
所在
地区

医院名称 医院名称(日文） 邮政编码 地址（日文） 电话号码
病床
合计

独立行政法人国立医院
机构盛冈医院

独立行政法人国立病院機構
盛岡病院

〒020-0133 盛岡市青山一丁目25番１号 019-647-2195 260

岩手医科大学附属医院 岩手医科大学附属病院 〒020-8505 盛岡市内丸19番１号 019-651-5111 1166
一般财团法人岩手济生
医会三田纪念医院

一般財団法人岩手済生医会
三田記念病院

〒020-0807
盛岡市加賀野三丁目14番１
号

019-624-3251 277

一般财团法人岩手济生
医会中津川医院

一般財団法人岩手済生医会
中津川病院

〒020-0003
盛岡市下米内二丁目４番12
号

019-662-3252 51

医疗法人远山医院 医療法人遠山病院 〒020-0877 盛岡市下ノ橋町６番14号 019-651-2111 136
枥内医院 栃内病院 〒020-0878 盛岡市肴町２番28号 019-623-1316 124
医疗法人社团高松医院 医療法人社団髙松病院 〒020-0115 盛岡市館向町４番８号 019-624-2250 95
社团医疗法人启爱会孝 社団医療法人啓愛会孝仁病 〒020-0052 盛岡市中太田字泉田28番地 019-656-2888 180
社团医疗法人赤坂医院 社団医療法人赤坂病院 〒020-0016 盛岡市名須川町29番２号 019-624-1225 52
医疗法人miyama会盛
冈观山庄医院

医療法人みやま会盛岡観山
荘病院

〒020-0114 盛岡市高松四丁目20番40号 019-661-2685 173

医疗法人社团惠仁会三 医療法人社団恵仁会三愛病 〒020-0121 盛岡市月が丘一丁目29番15 019-641-6633 60
社会福利法人岩手爱儿
会盛冈moriokakodomo

社会福祉法人岩手愛児会も
りおかこども病院

〒020-0102
盛岡市上田字松屋敷11番地
14

019-662-5656 64

社团医疗法人久仁会内 社団医療法人久仁会内丸病 〒020-0015 盛岡市本町通一丁目12番７ 019-654-5331 90
医疗法人谦和会荻野医 医療法人謙和会荻野病院 〒020-0866 盛岡市本宮一丁目６番12号 019-636-0317 58
社团医疗法人盛冈繋温 社団医療法人盛岡繋温泉病 〒020-0055 盛岡市繋字尾入野64番地９ 019-689-2101 170
医疗法人共生会松园第 医療法人共生会松園第一病 〒020-0108 盛岡市東黒石野三丁目２番１ 019-662-6111 120
涩民中央医院 渋民中央病院 〒028-4132 盛岡市玉山区大字渋民字大 019-683-2336 177
医疗法人真彰会玉山冈 医療法人真彰会玉山岡本病 〒028-4134 盛岡市玉山区大字下田字石 019-683-2121 123
岩手县立疗育中心 岩手県立療育センター 〒020-0401 盛岡市手代森第６地割10－６ 019-624-5141 60
医疗法人财团仁医会都 医療法人財団仁医会都南病 〒020-0832 盛岡市東見前第６地割40番 019-638-7311 248
mirai之风清和医院 みらいの風清和病院 〒020-0401 盛岡市手代森第９地割70番 019-696-2055 390
盛冈医疗生活协同组合
川久保医院

盛岡医療生活協同組合川久
保病院

〒020-0835
盛岡市津志田第26地割30－
１

019-635-1305 120

医疗法人社团爱和会盛 医療法人社団愛和会盛岡南 〒020-0835 盛岡市津志田第13地割18番 019-638-2020 164
医疗法人友爱会盛冈友 医療法人友愛会盛岡友愛病 〒020-0834 盛岡市永井第12地割10番地 019-638-2222 386
医疗法人日新堂八角医 医療法人日新堂八角病院 〒028-4125 盛岡市玉山区大字好摩字夏 019-682-0201 50
医疗法人共生会松园第 医療法人共生会松園第二病 〒020-0103 盛岡市西松園三丁目22番３ 019-662-0100 90
岩手县立中央医院 岩手県立中央病院 〒020-0066 盛岡市上田一丁目４番１号 019-653-1151 685
盛冈红十字医院 盛岡赤十字病院 〒020-8560 盛岡市三本柳第６地割１番地 019-637-3111 438
盛冈市立医院 盛岡市立病院 〒020-0866 盛岡市本宮字小屋敷15番地 019-635-0101 268
医疗法人社团松诚会泷
泽中央医院

医療法人社団松誠会滝沢中
央病院

〒020-0172
岩手郡滝沢村鵜飼字狐洞１
番地104

019-684-1151 185

枥内
枥内第二医院

栃内第二病院 〒020-0151
岩手郡滝沢村大釜字吉水
103番１

019-684-1111 144

社团医疗法人法成会平 社団医療法人法成会平和台 〒028-3311 紫波郡紫波町犬淵字南谷地 019-672-2266 289
医疗法人社团归厚堂南 医療法人社団帰厚堂南昌病 〒028-3621 紫波郡矢巾町大字広宮沢第 019-697-5211 180

