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    101,1028,3 一般財団法人岩手済生〒020-0003 019-662-3252一般財団法人岩手済生高橋　進 昭32. 8. 1一般 病院
     盛医28 医会　中津川病院 盛岡市下米内二丁目４番１２号 常　勤:    4医会　理事長　三田　 新規     一般    51療養病床
     (医       4)ひろみ 平29. 9. 1内   呼内 リハ現存
     非常勤:   29 他   
     (医      27) 他（循環器内科
     (薬       2) ）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1030,9 遠山病院 〒020-0877 019-651-2111医療法人遠山病院　理千葉　知 昭32. 8. 1一般 病院
     盛医30 盛岡市下ノ橋町６番１４号 常　勤:    6事長　千葉　知 新規     一般    34療養病床
     (医       6) 平29. 9. 1療養 現存
     非常勤:   22     療養    36
     (医      22) 療養
         介護    66
     内   胃   外  
     整外 皮   婦  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1045,7 一般財団法人岩手済生〒020-0807 019-624-3251一般財団法人岩手済生矢島　英雄 昭32.10.28精神 病院
     盛医45 医会　三田記念病院 盛岡市加賀野三丁目１４番１号 常　勤:    4医会　理事長　三田　 新規     精神   277現存
     (医       4)ひろみ 平29.10.28精   神   
     非常勤:   28
     (医      28)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,1098,6 栃内病院 〒020-0878 019-623-1316医療法人巖心会　理事白石　秀夫 昭41.12. 1一般 病院
     盛医98 盛岡市肴町２番２８号 常　勤:    4長　　栃内　秀彦 新規     一般   118現存
     (医       4) 平29.12. 1整外 内   脳外
     非常勤:   45 形外 麻   外  
     (医      45) リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,1124,0 医療法人社団　髙松病〒020-0115 019-624-2250医療法人社団　髙松病髙松　正之 昭43. 7.15一般 病院
     盛医124 院 盛岡市館向町４番８号 常　勤:    9院　理事長　髙松　正 新規     一般    40現存
     (医       7)之 平28. 7.15療養
     (薬       2)     療養    55
     非常勤:    4 外   内   整外
     (医       4) 麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,1185,1 赤坂病院 〒020-0016 019-624-1225社団医療法人　赤坂病赤坂　俊幸 昭48.12. 1一般 病院
     (01,3134,3) 盛岡市名須川町２９番２号 常　勤:    5院　理事長　赤坂　俊 新規     一般    52現存
     盛医185 (医       4)幸 平27.12. 1ひ   外   皮  
     (歯       1) 内   性   歯  
     非常勤:    3 主たる診療科の
     (医       3) 変更
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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    701,1198,4 大通胃腸科内科 〒020-0022 019-652-1825鈴木　恒男 鈴木　恒男 昭50. 4. 1内   胃   診療所
     盛医198 盛岡市大通一丁目３番４号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801,1226,3 もりおかこども病院 〒020-0102 019-662-5656社会福祉法人　岩手愛米沢　俊一 昭52. 7. 1一般 病院
     (01,3097,2) 盛岡市上田字松屋敷１１番地１４常　勤:    6児会　会長　藤澤　昇 移動     一般    64現存
     盛医226 (医       5) 平28. 7. 1小   精   小歯
     (歯       1)
     非常勤:   20
     (医      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901,1231,3 照井消化器科内科医院〒020-0015 019-651-2150照井　孝臣 照井　孝臣 昭52.11. 1循   内   消  診療所
     盛医231 盛岡市本町通一丁目８番９号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001,1233,9 菅野小児科医院 〒020-0004 019-622-4448菅野　恒治 菅野　恒治 昭53. 1. 1小   診療所
     盛医233 盛岡市山岸二丁目１１番３６号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101,1238,8 山田クリニック 〒020-0021 019-654-3788山田　行夫 山田　行夫 昭53. 6. 1一般        16診療所
     盛医238 盛岡市中央通一丁目１３番８号 常　勤:    1 新規 内   外   ひ  現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201,1249,5 江藤整形外科医院 〒020-0136 019-646-5811江藤　修 江藤　修 昭54. 9.10整外 診療所
     盛医249 盛岡市北天昌寺町７番３５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301,1253,7 内丸病院 〒020-0015 019-654-5331社団医療法人久仁会　冨澤　勇貴 昭55. 3.15一般 病院
     盛医253 盛岡市本町通一丁目１２番７号 常　勤:    4理事長　高橋　通宏 新規     一般    60現存
     (医       4) 平28. 3.15療養        30
     非常勤:   18 外   内   整外
     (医      17) リハ 他   
     (歯       1) （消内・循内・
     肛外・乳外）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401,1254,5 前川内科クリニック 〒020-0042 019-624-3313前川　滋 前川　滋 昭55. 4. 1内   呼   胃  診療所
     盛医254 盛岡市新田町９番１１号 常　勤:    1 新規 循   現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   1501,1255,2 荻野病院 〒020-0866 019-636-0317医療法人　謙和会　理荻野　義信 昭55. 4. 1一般 病院
     盛医255 盛岡市本宮一丁目６番１２号 常　勤:    5事長　荻野　忠良 新規     一般    58現存
     (医       5) 平28. 4. 1内   リハ 他  
     非常勤:    3 （循内）
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601,1256,0 いするぎ医院 〒020-0022 019-654-1411医療法人　芝蘭会　理岩動　孝 昭55. 4. 1ひ   皮   診療所
     盛医256 盛岡市大通三丁目３番２２号 常　勤:    1事長　岩動　孝 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701,1257,8 肥田胃腸科内科医院 〒020-0122 019-641-8511肥田　秀彦 肥田　秀彦 昭55. 5. 5胃   内   診療所
     盛医257 盛岡市みたけ四丁目１１番４６号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801,1282,6 逢坂医院 〒020-0062 019-622-6016逢坂　宇一 逢坂　宇一 昭57. 8. 1内   外   ひ  診療所
     盛医282 盛岡市長田町１０番３２号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901,1287,5 特定医療法人　盛岡つ〒020-0055 019-689-2101特定医療法人盛岡つな関　博文 昭57.11. 1一般 病院
     盛医287 なぎ温泉病院 盛岡市繋字尾入野６４番地９ 常　勤:    6ぎ温泉病院　理事長　 組織変更     一般    48療養病床
     (医       6)小西　一樹 平24.11. 1結核         2現存
     非常勤:   22 療養
     (医      22)     療養   120
     内   神内 呼  
     外   整外 リハ
     アレ 循   脳外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001,1302,2 大西皮膚科医院 〒020-0861 019-635-1912大西　純一郎 大西　純一郎 昭58. 8. 2皮   診療所
     盛医302 盛岡市仙北三丁目１５番３２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 8. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101,1315,4 瀬田産婦人科内科医院〒020-0887 019-625-0351瀬田　道宏 瀬田　道宏 昭60. 1. 1一般 診療所
     盛医315 盛岡市上ノ橋町３番１号 常　勤:    1 新規     一般    19休止
     (医       1) 平30. 1. 1産婦 内   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201,1318,8 恵皮膚科クリニック 〒020-0034 019-624-6200佐藤　恵 佐藤　恵 昭60. 2. 1皮   診療所
     盛医318 盛岡市盛岡駅前通１５番１６号　常　勤:    1 新規 現存
     ＳＳビル３Ｆ (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301,1320,4 堀皮膚科クリニック 〒020-0016 019-651-8229堀　恵二 堀　恵二 昭60. 4.22皮   診療所
     盛医320 盛岡市名須川町１９番２４号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4.22
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   2401,1326,1 玉田眼科 〒020-0861 019-635-8388玉田　康房 玉田　康房 昭61. 8. 4眼   診療所
     盛医326 盛岡市仙北二丁目２番３５号 常　勤:    2 新規 現存
     (医       1) 平28. 8. 4
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501,1331,1 岩手県立中央病院 〒020-0066 019-653-1151岩手県　代表者　県立宮田　剛 昭62. 3. 1一般 病院
     (01,3177,2) 盛岡市上田一丁目４番１号 常　勤:  180病院等事業管理者　医 移動     一般   685現存
     盛医331 (医     175)療局長　大槻英毅 平29. 3. 1内   精   神内
     (歯       5) 呼内 小   外  
     非常勤:   28 整外 脳外 呼外
     (医      28) 心外 小外 皮  
     ひ   産婦 眼  
     耳い リハ 放  
     麻   歯外 病理
     形外 他   
     （循内・消内・
     血内・消外）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601,1332,9 栃内内科医院 〒020-0884 019-624-5277栃内　秀貴 栃内　秀貴 昭62. 2.13胃   内   診療所
     盛医332 盛岡市神明町１０番３５号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 2.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701,1333,7 きくち耳鼻咽喉科医院〒020-0042 019-654-3387菊池　和彦 菊池　和彦 昭62. 6. 1耳い 気食 診療所
     盛医333 盛岡市新田町９番１５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801,1334,5 はらた脳神経外科 〒020-0884 019-624-3110原田　範夫 原田　範夫 昭62. 6. 1一般        19診療所
     盛医334 盛岡市神明町１０番２８号 常　勤:    1 新規 脳外 内   神  現存
     (医       1) 平29. 9. 1整外 他   リハ
     非常勤:    3 脊椎・脊髄外科
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901,1335,2 西松園内科医院 〒020-0103 019-662-1622齊藤　恵子 齊藤　恵子 昭62. 7. 1内   消   心内診療所
     盛医335 盛岡市西松園三丁目２２番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001,1340,2 黒沢耳鼻咽喉科医院 〒020-0015 019-651-0117黒沢　吏 黒沢　吏 昭62.12. 7耳い 診療所
     盛医340 盛岡市本町通二丁目３番１１号 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平29.12. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   3101,1341,0 石川外科麻酔科クリニ〒020-0875 019-624-0035石川　育成 石川　育成 昭63. 4. 1外   整外 こう診療所
     盛医341 ック 盛岡市清水町３番８号 常　勤:    1 組織変更 麻   皮   休止
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3201,1350,1 岩手医科大学附属病院〒020-0023 019-651-5111学校法人　岩手医科大小笠原　邦昭 平元. 5. 1一般 特定機能
     (01,3364,6) 盛岡市内丸１９番１号 常　勤:  720学　理事長　小川　彰 新規     一般 1,088病院
     盛医350 (医     529) 平28. 5. 1精神 現存
     (歯     191)     精神    78
     非常勤:  248 内   アレ 神内
     (医     213) 外   小外 脳外
     (歯      35) 整外 リハ リウ
     形外 美外 産婦
     小   耳い 眼  
     皮   ひ   麻  
     精   歯   矯歯
     小歯 歯外 呼外
     心内 他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3301,1352,7 志和眼科 〒020-0066 019-654-4511医療法人　正和会　理木村　桂 平元. 7. 1一般        14診療所
     盛医352 盛岡市上田一丁目６番４号 常　勤:    1事長　志和　克紀 組織変更 眼   現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3401,1356,8 エンゼルクリニック 〒020-0881 019-622-6741原田　範夫 阿部　知成 平元. 9. 1一般        18診療所
     盛医356 盛岡市天神町１２番２３号 常　勤:    1 新規 脳外 整外 神  現存
     (医       1) 平28. 9. 1内   リハ 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3501,1359,2 双木整形外科医院 〒020-0121 019-646-3855医療法人なみき　理事双木　慎 平 2. 3. 1整外 外   リハ診療所
     盛医359 盛岡市月が丘二丁目５番２３号 常　勤:    2長　双木實 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601,1364,2 佐藤耳鼻咽喉科医院 〒020-0133 019-646-5557医療法人佐藤耳鼻咽喉佐藤　護人 平 2. 8. 1耳い 診療所
     盛医364 盛岡市青山三丁目６番３号 常　勤:    1科医院　理事長　佐藤 組織変更 現存
     (医       1)　護人 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   3701,1365,9 医療法人　佐藤皮膚科〒020-0133 019-646-5311医療法人佐藤皮膚科医佐藤　雅子 平 2. 8. 1皮   診療所
