
【肝炎指定治療指定医療機関】（花巻市、遠野市、北上市、西和賀町）

《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 公益財団法人　総合花巻病院 025-0075 花巻市 花城町4番28号
病院 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
診療所 藤巻胃腸科内科クリニック 025-0016 花巻市 高木15-16-1
診療所 中舘内科クリニック 025-0038 花巻市 不動町2丁目1-4
診療所 照井内科消化器科医院 025-0072 花巻市 四日町3-5-8
診療所 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
診療所 さとう内科クリニック 025-0082 花巻市 御田屋町4-28
診療所 熊谷内科胃腸科医院 025-0097 花巻市 若葉町3-1-7
診療所 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16-9-5
病院 岩手県立遠野病院 028-0541 遠野市 松崎町白岩14地割74番地
診療所 川上医院 028-0516 遠野市 穀町1－27
診療所 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5-19
病院 社会福祉法人恩賜財団済生会 北上済生会病院 024-8506 北上市 花園町一丁目6番8号
病院 岩手県中部病院 024-8507 北上市 村崎野17地割10番地
診療所 小豆嶋胃腸科内科クリニック 024-0094 北上市 本通り四丁目13-6
診療所 医療法人　ちとせ医院 024-0061 北上市 大通り二丁目1番22号
診療所 すがい胃腸科内科クリニック 024-0071 北上市 上江釣子7-98-1
診療所 日高見中央クリニック 024-0072 北上市 北鬼柳22地割46番地
診療所 芳野内科医院 024-0094 北上市 本通り一丁目3-22
病院 西和賀町国民健康保険沢内病院 029-5614 西和賀町 沢内字太田2地割68番地
診療所 医療法人社団　真心会　佐々木内科小児科医院 029-5505 西和賀町 湯本30地割80番地8
診療所 医療法人　尽心会　赤坂医院 029-5505 西和賀町 湯本29-66-4



《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 宮野目薬局 025-0002 花巻市 西宮野目第6地割165番7
薬局 あおば薬局 025-0003 花巻市 東宮野目13-124-4
薬局 たかき薬局 025-0016 花巻市 高木15-18-13
薬局 サカモト薬局健康館 025-0038 花巻市 不動町一丁目2-5
薬局 花調ふどう薬局 025-0038 花巻市 不動町2丁目1番地1
薬局 ゆぐち薬局 025-0042 花巻市 円万寺字下中野45番11
薬局 花調きたまん薬局　 025-0053 花巻市 中北万丁目834-1
薬局 カワチ薬局　花巻店 025-0062 花巻市 上小舟渡344-3
薬局 タカハシ星ヶ丘薬局 025-0065 花巻市 星ヶ丘2丁目27-22
薬局 花北薬局 025-0072 花巻市 四日町3丁目5番10号
薬局 花巻調剤薬局　小舟渡店 025-0074 花巻市 坂本町4-5
薬局 日本調剤　大手門薬局 025-0075 花巻市 花城町4-24
薬局 エルム調剤薬局花巻店 025-0077 花巻市 仲町5ー9
薬局 調剤薬局ツルハドラッグ花巻御田屋町店 025-0082 花巻市 御田屋町4番16号
薬局 有限会社小田島薬局 025-0087 花巻市 上町6-5
薬局 有限会社ヤマネ薬局 025-0088 花巻市 東町5-1
薬局 二十六薬局 025-0091 花巻市 西大通り2丁目3番1号
薬局 調剤薬局　ツルハドラッグ西大通店 025-0091 花巻市 西大通り2丁目1番25号
薬局 タカハシひかる薬局 025-0091 花巻市 西大通り2-11-3
薬局 パール薬局 025-0091 花巻市 西大通り2-22-17
薬局 サカモト薬局大通り店 025-0092 花巻市 大通り1丁目15番19号
薬局 タカハシ薬局 025-0092 花巻市 大通り二丁目7-11
薬局 つくし薬局花巻店 025-0097 花巻市 若葉町2丁目4番14号
薬局 花調みどり薬局 025-0097 花巻市 若葉町3丁目1番8号
薬局 たんぽぽ薬局 025-0312 花巻市 二枚橋第6地割498番1
薬局 つくし薬局　土沢店 028-0114 花巻市 東和町土沢８区３２６番地
