁目18-23
薬局 調剤薬局ツルハドラッグ盛岡津志田店 020-0838 盛岡市 津志田中央2丁目17-33
薬局 エース薬局 020-0839 盛岡市 津志田南2-16-31
薬局 津志田南オレンジ薬局 020-0839 盛岡市 津志田南三丁目14番3号
薬局 みなみ薬局 020-0851 盛岡市 向中野一丁目11番24号
薬局 リーフ薬局 020-0851 盛岡市 向中野三丁目10-10
薬局 調剤薬局　ツルハドラッグ　盛岡向中野店 020-0851 盛岡市 向中野5丁目29番38号
薬局 本宮センター薬局 020-0852 盛岡市 北飯岡一丁目2-71
薬局 トマト薬局　北飯岡店 020-0857 盛岡市 北飯岡3丁目20番32号
薬局 せんぼく調剤薬局 020-0861 盛岡市 仙北三丁目13番22号
薬局 有限会社　エメラルド薬局　仙北店 020-0862 盛岡市 東仙北一丁目3番48号
薬局 オーロラ薬局 020-0863 盛岡市 南仙北三丁目2-30
薬局 西仙北薬局 020-0864 盛岡市 西仙北一丁目32番11号
薬局 ひばり薬局 020-0864 盛岡市 西仙北一丁目30番51号
薬局 あざみ薬局本宮店 020-0866 盛岡市 本宮2-20-18
薬局 とけい台薬局 020-0866 盛岡市 本宮字小屋敷六丁目2-26
薬局 銀河薬局 020-0866 盛岡市 本宮6丁目1番55号
薬局 さくらの調剤薬局 020-0866 盛岡市 本宮1-8-4
薬局 ウエルシア薬局　盛岡本宮店 020-0866 盛岡市 本宮6丁目1番65号
薬局 オリーブ薬局 020-0866 盛岡市 本宮6-2-32
薬局 クローバー薬局 020-0866 盛岡市 本宮字小板小瀬13番３
薬局 イオン薬局　盛岡南店　 020-0866 盛岡市 本宮七丁目1番1号
薬局 アポロ薬局 020-0866 盛岡市 本宮一丁目６番11号
薬局 中ノ橋薬局 020-0871 盛岡市 中ノ橋通1丁目7－15
薬局 あすなろ薬局 020-0871 盛岡市 中ノ橋通1-14-9
薬局 まごころ薬局 020-0871 盛岡市 中ノ橋通2丁目2-13
薬局 八幡町薬局 020-0872 盛岡市 八幡町3番22号
薬局 清水町調剤薬局 020-0875 盛岡市 清水町5番18号
薬局 つくし薬局　下の橋店 020-0877 盛岡市 大沢川原一丁目1-3
薬局 さかな町薬局 020-0878 盛岡市 肴町4-30
薬局 村源薬局 020-0878 盛岡市 肴町6番2号
薬局 中津川薬局 020-0878 盛岡市 肴町8-5
薬局 天神町薬局 020-0881 盛岡市 天神町8番24号
薬局 ヨシダ調剤薬局 020-0881 盛岡市 天神町11-4
薬局 ユニオン薬局 020-0885 盛岡市 紺屋町1番36号
薬局 たくぼく薬局 020-4132 盛岡市 渋民字駅104番地
薬局 好摩薬局 028-4125 盛岡市 好摩字夏間木102-14
薬局 まつや調剤薬局 028-4125 盛岡市 好摩字夏間木107-3
薬局 しぶたみ薬局 028-4134 盛岡市 下田字陣場42番16


