
【肝炎指定治療指定医療機関】（八幡平市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町）

《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 八幡平市国民健康保険西根病院 028-7112 八幡平市 田頭第22地割79番地1
病院 医療法人社団松誠会　滝沢中央病院 020-0664 滝沢市 鵜飼笹森42番地2
診療所 高橋内科胃腸科クリニック 020-0611 滝沢市 巣子1186-14
診療所 山田小児科内科医院 020-0627 滝沢市 狼久保688
診療所 植田内科消化器科医院 020-0633 滝沢市 穴口183番地3
診療所 ゆとりが丘クリニック 020-0638 滝沢市 土沢541番地
診療所 篠村医院 020-0524 雫石町 寺の下105番地12
診療所 雫石大森クリニック 020-0541 雫石町 千刈田79-2
診療所 盛岡医療生活協同組合　さわやかクリニック 028-4303 岩手町 大字江刈内10-47-2
診療所 岩手県立中央病院附属沼宮内地域診療センター 028-4307 岩手町 大字五日市第10地割4番地7
診療所 医療法人芳譲会　渡辺内科医院 028-3305 紫波町 日詰字下丸森122-3
診療所 医療法人　はたふく医院 028-3305 紫波町 日詰字石田3-2
診療所 岩手県立中央病院附属紫波地域診療センター 028-3307 紫波町 桜町字三本木32番地
診療所 川守田医院 028-3310 紫波町 日詰駅前1丁目8番地2
病院 岩手医科大学附属病院 028-3695 矢巾町 医大通二丁目１番１号
診療所 社団医療法人緑風会　高宮消化器科内科医院 028-3603 矢巾町 大字西徳田第2地割106番3
診療所 成田内科胃腸科医院 028-3614 矢巾町 大字又兵工新田第8地割101番地



《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 大更調剤薬局 028-7111 八幡平市 大更24地割1番地135
薬局 (有)あさひ薬局 028-7111 八幡平市 大更25-118-1
薬局 つぐみ薬局 028-7111 八幡平市 大更24地割65番地13
薬局 スマイル薬局 028-7111 八幡平市 大更第21地割79-1
薬局 みのり薬局 028-7111 八幡平市 大更第24地割29番地10
薬局 あさひ薬局　西根中学校前店 028-7111 八幡平市 大更24-1-118
薬局 柏台薬局 028-7303 八幡平市 柏台二丁目42-2
薬局 白樺薬局 028-7405 八幡平市 平舘第11地割11番地21
薬局 ゆうゆう調剤薬局 020-0611 滝沢市 巣子１１７８番２０
薬局 ひかり薬局 020-0622 滝沢市 野沢62-126
薬局 滝沢中央薬局 020-0627 滝沢市 狼久保689-1
薬局 巣子バード薬局 020-0627 滝沢市 狼久保686-3
薬局 有限会社　ふうせん薬局 020-0632 滝沢市 牧野林1010番地11
薬局 ドレミ薬局 020-0632 滝沢市 牧野林１０１０番地２
薬局 プラス薬局 020-0633 滝沢市 穴口183番地1
薬局 アイセイ薬局　滝沢店 020-0633 滝沢市 穴口323-3
薬局 ミモザ薬局 020-0637 滝沢市 高屋敷平11-40
薬局 あおぞら薬局 020-0638 滝沢市 土沢540-2
薬局 おはよー調剤 020-0664 滝沢市 鵜飼笹森43番14
薬局 有限会社　滝沢調剤薬局 020-0668 滝沢市 鵜飼狐洞1番303号
薬局 すこやか薬局 020-0771 滝沢市 大釜竹鼻163-14
薬局 おおがま薬局 020-0778 滝沢市 大釜吉水104-1
薬局 菊屋薬局 020-0527 雫石町 中町33番地4
薬局 しずくいし薬局 020-0536 雫石町 八卦2-4
薬局 銀河薬局　雫石店 020-0541 雫石町 千刈田79-2
薬局 しずくいし中央薬局 020-0542 雫石町 万田渡74番地19
薬局 日本調剤　葛巻薬局 028-5402 葛巻町 葛巻12地割54番地1
薬局 そうごう薬局岩手町店 028-4303 岩手町 大字江刈内第10地割字三本松45
薬局 つくし薬局　沼宮内駅前店 028-4303 岩手町 大字江刈内第17地割10番3
薬局 オーロラ薬局　沼宮内店 028-4303 岩手町 大字江刈内第10地割49番1
薬局 ヤナギサワ薬局 028-4303 岩手町 大字江刈内9-35
薬局 石神の丘薬局 028-4307 岩手町 五日市第11地割79番地66
薬局 調剤薬局ツルハドラッグ紫波店 028-3303 紫波町 高水寺字大坊183-1
薬局 高水寺薬局 028-3303 紫波町 高水寺字古屋敷106-1
薬局 イオンスーパーセンター紫波古館店薬局 028-3303 紫波町 高水寺字古屋敷16番地1
薬局 ファミリー薬局 028-3305 紫波町 日詰字下丸森121番7
薬局 あけぼの薬局 028-3305 紫波町 日詰字下丸森65-2
薬局 紫波中央薬局 028-3307 紫波町 桜町字三本木22-7
薬局 さくら町調剤薬局 028-3307 紫波町 桜町字三本木167-2
薬局 有限会社　ミドリ薬局　日詰店 028-3309 紫波町 日詰駅前1丁目8-4
薬局 みずほ薬局　ｵｶﾞｰﾙ店 028-3318 紫波町 紫波中央駅前2-3-12　ｵｶﾞｰﾙﾍﾞｰｽｲｰｽﾄ棟1階
薬局 サニー薬局 028-3441 紫波町 上平沢字川原田73番地9
薬局 すばる薬局　流通センター店 020-0891 矢巾町 流通センター南3丁目1-7
薬局 フェザン薬局 028-3601 矢巾町 高田11-51-1
薬局 矢巾調剤薬局 028-3603 矢巾町 大字西徳田第三地割字西前74
薬局 カワチ薬局　矢巾店 028-3603 矢巾町 大字西徳田第５地割８８‐１
薬局 日本調剤　矢巾薬局 028-3609 矢巾町 医大通二丁目４番３号
薬局 日本調剤　岩手医大前薬局 028-3609 矢巾町 医大通二丁目１番１２号
薬局 こぐま薬局　矢巾店 028-3614 矢巾町 大字又兵エ新田8-117
薬局 ライフ薬局 028-3615 矢巾町 大字南矢幅第8地割245番地
薬局 薬王堂　矢巾店 028-3615 矢巾町 大字南矢幅第7地割445