     盛医365 医院 盛岡市青山三丁目６番３号 常　勤:    1院　理事長　佐藤　雅 新規 現存
     (医       1)子 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801,1366,7 もりた整形外科 〒020-0004 019-652-5858医療法人モリタ　理事盛田　健郎 平 2. 9. 1整外 外   リハ診療所
     盛医366 盛岡市山岸一丁目３番８号 常　勤:    2長　盛田　健郎 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3901,1369,1 大日向医院 〒020-0114 019-662-5530大日向　充 大日向　充 平 2.10.16内   ひ   外  診療所
     盛医369 盛岡市高松二丁目９番９号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4001,1371,7 三船内科 〒020-0137 019-646-2310医療法人三船内科　理三船　慎一 平 3. 1. 1内   呼   消  診療所
     盛医371 盛岡市天昌寺町９番１０号 常　勤:    2事長　三船　慎一 新規 循   現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4101,1373,3 川村内科医院 〒020-0883 019-651-6677川村　光郎 川村　光郎 平 3. 4.17内   循   呼  診療所
     盛医373 盛岡市志家町４番４号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 4.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4201,1377,4 白沢整形外科医院 〒020-0121 019-645-3666白澤　榮嗣 白澤　榮嗣 平 3. 9. 1外   整外 リハ診療所
     盛医377 盛岡市月が丘三丁目４０番２８号常　勤:    1 新規 リウ 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301,1382,4 橋本耳鼻咽喉科医院 〒020-0883 019-622-1041医療法人日進堂　理事橋本　晃 平 3.11. 1耳い 気食 診療所
     盛医382 盛岡市志家町４番２２号 常　勤:    1長　橋本　晃 組織変更 休止
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401,1383,2 臼井循環器呼吸器内科〒020-0107 019-662-9845医療法人禄三堂　理事臼井　康雄 平 3.11. 1内   循   小  診療所
     盛医383 盛岡市松園二丁目２番１０号 常　勤:    2長　臼井　康雄 組織変更 呼   現存
     (医       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501,1386,5 澤田内科医院 〒020-0066 019-654-1007医療法人　純研会　理澤田　哲伸 平 3.12. 1内   診療所
     盛医386 盛岡市上田一丁目６番１１号 常　勤:    1事長　澤田　哲伸 組織変更 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601,1393,1 都南病院 〒020-0832 019-638-7311医療法人仁医会（財団橋本　誠紀 昭39.10.10精神 病院
     盛医393 盛岡市東見前６地割４０番地１ 常　勤:    5）　理事長　鹿野　亮 新規     精神   248現存
     (医       4)一郎 平24.10.10精   内   
     (薬       1) （主たる診療科
     非常勤:   13 目の変更）
     (医      13)
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   4701,1396,4 未来の風せいわ病院 〒020-0401 019-696-2055社会医療法人智徳会　田嶋　宣行 昭48. 5.23精神 病院
     盛医396 盛岡市手代森９地割７０番地１ 常　勤:   13理事長　智田　文徳 新規     精神   333現存
     (医       9) 平30. 5.23精   内   
     (薬       4)
     非常勤:   24
     (医      24)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4801,1399,8 川久保病院 〒020-0835 019-635-1305盛岡医療生活協同組合田村　茂 昭48. 7. 1一般 病院
     (01,3211,9) 盛岡市津志田２６地割３０番地１常　勤:   13　理事長　尾形　文智 新規     一般    60現存
     盛医399 (医      12) 平24. 7. 1療養
     (歯       1)     療養    60
     非常勤:   11 内   小   外  
     (医       6) 眼   リハ 歯  
     (歯       5) 小歯 歯外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4901,1403,8 盛岡南病院 〒020-0835 019-638-2020医療法人社団愛和会　田中　英治 昭55. 2. 1療養 病院
     盛医403 盛岡市津志田１３地割１８番地４常　勤:    3理事長　田中　英治 交代     療養   164療養病床
     (医       3) 平28. 2. 1内   外   整外現存
     非常勤:   33 リハ 
     (医      33)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001,1404,6 公益財団法人岩手県予〒020-8585 019-638-7185公益財団法人岩手県予関川　小百合 昭55.10. 1内   呼   消  診療所
     盛医404 防医学協会付属診療所盛岡市永井１４地割４２番地 常　勤:    1防医学協会　会長　石 新規 循   脳外 ひ  現存
     (医       1)川　育成 平28.10. 1婦   外   他  
     非常勤:    5 （臨床検査科）
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5101,1405,3 玉田皮膚科形成外科ク〒020-0839 019-638-3123玉田　嗣親 玉田　嗣親 昭56. 8. 1一般    診療所
     盛医405 リニック 盛岡市津志田南二丁目１２番１５常　勤:    1 新規 皮   形外 現存
     号 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   5201,1407,9 盛岡友愛病院 〒020-0834 019-638-2222医療法人友愛会　理事遠藤　重厚 昭57. 8. 1一般 病院
     (01,3215,0) 盛岡市永井１２地割１０番地 常　勤:   26長　小暮　信人 新規     一般   296療養病床
     盛医407 (医      23) 平24. 8. 1療養 現存
     (歯       1)     療養    90
     (薬       2) 内   神内 呼  
     非常勤:  134 消   循   小  
     (医     129) 外   整外 形外
     (歯       5) 脳外 呼外 心外
     皮   ひ   こう
     眼   耳   リハ
     放   麻   心内
     リウ アレ 歯  
     矯歯 小歯 婦  
     他   
     （乳腺外科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5301,1408,7 長谷川医院 〒020-0841 019-638-3010長谷川　豊士 長谷川　豊士 昭57. 9. 1内   小   診療所
     盛医408 盛岡市羽場第１７地割７５番地 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5401,1413,7 盛岡赤十字病院 〒020-8560 019-637-3111日本赤十字社　社長　松田　壮正 平元. 5. 1一般 病院
     盛医413 盛岡市三本柳６地割１番地１ 常　勤:   63近衛　忠煇 新規     一般   438現存
     (医      54) 平28. 5. 1内   精   神内
     (薬       9) 呼   消   循  
     非常勤:   42 小   外   整外
     (医      42) 脳外 皮   ひ  
     産婦 眼   耳い
     リハ 放   麻  
     小外 アレ 他  
     病理診断科、血
     液内科、緩和ケ
     ア外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5501,1414,5 小林小児科クリニック〒020-0831 019-638-0404医療法人あすなろ会　小林　有一 平元.11. 1小   アレ 診療所
     盛医414 盛岡市三本柳１１地割１２番地４常　勤:    1理事長　小林　有一 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5601,1416,0 吉田耳鼻咽喉科医院 〒020-0866 019-636-1187吉田　幹夫 吉田　幹夫 平 4. 5. 1耳い 気食 診療所
     盛医416 盛岡市本宮二丁目３９番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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   5701,1419,4 小豆嶋胃腸科内科クリ〒020-0861 019-636-1503医療法人　慶友会　理小豆嶋　正和 平 4. 5. 1消   内   胃  診療所
     盛医419 ニック 盛岡市仙北三丁目１３番２０号 常　勤:    2事長　小豆嶋　正和 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5801,1420,2 亀楽町通クリニック 〒020-0024 019-651-1601医療法人　真哲会　理小田　澄 平 4. 5. 1耳い 歯   診療所
     (01,3424,8) 盛岡市菜園一丁目５番１９号 常　勤:    3事長　小田　澄 組織変更 現存
     盛医420 (医       2) 平28. 5. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5901,1422,8 細井外科医院 〒020-0025 019-624-2715医療法人細井外科医院細井　義行 平 4.12. 1一般        14診療所
     盛医422 盛岡市大沢川原一丁目１番２号 常　勤:    2　理事長　細井　義行 組織変更 外   整外 他  現存
     (医       2) 平28.12. 1胃腸内科、肛門
     外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6001,1423,6 鈴木内科神経内科 〒020-0111 019-661-2505医療法人鈴木内科神経鈴木　孝輝 平 4.12. 1内   神内 心内診療所
     盛医423 盛岡市黒石野二丁目９番５８号 常　勤:    1内科　理事長　鈴木　 組織変更 現存
     (医       1)孝輝 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6101,1430,1 西島産婦人科医院 〒020-0066 019-624-5855医療法人緑生会　理事西島　光茂 平 5. 4. 1一般         9診療所
     盛医430 盛岡市上田一丁目１９番１１号 常　勤:    1長　西島　光茂 組織変更 産   婦   現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6201,1431,9 佐々木皮膚科 〒020-0114 019-661-0611医療法人佐々木皮膚科佐々木　豪 平 5. 4. 1皮   診療所
     盛医431 盛岡市高松二丁目３番５０号 常　勤:    2　理事長　佐々木　豪 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6301,1432,7 西島こどもクリニック〒020-0066 019-651-1369医療法人緑生会　理事西島　淺香 平 5. 4. 1小   アレ 診療所
     盛医432 盛岡市上田一丁目１９番１１号 常　勤:    1長　西島　光茂 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6401,1435,0 江村胃腸科内科医院 〒020-0044 019-623-4035医療法人江村胃腸科内江村　洋弘 平 5.12. 1内   呼   消  診療所
     盛医435 盛岡市城西町７番３３号 常　勤:    1科医院　理事長　江村 組織変更 循   眼   他  現存
     (医       1)　洋弘 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6501,1437,6 旭橋クリニック菊池循〒020-0063 019-653-8511菊池　均 菊池　均 平 6. 3. 1内   循   診療所
     盛医437 環器内科 盛岡市材木町２番２６号　近三ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   6601,1442,6 小笠原眼科クリニック〒020-0114 019-662-3223医療法人小笠原眼科ク小笠原　孝祐 平 6. 9. 1一般         7診療所
     盛医442 盛岡市高松三丁目１０番１２号 常　勤:    2リニック　理事長　小 組織変更 眼   現存
     (医       2)笠原　孝祐 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6701,1443,4 松田眼科クリニック 〒020-0024 019-623-5155医療法人社団点睛会　松田　恭一 平 6.10. 1一般        11診療所
     盛医443 盛岡市菜園一丁目５番２３号 常　勤:    1理事長　松田　恭一 組織変更 眼   現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6801,1444,2 小保内医院 〒020-0827 019-622-0948小保内　寿人 小保内　寿人 平 6. 9.24一般    診療所
     盛医444 盛岡市鉈屋町５番２１号 常　勤:    1 交代 内   外   こう現存
     (医       1) 平24. 9.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6901,1446,7 乳腺外科・いしだ外科〒020-0034 019-625-8777石田　茂登男 石田　茂登男 平 7. 1. 7外   胃   他  診療所
     盛医446 胃腸科クリニック 盛岡市盛岡駅前通１４番９号 常　勤:    1 新規 乳腺外科 現存
     (医       1) 平28. 1. 7
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7001,1447,5 中村医院 〒020-0066 019-622-4542沖　恵 沖　恵 平 7. 1.20皮   内   小  診療所
     盛医447 盛岡市上田三丁目４番３８号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 1.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7101,1451,7 都南眼科 〒020-0834 0196-37-8805医療法人都南眼科　理高橋　譲 平 7.12. 1眼   診療所
     盛医451 盛岡市永井２３地割７番地２ 常　勤:    1事長　志和　克紀 組織変更 現存
     (医       1) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7201,1452,5 かみはら皮膚科医院 〒020-0871 019-624-3381医療法人かみはら　理上原　伸一 平 8. 1. 1皮   診療所
     盛医452 盛岡市中ノ橋通一丁目８番２２号常　勤:    1事長　上原　伸一 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7301,1453,3 とちない脳神経外科ク〒020-0838 0196-37-7000栃内　秀士 栃内　秀士 平 8. 3. 6脳外 内   神内診療所
     盛医453 リニック 盛岡市津志田中央三丁目１７番１常　勤:    1 新規 外   整外 リハ現存
     ０号 (医       1) 平29. 3. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7401,1454,1 和田内科医院 〒020-0024 019-624-3853和田　利彦 和田　利彦 平 8. 2.17内   消   循  診療所
     盛医454 盛岡市菜園一丁目３番６号農林会常　勤:    1 交代 現存
     館ビル３Ｆ (医       1) 平29. 2.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   7501,1456,6 さとう胃腸科内科 〒020-0851 019-635-0789医療法人さとう胃腸科佐藤　治 平 8. 5. 1消   内   診療所
