
【肝炎指定治療指定医療機関】（奥州市、金ケ崎町）

《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 奥州市総合水沢病院 023-0053 奥州市 水沢大手町三丁目1番地
病院 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
病院 岩手県立胆沢病院 023-0864 奥州市 水沢字龍ケ馬場61番地
病院 岩手県立江刺病院 023-1103 奥州市 江刺西大通り5番23号
病院 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
診療所 胃腸クリニック 023-0804 奥州市 水沢谷地明円53-1
診療所 亜理眼科医院 023-0816 奥州市 水沢西町130-1
診療所 本田胃腸内科外科 023-0816 奥州市 水沢西町4番21号
診療所 亀井内科消化器クリニック 023-0825 奥州市 水沢台町1-47
診療所 柏木医院 023-1124 奥州市 江刺六日町5-7
診療所 国民健康保険金ケ崎診療所 029-4503 金ケ崎町 西根鑓水98番地
診療所 加藤内科胃腸科 029-4503 金ケ崎町 西根古寺71-1

《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 つくし薬局　さくらかわ店 023-0003 奥州市 水沢佐倉河字五反町92番地1
薬局 及川薬局　けいとく店 023-0003 奥州市 水沢佐倉河字慶徳26-2
薬局 西大通薬局 023-0022 奥州市 水沢中城6番3
薬局 みどり薬局　不断町店 023-0032 奥州市 水沢字多賀47番地
薬局 水沢調剤薬局 023-0046 奥州市 水沢字川原小路12番地
薬局 水沢センター薬局 023-0046 奥州市 水沢川原小路17番地
薬局 りんどう薬局 023-0052 奥州市 水沢搦手丁20-15
薬局 日本調剤　水沢薬局 023-0052 奥州市 水沢搦手丁8番15号
薬局 ナカノメ薬局 023-0054 奥州市 水沢吉小路46番地１
薬局 吉小路調剤薬局 023-0054 奥州市 水沢吉小路31番地1
薬局 ふれあい薬局 023-0403 奥州市 胆沢若柳字天草324
薬局 有限会社　及川薬局 023-0801 奥州市 水沢横町81-2
薬局 あおば薬局 023-0802 奥州市 水沢大畑小路109-1
薬局 みどり薬局　寺小路店 023-0811 奥州市 水沢字寺小路26番地1
薬局 いちご薬局 023-0813 奥州市 水沢字中町55番地
薬局 みどり薬局　西町店 023-0816 奥州市 水沢西町5番22号
薬局 たんぽぽ薬局 023-0822 奥州市 水沢東中通り二丁目1番27号
薬局 有限会社　サンライズ薬局 023-0825 奥州市 水沢台町1番45号
薬局 エルム調剤薬局　水沢店 023-0828 奥州市 水沢東大通り一丁目5-31
薬局 リリィ薬局　水沢店 023-0841 奥州市 水沢真城字杉山下70番3
薬局 すみれ薬局 023-0862 奥州市 水沢福吉町2番30号
薬局 アイン薬局　胆沢店 023-0864 奥州市 水沢龍ヶ馬場27-5
薬局 龍ヶ馬場薬局 023-0864 奥州市 水沢龍ヶ馬場29-37
薬局 水沢マル薬局 023-0864 奥州市 水沢龍ヶ馬場3-11
薬局 薬王堂　桜屋敷店 023-0865 奥州市 水沢字桜屋敷282
薬局 調剤薬局　桜屋敷ファーマシー 023-0865 奥州市 水沢字桜屋敷249番地3
薬局 おおはし薬局 023-0867 奥州市 水沢大橋53-2
薬局 ウエルシア薬局　奥州江刺店 023-1102 奥州市 江刺八日町一丁目４番１０‐２号
薬局 りんご薬局 023-1102 奥州市 江刺八日町一丁目1番34号
薬局 イオン薬局イオンスタイル江刺 023-1102 奥州市 江刺八日町１‐９‐48‐２
薬局 アイン薬局　江刺店 023-1103 奥州市 江刺西大通り10-11
薬局 アイセイ薬局　江刺病院前店 023-1103 奥州市 江刺西大通り4-24
薬局 調剤薬局ツルハドラッグ江刺店 023-1103 奥州市 江刺西大通り9-5
薬局 江刺調剤薬局 023-1104 奥州市 江刺豊田町二丁目1番46号
薬局 アイン薬局　大通中央店 023-1111 奥州市 江刺大通り5-8
薬局 川原町薬局 023-1114 奥州市 江刺川原町3番14号
薬局 横山調剤薬局 023-1131 奥州市 江刺愛宕字観音堂沖401-5
薬局 フロンティア薬局　前沢店 029-4201 奥州市 前沢古城字比良59-8
薬局 保険調剤　わかば薬局 029-4204 奥州市 前沢字高畑182-7
薬局 仁衛堂薬局　アスティ店 029-4204 奥州市 前沢向田一丁目16番2
薬局 イオン薬局前沢店 029-4204 奥州市 前沢向田2丁目85
薬局 カワチ薬局　前沢店 029-4204 奥州市 前沢向田1-18
薬局 もくれん薬局 029-4208 奥州市 前沢字七日町48番2
薬局 仁衛堂薬局 029-4208 奥州市 前沢字七日町裏２番地
薬局 つくし薬局　前沢店 029-4208 奥州市 前沢二十人町47番
薬局 オレンジ薬局　金ヶ崎店 029-4503 金ケ崎町 西根鑓水180-5


