
 

（別添３） 

「岩手県肝疾患診療ネットワーク」一覧 
 
◆ 肝疾患診療連携拠点病院（1カ所）（H20 年 4 月 1 月指定） 

    岩手医科大学附属病院     
 

◆ 肝疾患専門医療機関（15 カ所） 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 肝炎かかりつけ医（64 カ所） 

No 所在地 医療機関名称 氏名 No 所在地 医療機関名称 氏名

1 盛岡市 真山池田医院 池田　富好 33 花巻市 さとう消化器科内科クリニック 佐藤　慎一郎

2 盛岡市 松園第二病院 石川　洋子 34 花巻市 中舘内科クリニック 中舘　一郎

3 盛岡市 小坂内科消化器科クリニック 小坂　陽一 35 花巻市 さとう内科クリニック 佐藤　彰宏

4 盛岡市 盛岡つなぎ温泉病院 小西　一樹 36 北上市 小豆嶋クリニック 小豆嶋　正博

5 盛岡市 小豆嶋胃腸科内科クリニック 小豆嶋　立頼、小豆嶋　正和 37 北上市 すがい胃腸科内科クリニック 菅井　俊

6 盛岡市 盛岡友愛病院 中野　巳三喜 38 北上市 山岡胃腸科内科医院 山岡　豊

7 盛岡市 もりおか往診ホームケアクリニック 八木　千栄 39 北上市 芳野内科医院 芳野　竜太郎

8 盛岡市 吉田消化器科内科 吉田　俊巳 40 北上市 むらさきのクリニック 日戸　清敬

9 盛岡市 あべ内科・消化器科クリニック 阿部　礼司 41 北上市 いとう内科胃腸科医院 伊藤　信彦

10 盛岡市 肥田胃腸科内科医院 肥田　秀彦 42 北上市 北上済生会病院 織笠　俊輔

11 盛岡市 さとう胃腸科内科 佐藤　治 43 遠野市 川上医院 川上　格

12 盛岡市 やまだ胃腸内科クリニック 山田　宏之 44 奥州市 奥州市総合水沢病院 西村　成夫

13 盛岡市 八角医院 八角　有紀 45 奥州市 本田胃腸科内科外科 本田　健一

14 盛岡市 あべ菜園内科クリニック 阿部　弘一 46 奥州市 亀井内科消化器科クリニック 亀 井　將一　他2名

15 盛岡市 おいかわ内科クリニック 及川慶一、及川寛太 47 奥州市 胃腸クリニック 小野寺　清哉

16 盛岡市 岡田消化器科内科医院 岡田　健男 48 金ケ崎町 加藤内科胃腸科 加藤　泰之

17 盛岡市 かつら内科クリニック 桂　泰鴻 49 一関市 桂島医院 桂島　忠俊

18 盛岡市 川久保病院 工藤　典重 50 一関市 寺崎内科胃腸科医院 寺崎　公二

19 盛岡市 大通胃腸科内科 鈴木　恒男 51 一関市 もりあい内科クリニック 盛合　理

20 盛岡市 内丸病院 菊地　大輝 52 一関市 及川内科胃腸科クリニック 及川　登

21 盛岡市 岩手県予防医学協会付属第一診療所 黒澤　照男 53 一関市 西城病院 水野　生一

22 盛岡市 みやもと内科クリニック 宮本　康弘 54 大船渡市 えんどう消化器科内科クリニック 遠藤　稔弥

23 盛岡市 いしい内科・糖尿病クリニック 石井　基嗣 55 釜石市 釜石ファミリークリニック 田澤　秀樹

24 滝沢市 植田内科消化器科医院 植田　修 56 大槌町 ふじまる内科医院 藤丸  潔

25 紫波町 加藤胃腸科内科医院 加藤　博巳 57 大槌町 岩手県立大槌病院 黒田　継久

26 紫波町 川守田医院 川守田　安彦 58 宮古市 おおうち消化器内科クリニック 大内　健

27 紫波町 はたふく医院 籏福　公正 59 洋野町 洋野町国民健康保険　種市病院 磯崎　一太

28 紫波町 渡辺内科医院 渡辺　立夫 60 久慈市 斎藤内科 斎藤　裕

29 矢巾町 成田内科胃腸科医院 成田　知史 61 久慈市 おおさわ内科・胃腸科医院 大澤　一嘉

30 矢巾町 高宮消化器科内科医院 高宮　秀式 62 二戸市 カシオペア医院 肥田　憲彦

31 花巻市 おばら内科・消化器科クリニック 小原　啓彦 63 軽米町 岩手県立軽米病院 横島　孝雄

32 花巻市 熊谷内科胃腸科医院 熊谷　和久 64 一戸町 いちのへ内科クリニック 浪岡　宏  

県立中央病院 盛岡赤十字病院 盛岡市立病院 八角病院 

紫波地域診療センター 

県立中部病院 県立胆沢病院 県立江刺病院 県立磐井病院 

県立千厩病院 県立大船渡病院 県立釜石病院 県立宮古病院 

県立久慈病院 県立二戸病院  

（令和元年 10 月 23 日現在） 