     盛医456 盛岡市向中野一丁目１１番２５号常　勤:    1内科　理事長　佐藤　 組織変更 現存
     (医       1)治 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7601,1465,7 佐藤内科クリニック 〒020-0022 019-626-1115佐藤　公也 佐藤　公也 平 9. 6. 5内   消   他  診療所
     盛医465 盛岡市大通三丁目１番２４号　第常　勤:    1 新規 （糖尿病代謝内現存
     三菱和ビル４階 (医       1) 平30. 6. 5科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7701,1466,5 駒ケ嶺リウマチ整形外〒020-0034 019-622-1121駒ケ嶺　正隆 駒ケ嶺　正隆 平 9. 7. 1整外 リウ 外  診療所
     盛医466 科クリニック 盛岡市盛岡駅前通９番１０号丸善常　勤:    1 新規 リハ 現存
     ビル３階 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7801,1469,9 みたけ耳鼻咽喉科クリ〒020-0122 019ー648ー2233相上　輝昭 相上　輝昭 平 9. 8. 1耳い 診療所
     盛医469 ニック 盛岡市みたけ三丁目２３番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7901,1470,7 松園第一病院 〒020-0108 019ー662ー6111医療法人共生会　理事河嶋　寛 平 9. 9. 1療養 病院
     盛医470 盛岡市東黒石野三丁目２番１号 常　勤:    3長　河嶋　寛 組織変更     療養    60療養病床
     (医       3) 平24. 9. 1療養 現存
     非常勤:   12     介護    60
     (医      12) 内   耳い 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8001,1471,5 松園第二病院 〒020-0103 019ー662ー0100医療法人共生会　理事石川　洋子 平 9. 9. 1一般 病院
     盛医471 盛岡市西松園三丁目２２番３号 常　勤:    5長　河嶋　寛 組織変更     一般    59療養病床
     (医       3) 平24. 9. 1療養 現存
     (薬       2)     療養    30
     非常勤:   22 内   神内 消  
     (医      22) 循   整外 耳  
     リウ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8101,1476,4 本間内科医院 〒020-0066 019-622-5970本間　博 本間　博 平10. 1. 1内   診療所
     盛医476 盛岡市上田二丁目２０番１３号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8201,1480,6 坂東内科クリニック 〒020-0025 019ー621ー7227坂東　武志 坂東　武志 平10. 2. 2内   呼   アレ診療所
     盛医480 盛岡市大沢川原一丁目３番１７号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 2. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8301,1481,4 せいの眼科クリニック〒020-0871 019-622-9595清野　雅子 清野　雅子 平10. 3. 2眼   診療所
     盛医481 盛岡市中ノ橋通一丁目４番２０号常　勤:    1 新規 現存
     　水晶堂ビル３階 (医       1) 平28. 3. 2
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   8401,1482,2 医療法人誠心会　真山〒020-0015 019ー623ー7151医療法人誠心会　真山池田　富好 平10. 2.20内   呼   胃  診療所
     盛医482 池田医院 盛岡市本町通三丁目１９番３２号常　勤:    1池田医院　理事長　池 その他 消   現存
     (医       1)田　富好 平28. 2.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8501,1484,8 二宮内科クリニック 〒020-0013 019-621-8181医療法人　敬星会　理二宮　一見 平10. 5.21内   呼内 リウ診療所
     盛医484 盛岡市愛宕町２番４７号 常　勤:    2事長　二宮　一見 新規 他   現存
     (医       2) 平28. 5.21消化器内科、循
     非常勤:    1 環器内科、糖尿
     (医       1) 病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8601,1487,1 岩本クリニック 〒020-0034 019-625-3134岩本　博満 岩本　博満 平10. 8. 1精   心内 診療所
     盛医487 盛岡市盛岡駅前通３番６３号第二常　勤:    1 移動 現存
     甚ビル２Ｆ (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8701,1489,7 よしだクリニック 〒020-0864 019ー635-8341医療法人よしだクリニ吉田　信一 平10. 9. 1小   アレ 診療所
     盛医489 盛岡市西仙北一丁目３０番５０号常　勤:    1ック　理事長　吉田　 組織変更 現存
     ー１０３号 (医       1)信一 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8801,1491,3 加藤アイクリニック 〒020-0011 019-665-0020加藤　宗彦 加藤　宗彦 平10.10.18眼   診療所
     盛医491 盛岡市三ツ割五丁目７ー１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8901,1492,1 みうら小児科医院 〒020-0816 019-622-9591三浦　義孝 三浦　義孝 平10.10. 1小   アレ 診療所
     盛医492 盛岡市中野一丁目１６番１０号 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9001,1493,9 かなやま内科医院 〒020-0801 019-621-8680金山　広海 金山　広海 平10.10.12内   呼   循  診療所
     盛医493 盛岡市浅岸一丁目１２番２２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9101,1498,8 はしもと眼科クリニッ〒020-0133 019-648-3000橋本　真生 橋本　真生 平11. 1.12一般         4診療所
     盛医498 ク 盛岡市青山二丁目２３番２１号 常　勤:    2 新規 眼   現存
     (医       2) 平29. 1.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9201,1500,1 智田医院 〒020-0016 019-626-6060智田　総徳 智田　総徳 平11. 4. 1心内 内   精  診療所
     盛医500 盛岡市名須川町２０番１５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9301,1502,7 森谷医院 〒020-0114 019-663-1247森谷　耕太郎 森谷　耕太郎 平11. 6. 1内   呼   消  診療所
     盛医502 盛岡市高松三丁目１１番２９号 常　勤:    1 新規 循   現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   9401,1503,5 産婦人科内科幸クリニ〒020-0021 019-625-1103山本　幸一 山本　幸一 平11. 6. 1一般         5診療所
     盛医503 ック 盛岡市中央通一丁目５番１８号 常　勤:    1 移動 産婦 内   現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9501,1505,0 盛岡市立病院 〒020-0866 019-635-0101盛岡市病院事業管理者加藤　章信 平11. 7. 1一般 病院
     (01,3311,7) 盛岡市本宮五丁目１５番１号 常　勤:   29　加藤　章信 移動     一般   180現存
     盛医505 (医      28) 平29. 9. 1一般（感染）
     (歯       1)     感染     8
     非常勤:  112 精神
     (医     108)     精神    80
     (歯       4) 内   神内 外  
     整外 皮   ひ  
     眼   放   麻  
     歯   脳外 他  
     （呼内・消内・
     循内・糖代・腎
     内・神精）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9601,1507,6 船山内科クリニック 〒020-0877 019-606-0812佐藤　由香子 佐藤　由香子 平11. 9. 8内   呼   アレ診療所
     盛医507 盛岡市下ノ橋町４番１５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9701,1510,0 内科クリニックすずき〒020-0105 019-662-2888鈴木　康之 鈴木　康之 平11.11.25内   神内 呼  診療所
     盛医510 盛岡市北松園二丁目１５番４号 常　勤:    1 新規 胃   循   心内現存
     (医       1) 平29.11.25アレ 小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9801,1512,6 くどう医院 〒020-0127 019-647-3251工藤　卓次 工藤　卓次 平12. 1. 5内   外   ひ  診療所
     盛医512 盛岡市前九年三丁目１６番１５号常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9901,1513,4 あさくらクリニック 〒020-0822 019-621-3322医療法人あさくらクリ朝倉　慎一 平12. 1. 1内   小   他  診療所
     盛医513 盛岡市茶畑一丁目８番２号 常　勤:    1ニック　理事長　朝倉 組織変更 （消化器内科）現存
     (医       1)　慎一 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10001,1514,2 金子胃腸科内科 〒020-0403 019-696-2012医療法人糖友会　理事金子　 純 平12. 2. 1内   胃   他  診療所
     盛医514 盛岡市乙部１３地割１３５番地３常　勤:    1長　金子　 純 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10101,1518,3 いけだ整形外科 〒020-0874 019-653-3211池田　正夫 池田　正夫 平12. 6. 1整外 リウ リハ診療所
     盛医518 盛岡市南大通二丁目１０番２６号常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  10201,1520,9 もりおか静眠堂医院 〒020-0034 019-604-3377櫻井　伴子 櫻井　伴子 平12. 8. 8一般         2診療所
     盛医520 盛岡市盛岡駅前通９番５号　佐川常　勤:    1 新規 内   呼   循  現存
     ビル２階 (医       1) 平24. 8. 8形外 皮   アレ
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10301,1521,7 鎌田内科クリニック 〒020-0866 019-636-1725医療法人久遠会　理事鎌田　広基 平12.10. 1一般 診療所
     盛医521 盛岡市本宮二丁目２０番１号 常　勤:    2長　鎌田　広基 移動     一般     9療養病床
     (医       2) 平24.10. 1療養 現存
         療養     3
     療養
         介護     6
     内   消   循  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10401,1522,5 菊池整形外科・形成外〒020-0875 019-606-5100菊池　正知 菊池　正知 平12.10.18整外 形外 リハ診療所
     盛医522 科クリニック 盛岡市清水町５番２２号 常　勤:    1 新規 リウ 現存
     (医       1) 平24.10.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10501,1523,3 今井産婦人科内科クリ〒020-0877 019-623-4881今井　俊彦 今井　俊彦 平12.10. 1一般 診療所
     盛医523 ニック 盛岡市下ノ橋町１番５号 常　勤:    1 交代     一般    10現存
     (医       1) 平24.10. 1内   産婦 麻  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10601,1524,1 寺井小児科医院 〒020-0821 019-623-8249寺井　泰彦 寺井　泰彦 平12.11. 1小   診療所
     盛医524 盛岡市山王町１番９号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10701,1525,8 水沼内科循環器クリニ〒020-0021 019-604-8002水沼　吉美 水沼　吉美 平12.12. 8内   呼   循  診療所
     盛医525 ック 盛岡市中央通二丁目１１番１２号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.12. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10801,1526,6 岡田消化器科内科医院〒020-0875 019-622-4266医療法人　健育会　理岡田　健男 平13. 1. 1内   消   診療所
     盛医526 盛岡市清水町３番５号 常　勤:    1事長　岡田　健男 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10901,1528,2 中村・北條クリニック〒020-0864 019-636-3555中村　浩昭 中村　浩昭 平13. 3.15皮   歯   歯外診療所
     (01,3326,5) 盛岡市西仙北一丁目３２番１５号常　勤:    2 新規 現存
     盛医528 (医       1) 平25. 3.15
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11001,1529,0 吉田小児科 〒020-0064 019-652-1861吉田　研一 吉田　研一 平13. 3.26小   診療所
     盛医529 盛岡市梨木町２番１３号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 3.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  11101,1532,4 みうら産婦人科内科医〒020-0051 019-658-1139医療法人　みうら産婦三浦　達雄 平13. 7. 1一般        14診療所
     盛医532 院 盛岡市下太田新堰端４番地３ 常　勤:    2人科内科医院　理事長 組織変更 内   産婦 現存
     (医       1)　三浦　達雄 平25. 7. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11201,1533,2 ちばクリニック 〒020-0021 019-605-8300千葉　直樹 千葉　直樹 平13.11. 1内   循   診療所
     盛医533 盛岡市中央通三丁目１番１０号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11301,1534,0 中島内科クリニック 〒020-0121 019-646-1903中島　淳 中島　淳 平13.12.10内   他   診療所
     盛医534 盛岡市月が丘二丁目８番３０号 常　勤:    2 新規 現存
     (医       1) 平25.12.10
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11401,1536,5 中央通ストレスクリニ〒020-0021 019-604-4371医療法人　哲修会　理坂下　哲雄 平14. 2. 1内   精   神  診療所
     盛医536 ック 盛岡市中央通二丁目１０番２０号常　勤:    2事長　坂下　修子 組織変更 心内 現存
     　メイプル中央ビル２階 (医       2) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11501,1538,1 医療法人　杉の子会　〒020-0045 019-621-5222医療法人　杉の子会　小林　仁 平14. 3. 1内   呼   リウ診療所