薬局 東和薬局 028-0115 花巻市 東和町安俵6区142-2
薬局 のぞみ薬局 028-3101 花巻市 石鳥谷町好地第16地割9番5
薬局 フロンティア薬局石鳥谷店 028-3111 花巻市 石鳥谷町新堀第8地割34-4
薬局 えびす調剤薬局 028-3163 花巻市 石鳥谷町八幡第三地割76-13
薬局 （有）あさひ薬局センター店 028-3163 花巻市 石鳥谷町八幡5-47-2
薬局 つくし薬局　東舘店 028-0515 遠野市 東舘町8番6号
薬局 つくし薬局　新穀店 028-0522 遠野市 新穀町5番18号
薬局 遠野駅前薬局 028-0522 遠野市 新穀町3番1号
薬局 はやちね薬局 028-0523 遠野市 中央通り6－11
薬局 つくし薬局遠野店 028-0523 遠野市 中央通り6番15号
薬局 つくし薬局　遠野病院前店 028-0541 遠野市 松崎町白岩15地割13番地11
薬局 アイン薬局　遠野店 028-0541 遠野市 松崎町白岩14地割41番地1
薬局 リリィ薬局　北上店 024-0001 北上市 飯豊20地割123番地1
薬局 サンケア薬局県立中部病院前店 024-0004 北上市 村崎野17地割167番地1
薬局 さくら薬局　北上村崎野店 024-0004 北上市 村崎野17地割170-2
薬局 中央薬品㈱中央調剤薬局　 岩手県立中部病院前支店 024-0004 北上市 村崎野17地割22番1
薬局 みつばち薬局 024-0004 北上市 村崎野15地割149番1
薬局 銀河薬局　村崎野店 024-0004 北上市 村崎野17-171
薬局 かすみそう薬局 024-0011 北上市 堤ヶ丘1丁目9-8
薬局 常盤台薬局 024-0012 北上市 常盤台一丁目22番21号
薬局 とんぼ薬局 024-0021 北上市 上野町五丁目1番14号
薬局 まごころ薬局 024-0021 北上市 上野町四丁目3番22号
薬局 いずみ薬局 024-0031 北上市 青柳町1-5-10
薬局 ファースト調剤薬局 024-0034 北上市 諏訪町2-5-42
薬局 テルス調剤薬局 024-0035 北上市 花園町1-6-11
薬局 クラフト薬局　北上花園店 024-0035 北上市 花園町3-1-6
薬局 あさひ薬局　北上店 024-0035 北上市 花園町1-7-8
薬局 さわやか薬局 024-0043 北上市 立花10地割48番地7
薬局 ほのぼの薬局 024-0051 北上市 相去町相去51番地
薬局 つくし薬局大堤店 024-0052 北上市 大堤北一丁目6番30号
薬局 調剤薬局　ツルハドラッグ　大堤店 024-0055 北上市 大堤南1丁目1-24
薬局 日本調剤　北上薬局 024-0056 北上市 鬼柳町荒高33-1
薬局 コノハ薬局 024-0061 北上市 大通り2丁目396
薬局 有限会社かたくり薬局 024-0061 北上市 大通り四丁目3-1
薬局 さくら調剤薬局 024-0064 北上市 若宮町2丁目2番39
薬局 ウイル調剤薬局 024-0071 北上市 上江釣子7-97-1
薬局 つくし薬局　江釣子店 024-0071 北上市 上江釣子15地割135-3
薬局 あんず薬局 024-0071 北上市 上江釣子17地割218番地2
薬局 くるみ薬局 024-0071 北上市 上江釣子16-151-1
薬局 イオン薬局　江釣子店 024-0072 北上市 北鬼柳19番68号
薬局 カワチ薬局　北上店 024-0072 北上市 北鬼柳32地割15
薬局 すずらん薬局 024-0072 北上市 北鬼柳22地割36番地11
薬局 銀河薬局　北上店 024-0082 北上市 町分18-88-1
薬局 まちぶん調剤薬局 024-0083 北上市 柳原町４丁目１５－８
薬局 おおぞら薬局 024-0083 北上市 柳原町四丁目15番29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 きたかみ中央薬局 024-0084 北上市 さくら通り2丁目2-28
薬局 すくらむ薬局北上店 024-0084 北上市 さくら通り1丁目5番7号
薬局 あかり薬局　新穀町店 024-0092 北上市 新穀町2丁目3-26
薬局 株式会社　佐藤薬局 024-0094 北上市 本通り1-8-33
薬局 かえで薬局 024-0094 北上市 本通り一丁目5番4号
薬局 ひまわり薬局 024-0095 北上市 芳町7番20号
薬局 太陽薬局 029-5505 西和賀町 湯本29-70-22
薬局 かじか薬局 029-5505 西和賀町 湯本30-81-1
薬局 西和賀すみれ薬局 029-5612 西和賀町 沢内字大野13地割3-22


