
【肝炎指定治療指定医療機関】（一関市、平泉町）

《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 医療法人西城病院 021-0871 一関市 八幡町2番43号
病院 医療法人博愛会　一関病院 021-0884 一関市 大手町3番36号
病院 岩手県立磐井病院 029-0192 一関市 狐禅寺字大平17番地
病院 岩手県立千厩病院 029-0803 一関市 千厩町千厩字草井沢32番地1
病院 一関市国民健康保険藤沢病院 029-3405 一関市 藤沢町藤沢字町裏52番地2
診療所 医療法人あけぼの会　阿部内科ｸﾘﾆｯｸ 021-0027 一関市 竹山町5番34号
診療所 医療法人社団寺崎内科胃腸科医院 021-0031 一関市 青葉一丁目6番10号
診療所 小野寺内科循環器科 021-0032 一関市 末広１丁目4-40
診療所 千葉内科医院 021-0035 一関市 山目字才天227
診療所 佐藤外科肛門科医院 021-0051 一関市 山目字三反田43
診療所 及川内科胃腸科ｸﾘﾆｯｸ 021-0836 一関市 鳴神74番地
診療所 桂島医院 021-0867 一関市 駅前22番地
診療所 医療法人小原眼科 021-0883 一関市 新大町46
診療所 医療法人慈融会　二宮眼科医院　 021-0885 一関市 田村町2番5号
診療所 さとう小児科医院 021-0891 一関市 桜木町5-22
診療所 医療法人　もりあい内科クリニック 029-0803 一関市 千厩町千厩字前田96番地9

《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 中央薬局 021-0021 一関市 中央町1丁目10-22
薬局 薬王堂　山目店 021-0053 一関市 山目字中野53-1
薬局 一関駅前薬局 021-0867 一関市 駅前14番地2
薬局 みちのく調剤薬局 021-0884 一関市 大手町3番地26号
薬局 サン調剤薬局 021-0885 一関市 田村町29
薬局 ヒカリ調剤薬局大平 029-0132 一関市 滝沢字宮田124-1
薬局 萩の森調剤薬局 029-0803 一関市 千厩町千厩字上駒場1-10
薬局 はないずみ調剤薬局 029-3105 一関市 花泉町涌津字二ノ町10-1番地
薬局 いしばたけ薬局 021-0008 一関市 石畑6-31
薬局 中里薬局 021-0011 一関市 山目町1丁目6-25
薬局 ドレミ薬局 021-0021 一関市 中央町2丁目5-17
薬局 銅谷調剤薬局 021-0023 一関市 銅谷町9-24
薬局 いちご薬局 021-0031 一関市 青葉一丁目6-4-101号
薬局 有限会社　昆野調剤薬局 021-0035 一関市 山目字才天222-4
薬局 ㈲小野調剤薬局　中野店 021-0053 一関市 山目字中野24-1-101
薬局 れもん薬局 021-0053 一関市 山目字中野59-1
薬局 イオン薬局一関店 021-0055 一関市 山目字泥田８９－１
薬局 三関薬局 021－0821 一関市 三関字仲田29番地3
薬局 菅原薬局 021-0851 一関市 関が丘94-2
薬局 かりん薬局 021-0854 一関市 字西沢37-3
薬局 アイン薬局　一関店 021-0877 一関市 城内1-4
薬局 株式会社　大正堂薬局 021-0881 一関市 大町1-26
薬局 共創未来　一関薬局 021-0882 一関市 上大槻街4-46
薬局 加賀調剤薬局 021-0885 一関市 田村町6-10
薬局 やまぶき薬局 029-0131 一関市 狐禅寺字大平125番地13
薬局 一関ドライブスルー薬局 029-0131 一関市 狐禅寺字大平123-2
薬局 日本調剤　一関薬局 029-0131 一関市 狐禅寺字大平33-1
薬局 つくし薬局川崎店 029-0202 一関市 川崎町薄衣字久伝17番地1
薬局 ひがし薬局 029-0302 一関市 東山町長坂字西本町120-1
薬局 伊藤薬局 029-0302 一関市 東山町長坂字町98
薬局 アイン薬局　東山町店 029-0302 一関市 東山町長坂字町388
薬局 共創未来　東山薬局 029-0303 一関市 東山町松川字卯入道138-3
薬局 そうごう薬局大原店 029-0711 一関市 大東町大原字立町113
薬局 くるみ薬局 029-0803 一関市 千厩町千厩字前田99番地4
薬局 とまと薬局 029-0803 一関市 千厩町千厩字構井田48番地1
薬局 つくし薬局　千厩店 029-0803 一関市 千厩町千厩字石堂１３-13
薬局 千厩調剤薬局 029-0803 一関市 千厩町千厩字草井沢43-1
薬局 ちば薬局 029-0803 一関市 千厩町千厩字摩王11-7
薬局 あさひ調剤薬局 029-3101 一関市 花泉町涌津字上原29-2
薬局 有限会社　錦袋堂薬局 029-3101 一関市 花泉町花泉字袋6-2
薬局 錦袋堂一の町薬局 029-3105 一関市 花泉町涌津字一の町23-1
薬局 リリィ薬局藤沢店 029-3405 一関市 藤沢町藤沢字町裏180-2
薬局 有限会社　佐庄薬局 029-3405 一関市 藤沢町藤沢字町33
薬局 あすか薬局 029-4102 平泉町 平泉字志羅山7-10