     盛医538 マリオス小林内科クリ盛岡市盛岡駅西通二丁目９番１号常　勤:    2理事長　小林　仁 組織変更 アレ リハ 現存
     ニック 　マリオス１１階 (医       2) 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11601,1539,9 さくらウィメンズクリ〒020-0871 019-621-4141医療法人　さくら会　都築　浩雄 平14. 3. 1産   婦   診療所
     盛医539 ニック 盛岡市中ノ橋通一丁目４番２２号常　勤:    1理事長　都築　浩雄 組織変更 現存
     　中ノ橋１０６ビル４階 (医       1) 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11701,1542,3 大屋内科胃腸科クリニ〒020-0132 647-3255 大屋　敬一郎 大屋　敬一郎 平14. 4. 1内   胃   診療所
     盛医542 ック 盛岡市西青山一丁目１６番４３号常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11801,1543,1 駅前メンタルクリニッ〒020-0034 606-5378 八重樫　琢哉 八重樫　琢哉 平14. 4. 1内   精   神  診療所
     盛医543 ク 盛岡市盛岡駅前通９番１０号　丸常　勤:    1 新規 心内 現存
     善ビル４階北 (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  11901,1544,9 ポランの内科クリニッ〒020-0021 019-606-6010板澤　正明 板澤　正明 平14. 5.13内   診療所
     盛医544 ク 盛岡市中央通一丁目７番２５号　常　勤:    1 新規 現存
     朝日生命盛岡中央通ビル　１Ｆ (医       1) 平26. 5.13
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12001,1548,0 谷藤眼科医院 〒020-0127 019-646-2227医療法人　泰明会　理谷藤　泰寛 平14. 8. 1一般 診療所
     盛医548 盛岡市前九年二丁目２番３８号 常　勤:    2事長　谷藤　泰寛 組織変更     一般    19現存
     (医       2) 平26. 8. 1眼   
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12101,1549,8 川村腎・泌尿器科皮膚〒020-0105 019-665-3333川村　繁美 川村　繁美 平14. 8. 5外   皮   ひ  診療所
     盛医549 科クリニック 盛岡市北松園二丁目１５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 8. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12201,1550,6 児島内科小児科医院 〒020-0122 019-641-3310医療法人　児島内科小児島　陽一 平14. 9. 1一般         8診療所
     盛医550 盛岡市みたけ三丁目１１番３６号常　勤:    1児科医院　理事長　児 組織変更 内   小   現存
     (医       1)島　陽一 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12301,1555,5 二井耳鼻咽喉科医院 〒020-0807 019-606-0033二井　一成 二井　一成 平14.11. 1耳い 診療所
     盛医555 盛岡市加賀野四丁目１６番１２号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12401,1561,3 えいづか内科胃腸科ク〒020-0117 019-663-7788医療法人えいづか内科永塚　健 平15. 3. 1内   胃   診療所
     盛医561 リニック 盛岡市緑が丘四丁目１番７号 常　勤:    1胃腸科クリニック　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　永塚　健 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12501,1562,1 鈴木こう門科クリニッ〒020-0016 019-624-0405医療法人鈴木こう門科鈴木　俊輔 平15. 3. 1一般 診療所
     盛医562 ク 盛岡市名須川町１６番１４号 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更     一般    19現存
     (医       1)鈴木　俊輔 平27. 3. 1こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12601,1563,9 いしかわ耳鼻咽喉科ク〒020-0015 019-626-4187石川　健 石川　健 平15. 3. 3耳い 診療所
     盛医563 リニック 盛岡市本町通一丁目１２番１０号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 3. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12701,1564,7 緑ヶ丘消化器内科医院〒020-0117 019-662-7177鈴木　昇 鈴木　昇 平15. 3.17内   胃   消  診療所
     盛医564 盛岡市緑が丘三丁目２番３４号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 3.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12801,1570,4 くろだ皮膚科クリニッ〒020-0884 019-654-0212医療法人卯槌　理事長黒田　啓美 平15. 8. 1皮   診療所
     盛医570 ク 盛岡市神明町１０番３８号 常　勤:    1　黒田啓美 移動 現存
     (医       1) 平27. 8. 1
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  12901,1574,6 中村内科医院 〒020-0886 019-622-7103中村　義明 中村　義明 平16. 1. 1内   呼   胃  診療所
     盛医574 盛岡市若園町２番５号 常　勤:    1 交代 循   現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13001,1578,7 ブレスト齊藤外科クリ〒020-0866 019-631-3770齊藤　純一 齊藤　純一 平16. 2.16外   内   皮  診療所
     盛医578 ニック 盛岡市本宮六丁目１７番６号 常　勤:    1 新規 こう 麻   他  現存
     (医       1) 平28. 2.16（乳腺外科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13101,1584,5 村田小児科医院 〒020-0885 019-622-7132村田　淳 村田　淳 平16. 5. 1小   診療所
     盛医584 盛岡市紺屋町３番４号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13201,1587,8 三善眼科医院 〒020-0132 019-601-1800三善　恵 三善　恵 平16. 9.25眼   診療所
     盛医587 盛岡市西青山二丁目１８番４号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13301,1593,6 青山整形外科クリニッ〒020-0834 019-637-1078青山　和義 青山　和義 平16.12. 1整外 リハ リウ診療所
     盛医593 ク 盛岡市永井２４地割５番地５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13401,1594,4 くろだ脳神経・頭痛ク〒020-0884 019-653-3522黒田　清司 黒田　清司 平17. 1.12脳外 神内 外  診療所
     盛医594 リニック 盛岡市神明町１０番３８号 常　勤:    1 新規 整外 リハ 現存
     (医       1) 平29. 1.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13501,1596,9 三島内科医院 〒020-0885 019-653-4511医療法人社団誠仁会　佐藤　健介 平17. 2. 1一般 診療所
     盛医596 盛岡市紺屋町１番３４号 常　勤:    2理事長　佐藤倫郎 組織変更     一般    19現存
     (医       2) 平29. 2. 1内   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13601,1598,5 渡辺耳鼻咽喉科アレル〒020-0831 019-638-3387医療法人渡辺医院　理渡辺　保次 平17. 2. 1耳い アレ 診療所
     盛医598 ギー科 盛岡市三本柳９地割３１番地６ 常　勤:    1事長　渡辺保次 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13701,1599,3 かとう整形外科クリニ〒020-0021 019-622-2555加藤　貞文 加藤　貞文 平17. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     盛医599 ック 盛岡市中央通二丁目８番１号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13801,1604,1 中村こどもクリニック〒020-0143 019-648-7711中村　富雄 中村　富雄 平17. 6. 2小   診療所
     盛医604 盛岡市上厨川字杉原５０番地４７常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13901,1605,8 吉田整形外科・リウマ〒020-0015 019-604-3820吉田　昌明 吉田　昌明 平17. 6. 3整外 リハ リウ診療所
     盛医605 チ科クリニック 盛岡市本町通一丁目９番２８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
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  14001,1609,0 さとう皮膚科クリニッ〒020-0114 019-665-2333医療法人さとう皮膚科佐藤　俊樹 平17. 8. 1皮   アレ 診療所
     盛医609 ク 盛岡市高松三丁目１１番３３号 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)佐藤俊樹 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14101,1610,8 石井内科消化器科医院〒020-0112 019-662-1615医療法人イシイ　理事石井　基弘 平17. 9. 1内   消   小  診療所
     盛医610 盛岡市東緑が丘２３番２６号 常　勤:    1長　石井　基弘 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14201,1611,6 近藤眼科医院 〒020-0875 019-622-2509医療法人　仁慈　理事近藤　駿 平17. 8. 1一般 診療所
     盛医611 盛岡市清水町４番３０号 常　勤:    1長　近藤　駿 組織変更     一般    18現存
     (医       1) 平29. 9. 1眼   内   麻  
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14301,1612,4 おおひら内科・循環器〒020-0064 019-606-3765大平　篤志 大平　篤志 平17.12.15内   循   診療所
     盛医612 科クリニック 盛岡市梨木町２番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14401,1613,2 八角病院 〒028-4125 019-682-0201医療法人日新堂　理事八角　有紀 平 3. 8. 1一般 病院
     盛医613 盛岡市好摩字夏間木７０番地１９常　勤:    2長　八角　有紀 組織変更     一般    50現存
     ０ (医       2) 平24. 8. 1内   外   脳外
     非常勤:   18 整外 他   
     (医      17) （胃内・消内・
     (歯       1) 消外・肝内・糖
     内・内視鏡内科
     ）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14501,1614,0 八角医院 〒028-4125 019-682-0007医療法人日新堂　理事高橋　克郎 平 3. 8. 1内   外   整外診療所
     盛医614 盛岡市好摩字夏間木１０１番地２常　勤:    1長　八角　有紀 組織変更 他   現存
     (医       1) 平24. 8. 1（胃内・消内・
     非常勤:   11 消外・肝内・糖
     (医      11) 内）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14601,1616,5 成島整形外科医院 〒028-4125 019-682-0001成島　勝之助 成島　勝之助 平 9. 4.22整外 内   外  診療所
     盛医616 盛岡市好摩字上山１４番地６６ 常　勤:    1 新規 リハ リウ 現存
     (医       1) 平30. 4.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14701,1617,3 秋浜内科クリニック 〒028-4132 019-683-2333医療法人花門堂　理事秋濱　玄 平15. 2.17内   胃   小  診療所
     盛医617 盛岡市渋民字駅１０３番地 常　勤:    1長　秋濱　玄 移動 現存
     (医       1) 平27. 2.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14801,1619,9 鈴木内科医院 〒020-0872 019-623-3038医療法人和心会　理事鈴木　知己 平18. 1. 1内   呼   消  診療所
     盛医619 盛岡市八幡町２番１７号 常　勤:    2長　鈴木　茂 移動 循   現存
     (医       2) 平30. 1. 1
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  14901,1623,1 久保田医院 〒020-0147 019-646-9090医療法人千藤了会　理久保田　公宜 平18. 3. 1一般 診療所
     盛医623 盛岡市大館町２６番３号 常　勤:    1事長　久保田　公宜 組織変更     一般    11現存
     (医       1) 平30. 3. 1内   呼   アレ
     消   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15001,1624,9 菜園循環器内科医院 〒020-0024 019-626-3211医療法人菜園循環器内肥田　敏比古 平18. 4. 1内   循   診療所
     盛医624 盛岡市菜園一丁目４番７号 常　勤:    3科医院　理事長　肥田 組織変更 現存
     (医       3)　敏比古 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15101,1625,6 さいとうレディスクリ〒020-0033 019-621-3555医療法人さいとうレデ齋藤　正信 平18. 4. 1一般 診療所
     盛医625 ニック 盛岡市盛岡駅前北通３番３３号 常　勤:    1ィスクリニック　理事 組織変更     一般     1現存
     (医       1)長　齋藤　正信 平30. 4. 1婦   内   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15201,1626,4 杜のこどもクリニック〒020-0851 019-631-1160金濱　誠己 金濱　誠己 平18. 4.12小   内   診療所
     盛医626 盛岡市向中野三丁目１０番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15301,1628,0 もりおか心のクリニッ〒020-0866 019-613-6677上田　均 上田　均 平18. 4. 1精   心内 診療所
     盛医628 ク 盛岡市本宮六丁目１番４８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15401,1629,8 ヒロバランスクリニッ〒020-0107 019-664-0666医療法人萌生堂　理事鈴木　啓之 平18. 4. 1整外 皮   内  診療所
     盛医629 ク 盛岡市松園二丁目３７番１０号 常　勤:    1長　鈴木　啓之 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15501,1630,6 ちあき眼科クリニック〒020-0004 019-606-3210加藤　千晶 加藤　千晶 平18. 6. 8一般 診療所
     盛医630 盛岡市山岸二丁目９番２５号 常　勤:    1 新規     一般     2現存