莺宿温泉医院 鶯宿温泉病院 〒020-0573
岩手郡雫石町大字南畑第32
地割字南桝沢265番地

019-695-2321 88

iwate康复中心
いわてリハビリテーション
センター

〒020-0503
岩手郡雫石町第22地割字七
ツ森16番地243

019-692-5800 100

道之奥疗育园 みちのく療育園 〒028-3623 紫波郡矢巾町大字煙山第24 019-611-0600 54
国民健康保险葛卷医院 国民健康保険葛巻病院 〒028-5402 岩手郡葛巻町葛巻第16地割 0195-66-2311 78
八幡平市国民健康保险 八幡平市国民健康保険西根 〒028-7112 八幡平市田頭第22地割79番 0195-76-3111 60
东八幡平医院 東八幡平病院 〒028-7303 八幡平市柏台二丁目８番２号 0195-78-2511 165
盛冈保健医疗圈  共计

39所医院
7,618

财团法人综合花卷医院 財団法人総合花巻病院 〒025-0075 花巻市花城町４番28号 0198-23-3311 284
社团医疗法人报昌会本 社団医療法人報昌会本舘病 〒025-0003 花巻市東宮野目第13地割 0198-23-5131 161
独立行政法人国立医院
机构花卷医院

独立行政法人国立病院機構
花巻病院

〒025-0033 花巻市諏訪500 0198-24-0511 204

岩手医科大学附属花卷 岩手医科大学附属花巻温泉 〒025-0305 花巻市台第２地割85番地１ 0198-27-2011 150
医疗法人杏林会
IHATOV医院

医療法人杏林会イーハトー
ブ病院

〒025-0244
花巻市湯口字志戸平14番地
１

0198-38-5656 100

社团医疗法人启爱会宝 社団医療法人啓愛会宝陽病 〒028-3111 花巻市石鳥谷町新堀第15地 0198-45-6500 192
岩手县立东和医院 岩手県立東和病院 〒028-0115 花巻市東和町安俵６区75番 0198-42-2211 68
医疗法人财团正清会六 医療法人財団正清会六角牛 〒028-0502 遠野市青笹町中沢第５地割５ 0198-62-2026 147
岩手县立远野医院 岩手県立遠野病院 〒028-0541 遠野市松崎町白岩第14地割 0198-62-2222 199
社会福利法人恩赐财团
济生会北上济生会医院

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 0197-64-7722 309

医疗法人社团花北医院 医療法人社団花北病院 〒024-0004 北上市村崎野第16地割89番 0197-66-2311 180
岩手县立中部医院 岩手県立中部病院 〒024-8507 北上市村崎野第17地割10番 0197-71-1511 434
西和贺町国民健康保险 西和賀町国民健康保険沢内 〒029-5614 和賀郡西和賀町太田第２地 0197-85-3131 40

岩手
中部

盛冈



岩手中部保健医疗圈
共计 13所医院

2468

岩手县立胆泽医院 岩手県立胆沢病院 〒023-0864 奥州市水沢区字龍ケ馬場61 0197-24-4121 346
奥州市综合水泽医院 奥州市総合水沢病院 〒023-0053 奥州市水沢区大手町三丁目 0197-25-3833 149
医疗法人清和会奥州医 医療法人清和会奥州病院 〒023-0828 奥州市水沢区東大通り一丁 0197-25-5111 156
医疗法人社团创生会胆 医療法人社団創生会胆江病 〒023-0003 奥州市水沢区佐倉河字慶徳 0197-24-4148 275
社团医疗法人石川医院 社団医療法人石川病院 〒023-0851 奥州市水沢区南町８番10号 0197-25-6311 32
社团医疗法人启爱会美 社団医療法人啓愛会美山病 〒023-0132 奥州市水沢区羽田町字水無 0197-24-2141 212
社团医疗法人启爱会美 社団医療法人啓愛会美希病 〒029-4201 奥州市前沢区古城字丑沢上 0197-56-6111 249
医疗法人社团yosizawa 医療法人社団ヨシザワ病院 〒023-0881 奥州市水沢区字北田14番地 0197-25-5155 55
奥州市国民健康保险真
心医院

奥州市国民健康保険まごこ
ろ病院

〒023-0401
奥州市胆沢区南都田字大持
40番地

0197-46-2121 48

岩手县立江刺医院 岩手県立江刺病院 〒023-1103 奥州市江刺区西大通り５番23 0197-35-2181 145
胆江保健医疗圈 共计

10所医院
1667

独立行政法人国立医院
机构岩手医院

独立行政法人国立病院機構
岩手病院

〒021-0056 一関市山目字泥田山下48 0191-25-2221 220

岩手县立南光医院 岩手県立南光病院 〒029-0131 一関市狐禅寺字大平17 0191-23-3655 382
岩手县立磐井医院 岩手県立磐井病院 〒029-0131 一関市狐禅寺字大平17 0191-23-3452 315
医疗法人博爱会一关医 医療法人博愛会一関病院 〒021-0884 一関市大手町３番36号 0191-23-2050 254
医疗法人社团爱生会昭 医療法人社団愛生会昭和病 〒021-0885 一関市田村町６番３号 0191-23-2020 54
社团医疗法人西城医院 社団医療法人西城病院 〒021-0871 一関市八幡町２番43号 0191-23-3636 66
岩手县立大东医院 岩手県立大東病院 〒029-0711 一関市大東町大原字川内 0191-72-2121 40
岩手县立千厩医院 岩手県立千厩病院 〒029-0803 一関市千厩町千厩字草井沢 0191-53-2101 188
社团医疗法人西城医院
附属higasiyama医院