     (医       1) 平30. 6. 8眼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15601,1632,2 かなざわ内科クリニッ〒020-0125 019-647-3057金澤　格 金澤　格 平18. 9. 9一般         2診療所
     盛医632 ク 盛岡市上堂一丁目１８番２４号 常　勤:    2 新規 内   呼   アレ現存
     (医       2) 平24. 9. 9
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15701,1633,0 渋民中央病院 〒028-4132 019-683-2336医療法人仁妙光会　理清水　光昭 平18. 8. 1療養 病院
     盛医633 盛岡市渋民字大前田５３番地２ 常　勤:    3事長　清水　光昭 組織変更     療養   117療養病床
     (医       3) 平24. 8. 1療養 現存
     非常勤:   36     介護    60
     (医      36) 内   外   整外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  15801,1634,8 もりおか胃腸科内科ク〒020-0871 019-606-6611医療法人七藤会　理事佐藤　邦夫 平18. 9. 1内   胃   消  診療所
     盛医634 リニック 盛岡市中ノ橋通二丁目３番２号 常　勤:    1長　佐藤　邦夫 組織変更 こう 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15901,1635,5 原田内科脳神経機能ク〒020-0004 019-662-7533原田　達男 原田　達男 平18.10. 2内   精   神  診療所
     盛医635 リニック 盛岡市山岸三丁目２番１号山岸中常　勤:    1 新規 脳外 リハ 心内現存
     央ビル１階 (医       1) 平24.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16001,1636,3 ささき医院 〒020-0816 019-653-0230佐々木　正孝 佐々木　正孝 平18.10. 1内   消   診療所
     盛医636 盛岡市中野一丁目２７番１０号 常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16101,1638,9 孝仁病院 〒020-0052 019-656-2888社団医療法人啓愛会　西成　尚人 平18.12.17一般 病院
     盛医638 盛岡市中太田泉田２８番地 常　勤:   13理事長　井筒　岳 移動     一般   126現存
     (医      10) 平24.12.17療養
     (薬       3)     療養    54
     非常勤:   98 外   内   整外
     (医      98) 婦   ひ   皮  
     放   リハ 麻  
     リウ 他   
     （乳腺外科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16201,1639,7 さかもと整形外科 〒020-0881 019-623-8555医療法人公陽会　理事坂本　公児 平19. 2. 1外   整外 皮  診療所
     盛医639 盛岡市天神町１１番３号 常　勤:    1長　坂本　公児 組織変更 リハ リウ 現存
     (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16301,1640,5 ふじメンタルクリニッ〒020-0066 019-606-3900医療法人ふじメンタル藤村　剛男 平19. 3. 1内   精   神  診療所
     盛医640 ク 盛岡市上田一丁目３番１０号イー常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 心内 現存
     スタンキャッスル２０１号室 (医       1)藤村　剛男 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16401,1641,3 新津あさくら眼科クリ〒020-0885 019-624-1068医療法人社団新津あさ朝倉　章子 平19. 3. 1眼   診療所
     盛医641 ニック 盛岡市紺屋町２番１号 常　勤:    1くら眼科クリニック　 組織変更 現存
     (医       1)理事長　朝倉　章子 平25. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16501,1642,1 あべ神経内科クリニッ〒020-0878 019-606-3711医療法人あべ神経内科阿部　隆志 平19. 3. 1内   神内 リハ診療所
     盛医642 ク 盛岡市肴町６番６号 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)阿部　隆志 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  16601,1643,9 吉田消化器科内科 〒020-0832 019-632-4600医療法人緑明会　理事吉田　俊巳 平19. 3. 1内   他   診療所
     盛医643 盛岡市東見前８地割２０番地１６常　勤:    1長　吉田　俊巳 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16701,1645,4 小坂内科消化器科クリ〒020-0834 019-605-6050医療法人七星会　理事小坂　陽一 平19. 3. 1内   消   診療所
     盛医645 ニック 盛岡市永井１９地割２５８番地１常　勤:    2長　小坂　陽一 組織変更 現存
     (医       2) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16801,1646,2 かつら内科クリニック〒020-0866 019-658-1223桂　泰鴻 桂　泰鴻 平19. 4. 1内   消   診療所
     盛医646 盛岡市本宮字小板小瀬１３番地２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16901,1647,0 あべ内科・消化器科ク〒020-0146 019-605-5311医療法人明慧会　理事阿部　礼司 平19. 4. 1内   呼   消  診療所
     盛医647 リニック 盛岡市長橋町１７番４５号 常　勤:    1長　阿部　礼司 組織変更 循   アレ 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17001,1648,8 田中循環器内科クリニ〒020-0834 019-632-1320医療法人光洋会　理事田中　洋 平19. 4. 1内   消   循  診療所
     盛医648 ック 盛岡市永井２２地割２９番地６ 常　勤:    1長　田中　洋 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17101,1651,2 産科婦人科吉田医院 〒020-0886 019-622-9433吉田　耕太郎 吉田　耕太郎 平19. 6. 1一般 診療所
     盛医651 盛岡市若園町１０番４号 常　勤:    1 交代     一般    17現存
     (医       1) 平25. 6. 1産婦 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17201,1652,0 ひろし外科肛門科 〒020-0024 019-622-4065吉田　博 吉田　博 平19. 7. 9一般 診療所
     盛医652 盛岡市菜園一丁目３番１０号 常　勤:    1 移動     一般    11現存
     (医       1) 平25. 7. 9外   こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17301,1653,8 たにむらクリニック 〒020-0866 019-601-2990谷村　清明 谷村　清明 平19. 9. 1内   外   診療所
     盛医653 盛岡市本宮字小板小瀬１３番地２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17401,1654,6 佐藤健レディースクリ〒020-0836 019-658-8222佐藤　健 佐藤　健 平19.10.25産婦 診療所
     盛医654 ニック 盛岡市津志田西二丁目１３番８３常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平25.10.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  17501,1655,3 ゆうあいの里クリニッ〒020-0054 019-656-2221医療法人友愛会　理事阿部　裕 平19.10.13内   整外 リハ診療所
     盛医655 ク 盛岡市猪去上猪去１番１ 常　勤:    1長　小暮　信人 新規 現存
     (医       1) 平25.10.13
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17601,1657,9 さいとう小児科クリニ〒020-0121 019-643-7171齋藤　明宏 齋藤　明宏 平19.12. 5循   小   アレ診療所
     盛医657 ック 盛岡市月が丘二丁目２番６０号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.12. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17701,1658,7 大浦内科・歯科クリニ〒020-0836 019-639-3315大浦　雅之 大浦　雅之 平19.12.17内   呼   小  診療所
     (01,3394,3) ック 盛岡市津志田西二丁目１３番３号常　勤:    2 移動 アレ 歯   矯歯現存
     盛医658 (医       1) 平25.12.17小歯 
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17801,1660,3 公益財団法人　岩手県〒020-0864 019-635-8850公益財団法人　岩手県狩野　敦 平20. 4. 1内   消   婦  診療所
     盛医660 対がん協会　いわて健盛岡市西仙北一丁目１７番１８号常　勤:    1対がん協会　理事長　 新規 現存
     康管理センター (医       1)小川　彰 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17901,1661,1 盛岡市夜間急患診療所〒020-0884 019-654-1080盛岡市長 和田　利彦 平20. 4. 1内   小   診療所
     盛医661 盛岡市神明町３番２９号 常　勤:    3 移動 現存
     (医       3) 平26. 4. 1
     非常勤:   58
     (医      58)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18001,1662,9 盛岡市保健所 〒020-0884 019-651-4111盛岡市長 高橋　清実 平20. 4. 1内   診療所
     盛医662 盛岡市神明町３番２９号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18101,1665,2 けやき整形外科クリニ〒020-0066 019-656-1677奥田　聡 奥田　聡 平20. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     盛医665 ック 盛岡市上田一丁目１番３５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18201,1666,0 さいとう耳鼻咽喉科医〒020-0117 019-662-0708医療法人清香会　理事齋藤　達雄 平20. 7.22耳い 診療所
     盛医666 院 盛岡市緑が丘三丁目１８番３号 常　勤:    1長　齋藤　達雄 移動 現存
     (医       1) 平26. 7.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18301,1668,6 加茂谷心療内科 〒020-0884 019-623-3523加茂谷　正俊 加茂谷　正俊 平20.11.25精   心内 診療所
     盛医668 盛岡市神明町７番３２号 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平26.11.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  18401,1669,4 見前ファミリークリニ〒020-0831 019-632-6300岩見　大二 岩見　大二 平21. 1.13内   外   小外診療所
     盛医669 ック 盛岡市三本柳１２地割２０番地１常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平27. 1.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18501,1671,0 本宮Ｃクリニック 〒020-0851 019-631-2381医療法人ＭＭＴ　理事千葉　芳久 平21. 3. 1内   呼   循  診療所
     盛医671 盛岡市向中野三丁目１０番３号 常　勤:    1長　千葉　芳久 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18601,1672,8 あべ菜園内科クリニッ〒020-0024 019-623-7000阿部　弘一 阿部　弘一 平21. 3.18内   他   診療所
     盛医672 ク 盛岡市菜園二丁目５番２９号菜園常　勤:    1 新規 現存
     志和ビル２Ｆ (医       1) 平27. 3.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18701,1673,6 小林産婦人科医院 〒020-0021 019-622-2339医療法人銀杏会　理事小林　高 平21. 4. 1産婦 診療所
     盛医673 盛岡市中央通二丁目１０番１５号常　勤:    1長　小林　高 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18801,1674,4 やまだ胃腸内科クリニ〒020-0838 019-614-0180医療法人宏紀会　理事山田　宏之 平21. 4. 1内   他   診療所
     盛医674 ック 盛岡市津志田中央二丁目１８番３常　勤:    1長　山田　宏之 組織変更 現存
     １号 (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18901,1675,1 菜園皮膚科クリニック〒020-0024 019-625-1118小野寺　英恵 小野寺　英恵 平21. 5. 8皮   アレ 診療所
     盛医675 盛岡市菜園１丁目１２番１８号盛常　勤:    1 新規 現存
     岡菜園センタービル１階 (医       1) 平27. 5. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19001,1677,7 くわた脳神経外科クリ〒020-0857 019-656-5636桑田　知之 桑田　知之 平21. 6. 1脳外 外   整外診療所
     盛医677 ニック 盛岡市北飯岡一丁目２番６８号 常　勤:    1 新規 神内 リハ 現存
     (医       1) 平27. 6. 1主たる診療科：
     非常勤:    3 脳外
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19101,1678,5 たけ循環器内科クリニ〒020-0857 019-656-5855武者　毅彦 武者　毅彦 平21. 6. 1内   呼   循  診療所
     盛医678 ック 盛岡市北飯岡一丁目２番７０号 常　勤:    1 新規 主たる診療科：現存
     (医       1) 平27. 6. 1循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19201,1679,3 池田外科・消化器内科〒020-0041 019-648-3200池田　健一郎 池田　健一郎 平21.10.16外   整外 皮  診療所
     盛医679 医院 盛岡市境田町５番１８号 常　勤:    1 新規 他   現存
     (医       1) 平27.10.16消化器内科、肛
     門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19301,1680,1 むらた眼科クリニック〒020-0122 019-648-8571医療法人むらた眼科ク村田　正敏 平21.10. 1一般 診療所
     盛医680 盛岡市みたけ五丁目８番３０号 常　勤:    1リニック　理事長　村 組織変更     一般     2現存
     (医       1)田正敏 平27.10. 1眼   
     非常勤:    1
     (医       1)
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  19401,1681,9 すっきりクリニック高〒020-0063 019-606-1800高橋　利弥 高橋　利弥 平21.11.25耳い 気食 アレ診療所
     盛医681 橋耳鼻咽喉科 盛岡市材木町４番３５号 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平27.11.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19501,1683,5 盛岡観山荘病院 〒020-0114 019-661-2685社会医療法人みやま会小泉　幸子 平22. 3. 1精神 病院
     盛医683 盛岡市高松四丁目２０番４０号 常　勤:    7　理事長　小泉　幸子 組織変更     精神   173現存
     (医       5) 平28. 3. 1精   心内 
     (薬       2)
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19601,1684,3 村井産婦人科医院 〒020-0874 019-654-0155医療法人村井医院　理村井　軍一 平22. 4. 1一般 診療所
     盛医684 盛岡市南大通二丁目４番８号 常　勤:    1事長　村井　軍一 組織変更     一般    11現存
     (医       1) 平28. 4. 1産   婦   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19701,1685,0 おはようクリニック 〒020-0114 019-662-0840佐々木　透 佐々木　透 平22. 4. 1内   整外 リハ診療所
     盛医685 盛岡市高松二丁目２７番２７号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19801,1686,8 小田島耳鼻咽喉科医院〒020-0066 019-622-0879小田島　葉子 小田島　葉子 平22. 4.18耳い 診療所
     盛医686 盛岡市上田一丁目６番５号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 4.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19901,1687,6 みたけ眼科 〒020-0133 019-643-8181医療法人　正和会　理今泉　利雄 平22. 5. 1眼   診療所
     盛医687 盛岡市青山四丁目４５番１９号 常　勤:    1事長　志和　克紀 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20001,1689,2 鈴木整形外科 〒020-0866 019-658-0202医療法人社団鈴生会　鈴木　正弘 平22. 9. 1整外 外   リハ診療所
     盛医689 盛岡市本宮字石仏２０番１号 常　勤:    1理事長　鈴木　正弘 組織変更 リウ 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20101,1691,8 たかはし眼科 〒020-0866 019-656-3366髙橋　俊明 髙橋　俊明 平22.12. 1眼   診療所
     盛医691 盛岡市本宮字小板小瀬１３番１号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20201,1693,4 本町石部眼科クリニッ〒020-0015 019-654-1110医療法人愛恵会　理事石部　禎 平23. 3. 8眼   診療所
     盛医693 ク 盛岡市本町通一丁目９番３２号 常　勤:    1長　石部　禎 新規 現存
     (医       1) 平29. 3. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  20301,1695,9 耳鼻咽喉科わたなべと〒020-0852 019-656-4133医療法人百帆会　理事渡邉　聡哉 平23. 4. 1耳い 診療所
     盛医695 しや診療室 盛岡市北飯岡一丁目２番６７号 常　勤:    1長　渡邉　聡哉 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20401,1696,7 藤島内科医院 〒020-0013 019-622-4453藤島　敏智 藤島　敏智 平23. 4. 1内   呼   胃  診療所
     盛医696 盛岡市愛宕町４番１８号 常　勤:    1 交代 消   循   現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20501,1697,5 しんたろうクリニック〒020-0866 019-631-3110医療法人しんたろうク菊池　信太郎 平23. 4. 1一般 診療所
     盛医697 盛岡市本宮一丁目９番１号 常　勤:    1リニック　理事長　菊 組織変更     一般    11現存
     (医       1)池　信太郎 平29. 4. 1こう 胃   外  
     皮   内   
     （肛門外科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20601,1699,1 かねこ内科クリニック〒020-0121 019-647-3333医療法人守敬会　理事金子　能人 平23.10. 1内   他   診療所
     盛医699 盛岡市月が丘一丁目１番６３号 常　勤:    1長　金子　能人 組織変更 他（胃腸内科）現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20701,1700,7 加賀野消化器内科・内〒020-0881 019-604-1123加藤　隆幸 加藤　隆幸 平23.10. 1他   内   診療所
     盛医700 科クリニック 盛岡市天神町１１番８号 常　勤:    1 新規 他（消化器内科現存
     (医       1) 平29.10. 1）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20801,1701,5 医療法人　朝陽会　わ〒020-0866 019-658-1003医療法人朝陽会　理事渡邊　正敏 平23.11. 1他   外   診療所
     盛医701 たなべおしりのクリニ盛岡市本宮五丁目１番３号 常　勤:    1長　渡邊　正敏 移動 （肛門外科、胃現存
     ック (医       1) 平29.11. 1腸内科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20901,1702,3 医療法人ゆいの杜ゆい〒020-0851 019-631-1159医療法人ゆいの杜ゆい青山　洋二 平23.10. 1一般         2診療所
     盛医702 内科呼吸器科クリニッ盛岡市向中野二丁目５４番１８号常　勤:    1内科呼吸器科クリニッ 組織変更 呼   内   アレ現存
     ク (医       1)ク　理事長　青山　洋 平29.10. 1
     二
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21001,1703,1 池田内科 〒020-0053 019-659-0310池田　亘政 池田　亘政 平24. 3. 1内   診療所
     盛医703 盛岡市上太田弘法清水１０番地３常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21101,1704,9 ちだ内科・外科クリニ〒020-0824 019-604-3755医療法人ちだ内科・外千田　明紀 平24. 3. 1内   外   消  診療所
     盛医704 ック 盛岡市東安庭一丁目２３番６０号常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 小外 整外 こう現存
     (医       1)　千田　明紀 平30. 3. 1麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  21201,1706,4 医療法人社団恵仁会　〒020-0121 019-641-6633医療法人社団恵仁会　山内　文俊 平24. 6.15一般        60病院
     盛医706 三愛病院 盛岡市月が丘一丁目２９番１５号常　勤:   12理事長　山内　文俊 移動 内   アレ ひ  現存
     (医      12) 平30. 6.15呼内 
     非常勤:   65 循環器内科、消
     (医      65) 化器・肝臓内科
     、他５診療科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21301,1708,0 盛岡南眼科 〒020-0866 019-631-3987磯目　修一 磯目　修一 平24. 8. 1眼   診療所
     盛医708 盛岡市本宮七丁目１番１号イオン常　勤:    1 新規 現存
     モール盛岡南２階 (医       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21401,1710,6 みやた整形外科医院 〒020-0125 019-656-6350宮田　守雄 宮田　守雄 平24. 9. 3整外 リハ リウ診療所
     盛医710 盛岡市上堂二丁目４番１２号 常　勤:    1 新規 内   現存
     (医       1) 平24. 9. 3
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21501,1711,4 ちば耳鼻咽喉科クリニ〒020-0885 019-623-3387医療法人　千葉耳鼻咽千葉　隆史 平24.12. 1耳い 診療所
     盛医711 ック 盛岡市紺屋町２番４号 常　勤:    1喉科医院　理事長　千 移動 現存
     (医       1)葉　隆史 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21601,1712,2 前多小児科クリニック〒020-0034 019-601-7478前多　治雄 前多　治雄 平25. 4. 1小   他   診療所
     盛医712 盛岡市盛岡駅前通９番１０号丸善常　勤:    1 新規 他：児童精神科現存
     ビル５Ｆ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21701,1713,0 緑が丘整形外科 〒020-0117 019-664-1555医療法人緑が丘整形外泉山　信兒 平25. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     盛医713 盛岡市緑が丘三丁目２番４５号 常　勤:    1科　理事長　泉山　信 組織変更 現存
     (医       1)兒 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21801,1714,8 なおや脳神経・頭痛ク〒020-0866 019-656-3708医療法人　翼友会　理佐藤　直也 平25. 5. 1脳外 神内 リハ診療所
     盛医714 リニック 盛岡市本宮字小板小瀬１３番４ 常　勤:    1事長　佐藤　直也 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21901,1715,5 むろおか骨粗鬆症・整〒020-0024 019-613-2760室岡　玄洋 室岡　玄洋 平25. 8. 1整外 リウ 他  診療所
     盛医715 形外科クリニック 盛岡市菜園１丁目１１－１エスビ常　勤:    1 新規 ペインクリニッ現存
     ル菜園４階 (医       1) 平25. 8. 1ク外科、老年内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  22001,1718,9 ゆうあいの街クリニッ〒020-0857 019-634-1119医療法人　友愛会　理阿部　佳子 平25.11.16内   耳い 診療所
     盛医718 ク 盛岡市北飯岡１丁目２－２５ 常　勤:    1事長　小暮　信人 新規 現存
     (医       1) 平25.11.16
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22101,1719,7 開運橋消化器内科クリ〒020-0022 019-613-3336医療法人陽樹　理事長遠藤　昌樹 平25.12. 1内   他   診療所
     盛医719 ニック 盛岡市大通三丁目９番３号 常　勤:    1　遠藤　昌樹 組織変更 消化器内科、胃現存
     (医       1) 平25.12. 1腸内科、代謝内
     科、内視鏡内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22201,1721,3 公益財団法人岩手県予〒020-8585 019-638-7185公益財団法人岩手県予伊藤　聡 平26. 1. 1内   呼内 外  診療所
     盛医721 防医学協会付属第一診盛岡市北飯岡四丁目８番５０号 常　勤:   10防医学協会　会長　石 新規 脳外 ひ   婦  現存
     療所 (医      10)川　育成 平26. 1. 1他   
     非常勤:    3 消化器内科、循
     (医       3) 環器内科、臨床
     検査科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22301,1722,1 医療法人黒川産婦人科〒020-0013 019-651-5066医療法人黒川産婦人科黒川　賀重 平26. 3. 1一般 診療所
     盛医722 医院 盛岡市愛宕町２番５１号 常　勤:    1医院　理事長　黒川　 組織変更     一般    13現存
     (医       1)賀重 平26. 3. 1産   婦   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22401,1724,7 メディケアプラザ中央〒020-0021 019-654-3781特定医療法人盛岡つな永井　謙一 平26. 4. 1内   脳外 呼内診療所
     盛医724 通りクリニック 盛岡市中央通３丁目１６－２３ 常　勤:    1ぎ温泉病院　理事長　 新規 現存
     (医       1)小西　一樹 平26. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22501,1725,4 平野医院 〒020-0132 019-648-1395医療法人　平野医院　平野　繁 平26. 6. 2内   ひ   外  診療所
     盛医725 盛岡市西青山２丁目１８番６０号常　勤:    1平野　繁 移動 現存
     (医       1) 平26. 6. 2
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22601,1727,0 吉野整形外科麻酔科医〒020-0053 019-658-1130吉野　裕之 吉野　裕之 平26.10. 1整外 麻   外  診療所
     盛医727 院 盛岡市上太田金財９３番地２ 常　勤:    1 交代 リウ リハ 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22701,1728,8 向中野クリニック 〒020-0851 019-613-2227福士　信哉 福士　信哉 平26.11. 4整外 形外 皮  診療所
     盛医728 盛岡市向中野五丁目２９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.11. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  22801,1730,4 ひめかみ病院 〒028-4134 019-683-2121医療法人　真彰会　理坂本　文明 平27. 6. 1精神 病院
     盛医730 盛岡市下田陣場４１－１０ 常　勤:    5事長　坂本　文明 移動     精神   123現存
     (医       4) 平27. 6. 1精   内   神内
     (薬       1) 眼   他   
     非常勤:    6 （他：呼内）
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22901,1731,2 医療法人　天音会　お〒020-0066 019-622-7400医療法人　天音会　お及川　寛太 平27.11. 1一般 診療所
     盛医731 いかわ内科クリニック盛岡市上田１丁目１８－４６ 常　勤:    2いかわ内科クリニック 移動     一般     4現存
     (医       2)　理事長　及川　寛太 平27.11. 1内   神内 リハ
     非常勤:    1 他   
     (医       1) 胃腸内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23001,1732,0 わたなべ内科・神経内〒020-0114 019-605-1117渡邊　活見 渡邊　活見 平27.12.24神内 内   リハ診療所
     盛医732 科クリニック 盛岡市高松三丁目９－８ 常　勤:    1 新規 脳外 整外 現存
     (医       1) 平27.12.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23101,1733,8 小林眼科 〒020-0816 019-624-2611小林　秀樹 小林　秀樹 平28. 1. 1眼   診療所
     盛医733 盛岡市中野一丁目９番１２号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23201,1734,6 盛岡さくらクリニック〒020-0122 019-645-3939医療法人　桜和会　理小田　淳一 平28. 2. 1内   小   診療所
     盛医734 盛岡市みたけ四丁目３６番３２号常　勤:    1事長　小田　淳一 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23301,1735,3 盛岡前潟眼科 〒020-0148 019-601-5517西原　仁 西原　仁 平28. 3. 4眼   診療所
     盛医735 盛岡市前潟４－７－１　イオンモ常　勤:    1 新規 現存