社団医療法人西城病院附属
ひがしやま病院

〒029-0303
一関市東山町松川字卯入道
121番地

0191-48-2666 44

一关市国民健康保险藤 一関市国民健康保険藤沢病 〒029-3405 一関市藤沢町藤沢字町裏52 0191-63-5211 54
两磐保健医疗圈 共计

10所医院
1617

医疗法人希望会希望之 医療法人希望会希望ヶ丘病 〒029-2205 陸前高田市高田町大隈８番 0192-53-1019 153
岩手县立高田医院 岩手県立高田病院 〒029-2206 陸前高田市米崎町字野沢34 0192-54-3221 136
岩手县立大船渡医院 岩手県立大船渡病院 〒022-8512 大船渡市大船渡町字山馬越 0192-26-1111 489
气仙保健医疗圈 共计

3所医院
778

医疗法人乐山会seitetu
纪念医院

医療法人楽山会せいてつ記
念病院

〒026-0052
釜石市小佐野町四丁目３番７
号

0193-23-2030 119

医疗法人仁医会（财
团）釜石厚生医院

医療法人仁医会（財団）釜
石厚生病院

〒026-0054
釜石市野田町一丁目16番32
号

0193-23-5105 204

独立行政法人国立医院
机构釜石医院

独立行政法人国立病院機構
釜石病院

〒026-0053 釜石市定内町四丁目７番１号 0193-23-7111 180

岩手县立釜石医院 岩手県立釜石病院 〒026-8550 釜石市甲子町第10地割483 0193-25-2011 272
釜石希望医院 釜石のぞみ病院 〒026-0025 釜石市大渡町三丁目15番26 0193-31-2300 154
     岩手县立大槌医院
（停业中）【联系方式】
岩手县立大槌医院临时

岩手県立大槌病院（休止
中）【連絡先】岩手県立大
槌病院仮設診療所

〒028-1111
〒028-1131

上閉伊郡大槌町新町８番14
号
〃  大槌第13地割字八幡前

0193-42-2121 121

釜石保健医疗圈 共计
6所医院

1050

医疗法人财团正清会三 医療法人財団正清会三陸病 〒027-0048 宮古市板屋一丁目６番36号 0193-62-7021 235
社团医疗法人新和会宫
古山口医院

社団医療法人新和会宮古山
口病院

〒027-0063 宮古市山口五丁目３番20号 0193-62-3945 405

特定医疗法人弘慈会宫
古第一医院

特定医療法人弘慈会宮古第
一病院

〒027-0074 宮古市保久田８番37号 0193-62-3737 148

岩手县立山田医院（停
业中）
【联系方式】岩手县立

岩手県立山田病院（休止
中）
【連絡先】岩手県立山田病

〒028-1321
〒028-1311

下閉伊郡山田町山田第５地
割66番地1
下閉伊郡山田町大沢第13地

0193-82-2111 60

岩手县立宫古医院 岩手県立宮古病院 〒027-8502 宮古市崎鍬ケ崎第１地割11 0193-62-4011 344
社会福利法人恩赐财团
岩手县济生会岩泉医院

社会福祉法人恩賜財団岩手
県済生会岩泉病院

〒027-0501
下閉伊郡岩泉町岩泉字中家
19番地１

0194-22-2151 98

宫古保健医疗圈 共计
6所医院

1290

社团医疗法人佑和会北
riasu医院

社団医療法人祐和会北リア
ス病院

〒028-0021
久慈市門前第１地割151番地
の１

0194-53-2323 215

久慈惠爱医院 久慈恵愛病院 〒028-0011 久慈市湊町第17地割100番 0194-52-2311 81
洋野町国民健康保险种 洋野町国民健康保険種市病 〒028-7914 九戸郡洋野町町第23地割27 0194-65-2127 45
岩手县立久慈医院 岩手県立久慈病院 〒028-8040 久慈市旭町第10地割１番 0194-53-6131 342
久慈保健医疗圈 共计

4所医院
683

岩手县立二户医院 岩手県立二戸病院 〒028-6193 二戸市堀野字大川原毛38番 0195-23-2191 300
岩手县立轻米医院 岩手県立軽米病院 〒028-6302

九戸郡軽米町大字軽米第２
地割54番地５

0195-46-2411 105
岩手县立一户医院 岩手県立一戸病院 〒028-5312 二戸郡一戸町一戸字砂森60 0195-33-3101 324

岩手
中部

久 慈

二 戸

胆江

两磐

气仙

釜石

宮 古



二户保健医疗圈 共计
3所医院

729

17900岩手县合计94家医院

二 戸