     ール盛岡二階 (医       1) 平28. 3. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23401,1736,1 盛岡北心療クリニック〒020-0121 019-643-0321吉田　智之 吉田　智之 平28. 4. 1心内 精   診療所
     盛医736 盛岡市月が丘３丁目２９－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23501,1737,9 たぐち脳神経外科クリ〒020-0015 019-621-1234医療法人　颯桜会　た田口　壮一 平28. 4. 1脳外 整外 神内診療所
     盛医737 ニック 盛岡市本町通一丁目４番１９号 常　勤:    1ぐち脳神経外科クリニ 組織変更 リハ 内   外  現存
     (医       1)ック　理事長　田口　 平28. 4. 1
     非常勤:   12壮一
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23601,1738,7 盛岡駅前おおば脳神経〒020-0034 019-626-4141大庭　英樹 大庭　英樹 平28. 4. 1内   神内 脳外診療所
     盛医738 内科クリニック 盛岡市盛岡駅前通１３番８号 常　勤:    1 交代 心内 整外 リハ現存
     (医       1) 平28. 4. 1
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  23701,1739,5 葛クリニック 〒020-0066 019-651-5433佐々木　千恵子 佐々木　千恵子 平28. 3. 7一般 診療所
     盛医739 盛岡市上田四丁目２０－５９ 常　勤:    1 交代     一般    18現存
     (医       1) 平28. 3. 7ひ   外   内  
     心内 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23801,1740,3 工藤内科ハートクリニ〒020-0871 019-653-6811工藤　真大 工藤　真大 平28. 7. 1内   呼内 他  診療所
     盛医740 ック 盛岡市中ノ橋通一丁目７番１３号常　勤:    2 交代 （循内・消内）現存
     (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23901,1742,9 盛岡ながの脳神経・歯〒020-0835 019-639-0123医療法人　ながの　理長野　隆行 平28. 9. 1脳外 神内 外  診療所
     (01,3440,4) 科クリニック 盛岡市津志田１６地割１７番地２常　勤:    4事長　長野　隆行 組織変更 整外 リハ 歯  現存
     盛医742 (医       1) 平28. 9. 1小歯 矯歯 
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24001,1743,7 おおどおり鎌田内科ク〒020-0022 019-606-5161医療法人　健貢会　理鎌田　潤也 平28.10. 1内   呼内 リハ診療所
     盛医743 リニック 盛岡市大通二丁目７番２３号 常　勤:    1事長　鎌田　潤也 組織変更 他   現存
     (医       1) 平28.10. 1（循環器内科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24101,1744,5 医療法人社団　甲友会〒020-0015 019-654-7123医療法人社団　甲友会栗原　英夫 平28.10. 1外   内   診療所
     盛医744 　栗原クリニック 盛岡市本町通一丁目１６番４号 常　勤:    2　理事長　栗原　英夫 組織変更 現存
     (医       2) 平28.10. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24201,1745,2 夕顔瀬内科産婦人科医〒020-0064 019-622-6519牧野　かおり 牧野　かおり 平29. 1. 1内   産婦 診療所
     盛医745 院 盛岡市梨木町６番１２号 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24301,1746,0 畑山レディスクリニッ〒020-0857 019-613-7004畑山　寿緖 畑山　寿緖 平29. 4. 3産婦 診療所
     盛医746 ク 盛岡市北飯岡一丁目２番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24401,1747,8 大澤脳神経・内科・歯〒020-0822 019-652-0038大澤　宏之 大澤　宏之 平29. 6.19神内 内   脳外診療所
     (01,3446,1) 科クリニック 盛岡市茶畑二丁目８番３号 常　勤:    4 新規 外   リハ 歯  現存
     盛医747 (医       2) 平29. 6.19
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24501,1750,2 森眼科クリニック 〒020-0034 019-604-1150医療法人社団緑翠堂　森　敏郎 平29. 9. 1眼   診療所
     盛医750 盛岡市盛岡駅前通１０－２２ 常　勤:    2森眼科クリニック　理 組織変更 現存
     (医       2)事長　森　敏郎 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  24601,1751,0 みやもと内科クリニッ〒020-0143 019-601-3810宮本　康弘 宮本　康弘 平29.11.20内   他   診療所
     盛医751 ク 盛岡市上厨川字杉原１０１－４ 常　勤:    1 新規 （消化器内科、現存
     (医       1) 平29.11.20肝臓内科、内視
     鏡内科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24701,1752,8 ぱっちり眼科クリニッ〒020-0034 019-624-0251医療法人ひとみ会　理村田　さおり 平29.10.10眼   診療所
     盛医752 ク 盛岡市盛岡駅前通１－４４ホテル常　勤:    1事長　菊地　泰弘 交代 現存
     メトロポリタン盛岡４Ｆ (医       1) 平29.10.10
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24801,1753,6 なないろのとびら診療〒020-0861 019-601-3101松嶋　大 松嶋　大 平29.11. 1内   心内 他  診療所
     盛医753 所 盛岡市仙北二丁目１－２０ 常　勤:    2 移動 （老年内科、緩現存
     (医       2) 平29.11. 1和ケア内科）
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24901,1754,4 もりおか往診ホームケ〒020-0857 019-614-0133医療法人葵会　理事長木村　幸博 平29.11. 1一般 診療所
     盛医754 アクリニック 盛岡市北飯岡三丁目２０番３号 常　勤:    6　木村　幸博 移動     一般    19現存
     (医       5) 平29.11. 1内   外   神内
     (薬       1) 他   
     非常勤:    4 （消化器内科、
     (医       4) 循環器内科、内
     視鏡内科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25001,1755,1 いしい内科・糖尿病ク〒020-0871 019-601-2277石井　基嗣 石井　基嗣 平30. 2. 1内   整外 他  診療所
     盛医755 リニック 盛岡市中ノ橋通１－４－２０水晶常　勤:    3 交代 （糖尿病内科、現存
     堂ビル４階 (医       3) 平30. 2. 1消化器内科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25101,1756,9 森田小児科医院 〒020-0117 019-662-3326医療法人　ハレルヤ会森田　友明 平30. 4. 1小   診療所
     盛医756 盛岡市緑が丘四丁目１番５０号ア常　勤:    2　理事長　森田　友明 移動 現存
     スティ緑が丘１Ｆ (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25201,1757,7 循環器内科　金矢クリ〒020-0838 019-601-2900金矢　宣紀 金矢　宣紀 平30. 4.17循   内   診療所
     盛医757 ニック 盛岡市津志田中央３丁目７－７ 常　勤:    1 新規 （循環器内科、現存
     (医       1) 平30. 4.17内科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25301,1758,5 たかしクリニック 〒020-0862 019-635-5110黒田　敬 黒田　敬 平30. 5. 7内   外   整外診療所
     盛医758 盛岡市東仙北１丁目３－７ 常　勤:    1 新規 皮   形外 現存
     (医       1) 平30. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25402,1021,6 木沢医院 〒027-0203 0193-67-2212木澤　健一 木澤　健一 昭43.12. 1内   小   診療所
     宮医21 宮古市大字津軽石第５地割８０番常　勤:    1 新規 現存
     地１２ (医       1) 平28.12. 1
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  25502,1023,2 宮古山口病院 〒027-0063 0193-62-3945社団医療法人新和会　及川　暁 昭45. 2.10精神 病院
     (02,3016,0) 宮古市山口五丁目３番２０号 常　勤:    6理事長　及川　穣 組織変更     精神   340現存
     宮医23 (医       6) 平30. 2.10精   神   内  
     非常勤:   21 歯   
     (医      19)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25602,1027,3 三陸病院 〒027-0048 0193-62-7021医療法人財団正清会　三浦　正之 昭46. 1.20精神 病院
     宮医27 宮古市板屋一丁目６番３６号 常　勤:    4理事長　三浦　正之 新規     精神   235現存
     (医       4) 平28. 1.20精   内   麻  
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25702,1029,9 岩手県立宮古病院附属〒027-0111 0193-68-2117岩手県　代表者　県立村上　晶彦 昭46.12. 1内   外   診療所
     宮医29 重茂診療所 宮古市重茂第１地割３７番地の１常　勤:    1病院等事業管理者　医 新規 現存
     (医       1)療局長　大槻英毅 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25802,1037,2 金沢内科医院 〒027-0023 0193-63-6611金沢　英夫 金沢　英夫 昭53. 4.20内   診療所
     宮医37 宮古市磯鶏沖１５番２０号 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25902,1039,8 石川整形外科医院 〒027-0083 0193-62-6161石川　昭 石川　昭 昭54.11.12整外 診療所
     宮医39 宮古市大通二丁目３番５号 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平24.11.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26002,1047,1 後藤泌尿器科皮膚科医〒027-0083 0193-62-3630後藤　康文 後藤　康文 昭58. 7. 1一般        13診療所
     宮医47 院 宮古市大通一丁目３番２４号 常　勤:    2 新規 療養         6現存
     (医       2) 平28. 7. 1ひ   皮   外  
     非常勤:    8 性   放   
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26102,1050,5 宮古第一病院 〒027-0074 0193-62-3737特定医療法人弘慈会　上野　充人 昭60. 7. 1療養 病院
     (02,3035,0) 宮古市保久田８番３７号 常　勤:    4理事長　加藤　玲子 組織変更     療養   148療養病床
     宮医50 (医       3) 平24. 7. 1内   眼   リハ現存
     (歯       1) 歯   他   
     非常勤:   13
     (医       9)
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26202,1053,9 山下眼科医院 〒027-0076 0193-63-7080医療法人　山下眼科医山下　博 平元. 8. 1一般 診療所
     宮医53 宮古市栄町１番１４号 常　勤:    2院　理事長　山下　博 組織変更     一般     6現存
     (医       2) 平28. 8. 1眼   
     非常勤:    1
     (医       1)
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  26302,1054,7 関根内科小児科 〒027-0083 0193-62-2360関根　英雄 関根　英雄 平元. 9. 6内   小   診療所
     宮医54 宮古市大通四丁目２番２１号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 9. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26402,1055,4 岩間耳鼻咽喉科医院 〒027-0061 0193-63-4100岩間　充 岩間　充 平 2. 1. 4耳い 診療所
     宮医55 宮古市西町二丁目２番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26502,1056,2 伊東産婦人科医院 〒027-0066 0193-64-4833伊東　邦郎 伊東　邦郎 平 4. 4. 1一般         9診療所
     宮医56 宮古市田の神一丁目３番７号 常　勤:    1 新規 産婦 内   現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26602,1058,8 岩手県立宮古病院 〒027-0096 0193-62-4011岩手県　代表者　県立村上　晶彦 平 4. 6. 1一般 病院
     宮医58 宮古市崎鍬ケ崎第１地割１１番地常　勤:   38病院等事業管理者　医 移動     一般   323現存
     ２６ (医      38)療局長　大槻英毅 平28. 6. 1一般（感染）
     非常勤:   58     感染     4
     (医      57) 結核        10
     (歯       1) 内   精   神内
     呼   消   循  
     小   外   整外
     脳外 皮   ひ  
     産婦 眼   耳い
     放   心外 リハ
     麻   形外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26702,1059,6 林整形外科内科医院 〒027-0061 0193-64-6400林　節 林　節 平 5. 6. 1整外 リハ 内  診療所
     宮医59 宮古市西町三丁目３番７号 常　勤:    2 新規 他   現存
     (医       2) 平29. 9. 1消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26802,1060,4 松井内科医院 〒027-0086 0193-63-8500松井　忠宣 松井　忠宣 平 5. 6. 1内   診療所
     宮医60 宮古市新町４番３１号 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26902,1063,8 岩見神経内科医院 〒027-0083 0193-71-1500岩見　億丈 岩見　億丈 平10. 8. 1神内 内   診療所
     宮医63 宮古市大通一丁目５番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27002,1064,6 豊島医院 〒027-0075 0193-62-2515医療法人豊島医院　理豊島　秀浩 平10. 9. 1外   小   消  診療所
     宮医64 宮古市和見町８番３０号 常　勤:    2事長　豊島　秀浩 組織変更 こう 現存
     (医       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27102,1065,3 川原田小児科医院 〒027-0038 0193-64-4845川原田　隆司 川原田　隆司 平12. 7.15小   アレ 診療所
     宮医65 宮古市小山田２丁目７番７２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7.15
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  27202,1066,1 松井産婦人科医院 〒027-0086 0193-62-1617松井　正之 松井　正之 平15. 6.21一般 診療所
     宮医66 宮古市新町３番１１号 常　勤:    1 交代     一般    14現存
     (医       1) 平27. 6.21産婦 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27302,1067,9 熊坂内科医院 〒027-0075 0193-63-8123医療法人双熊会　理事熊坂　義裕 平16. 1. 1内   呼   胃  診療所
     宮医67 宮古市和見町１０番３１号 常　勤:    1長　熊坂　義裕 組織変更 循   現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27402,1069,5 佐藤雅夫クリニック 〒027-0074 0193-64-7310佐藤　雅夫 佐藤　雅夫 平16. 7.20内   外   こう診療所
     宮医69 宮古市保久田４番７ 常　勤:    1 新規 リハ 他   現存
     (医       1) 平28. 7.20（消化器内科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27502,1070,3 さかもと眼科クリニッ〒027-0082 0193-64-2301坂本　真栄 坂本　真栄 平17. 1. 4一般 診療所
     宮医70 ク 宮古市向町４番４１号 常　勤:    1 移動     一般    12現存
     (医       1) 平29. 1. 4眼   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27602,1072,9 宮古市摂待出張診療所〒027-0383 0193-64-0111宮古市長　山本正徳 黒田　仁 平10. 8. 1内   診療所
     宮医72 宮古市田老字上摂待３５番地 常　勤:    1 新規 休止
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27702,1073,7 宮古市国民健康保険新〒028-2101 0193-72-2016宮古市長　山本　正徳盛合　直樹 平 5. 4. 1内   歯   診療所
     (02,3048,3) 里診療所 宮古市茂市第１地割１１６番地９常　勤:    2 移動 現存
     宮医73 (医       1) 平29. 9. 1
     (歯       1)
     非常勤:    4
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27802,1074,5 たかはしメンタルクリ〒027-0074 0193-71-2005高橋　幸成 高橋　幸成 平17. 6. 1精   心内 内  診療所
     宮医74 ニック 宮古市保久田８番１１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27902,1076,0 おかだ外科内科クリニ〒027-0025 0193-71-2622医療法人おかだ外科内岡田　伸之 平20. 4. 1内   外   心外診療所
     宮医76 ック 宮古市実田二丁目５番１０号 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 皮   こう 麻  現存
     (医       1)　岡田　伸之 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28002,1078,6 奥脳神経外科クリニッ〒027-0074 0193-63-7222奥　達也 奥　達也 平20. 6.10内   脳外 リハ診療所
     宮医78 ク 宮古市保久田３番１０号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 6.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  28102,1080,2 宮古市国民健康保険川〒028-2302 0193-76-2015宮古市長 河合　誠司 平19. 6. 1一般 診療所
     宮医80 井診療所 宮古市川井第２地割１６９番地５常　勤:    2 移動     一般    13現存
     (医       2) 平25. 6. 1内   
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28202,1081,0 おおうち消化器内科ク〒027-0077 0193-71-1811医療法人おおうちクリ大内　健 平25. 3. 1他   内   診療所
     宮医81 リニック 宮古市舘合町１番８号 常　勤:    1ニック　理事長　大内 組織変更 消化器内科 現存
     (医       1)　健 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28302,1082,8 宮古市休日急患診療所〒027-0061 0193-64-0113宮古市長　山本　正徳佐藤　雅夫 平25. 7. 1内   外   診療所
     宮医82 宮古市西町一丁目６番２号 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:   21
     (医      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28402,1083,6 宮古市国民健康保険田〒027-0325 0193-65-7071岩手県　宮古市　宮古橋本　祥弘 平28. 8. 1内   診療所
     宮医83 老診療所 宮古市田老三王一丁目１番３号 常　勤:    1市長　山本　正德 移動 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28503,1035,4 大津医院 〒022-0003 0192-27-2673大津　定子 大津　定子 昭54. 1.10内   アレ 小  診療所
     大医35 大船渡市盛町字東町１１番１１号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 1.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28603,1039,6 山崎内科医院 〒022-0003 0192-26-4448山崎　一郎 山崎　一郎 昭56. 1. 1一般        19診療所
     大医39 大船渡市盛町字内の目７番地２０常　勤:    2 新規 内   神内 呼  現存
     (医       2) 平29. 1. 1消   循   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28703,1046,1 鳥羽整形外科医院 〒022-0003 0192-27-1280医療法人盛紀会　理事鳥羽　有 平 3. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     大医46 大船渡市盛町字舘下４番地１８ 常　勤:    3長　鳥羽　有 組織変更 現存
     (医       2) 平30. 5. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28803,1048,7 地ノ森クリニック 〒022-0002 0192-27-1721医療法人勝久会　理事蔵本　純一 平 3. 8. 1一般        19診療所
     大医48 大船渡市大船渡町字山馬越１８８常　勤:    1長　木川田　典彌 新規 内   外   ひ  現存
     番地 (医       1) 平24. 8. 1他   
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28903,1051,1 医療法人きくた 〒022-0002 0192-26-4075医療法人きくた　理事菊田　裕 平 4. 5. 1外   ひ   内  診療所
     大医51 大船渡市大船渡町字明神前１１番常　勤:    1長　菊田　裕 組織変更 皮   現存
     地１ (医       1) 平28. 5. 1
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  29003,1053,7 岩手県立大船渡病院 〒022-0002 0192-26-1111岩手県　代表者　県立渕向　透 平 7. 2. 1一般 病院
     大医53 大船渡市大船渡町字山馬越１０番常　勤:   52病院等事業管理者　医 移動     一般   370現存
     地１ (医      52)療局長　大槻英毅 平28. 2. 1一般（感染）
     非常勤:  182     感染     4
     (医     171) 結核        10
     (歯      11) 精神
         精神   105
     内   精   神内
     呼   循   小  
     外   整外 脳外
     皮   ひ   産婦
     眼   耳い 放  
     麻   消   リハ
     病理 他   
     （血液内科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29103,1059,4 菊池医院 〒022-0002 0192-21-1620医療法人けやき会　理菊池　洋 平12. 1. 1内   リハ 診療所
     大医59 大船渡市大船渡町字山馬越１８３常　勤:    1事長　菊池　洋 組織変更 現存
     番地５ (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29203,1060,2 飯塚眼科医院 〒022-0003 0192-21-3012医療法人飯塚眼科医院飯塚　和彦 平13. 3. 1眼   診療所
     大医60 大船渡市盛町字東町５番地５ 常　勤:    1　理事長　飯塚　和彦 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29303,1061,0 山浦医院 〒022-0003 0192-26-3121医療法人　隆玄　理事山浦　玄悟 平13. 9. 1内   呼   消  診療所
     大医61 大船渡市盛町字内ノ目２番地４ 常　勤:    2長　山浦　玄嗣 組織変更 循   外   放  現存
     (医       2) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29403,1062,8 大船渡市国民健康保険〒022-0101 0192-44-2103大船渡市長　戸田　公佐々木　道夫 昭32. 8. 1内   診療所
     大医62 越喜来診療所 大船渡市三陸町越喜来字所通２６常　勤:    1明 現存
     番地１ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29503,1063,6 大船渡市国民健康保険〒022-0211 0192-42-2131大船渡市長　戸田　公渡邊　周永 平元. 4. 1内   診療所
     大医63 綾里診療所 大船渡市三陸町綾里字平舘７５番常　勤:    1明 現存
     地２ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29603,1064,4 大船渡市国民健康保険〒022-0102 0192-45-2007大船渡市長　戸田　公渡邊　周永 平10. 4. 1小   内   診療所
     大医64 吉浜診療所 大船渡市三陸町吉浜字上野９３番常　勤:    1明 現存
     地１ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29703,1067,7 えんどう消化器科内科〒022-0004 0192-21-1555遠藤　稔弥 遠藤　稔弥 平15. 7. 1内   他   診療所
     大医67 クリニック 大船渡市猪川町字中井沢７番地２常　勤:    1 新規 他（消化器内科現存
     (医       1) 平27. 7. 1）
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  29803,1074,3 及川皮膚科クリニック〒022-0004 0192-21-1227医療法人おいかわ　理及川　東士 平19. 2. 1皮   診療所
     大医74 大船渡市猪川町字中井沢１０番地常　勤:    1事長　及川　東士 組織変更 現存
     １０ (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29903,1075,0 いとう耳鼻咽喉科クリ〒022-0004 0192-21-1333医療法人いとう耳鼻咽伊藤　俊也 平21. 4. 1耳い アレ 診療所
     大医75 ニック 大船渡市猪川町字中井沢７番地７常　勤:    1喉科クリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　伊藤　俊也 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30003,1077,6 岩渕内科医院 〒022-0002 0192-26-5355岩渕　正之 岩渕　正之 平22.12. 2内   ひ   診療所
     大医77 大船渡市大船渡町字新田４９番地常　勤:    1 交代 現存
     ４号 (医       1) 平28.12. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30103,1078,4 滝田医院 〒022-0001 滝田　有 滝田　有 平23.11. 1内   呼   消  診療所
     大医78 大船渡市末崎町字平林７５番地１常　勤:    1 移動 循   現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30203,1080,0 ちば内科診療所 〒022-0006 0192-21-2255千葉　誠 千葉　誠 平24. 2. 1循   内   診療所
     大医80 大船渡市立根町字宮田６４番２ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30303,1081,8 うのうらクリニック 〒022-0006 0192-21-3636鵜浦　哲朗 鵜浦　哲朗 平24.11. 1内   他   診療所
     大医81 大船渡市立根町字中野４０番地５常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30403,1082,6 星こどもクリニック 〒022-0004 0192-21-2611星　篤樹 星　篤樹 平25. 8.17小   診療所
     大医82 大船渡市猪川町字前田６－５ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平25. 8.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30503,1083,4 石倉クリニック 〒022-0002 0192-21-2525石倉　功一 石倉　功一 平29. 2. 1内   ひ   皮  診療所
     大医83 大船渡市大船渡町地ノ森４３－９常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30605,1013,6 公益財団法人総合花巻〒025-0075 0198-23-3311公益財団法人総合花巻後藤　勝也 昭32. 8. 1一般 病院
     花医13 病院 花巻市花城町４番２８号 常　勤:   18病院　理事長　大島　 新規     一般   199療養病床
     (医      13)俊克 平29. 9. 1内   神内 消  現存
     (薬       5) 小   外   整外
     非常勤:  107 形外 脳外 ひ  
     (医     107) 産婦 眼   耳い
     リハ 放   麻  
     皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  30705,1051,6 笹川医院 〒025-0075 0198-23-5633笹川　庄三 笹川　庄三 昭49.12.30内   胃   循  診療所
     花医51 花巻市花城町３番２７号 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平28.12.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30805,1055,7 宮野目診療所 〒025-0002 0198-26-2830髙橋　康文 髙橋　康文 昭51.10. 1一般        12診療所
     花医55 花巻市西宮野目７地割２４３番２常　勤:    1 新規 内   外   こう休止
     号 (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30905,1064,9 佐藤整形外科内科医院〒025-0091 0198-22-2151佐藤　徹 佐藤　徹 昭53.12.18整外 内   診療所
     花医64 花巻市西大通り一丁目５番１１号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.12.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31005,1065,6 斎整形外科医院 〒025-0082 0198-22-3211斎　弘行 斎　弘行 昭54. 5.15整外 外   リハ診療所
     花医65 花巻市御田屋町１番４７号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31105,1066,4 大沼小児科医院 〒025-0055 0198-24-8787大沼　一夫 大沼　一夫 昭55. 9. 2小   診療所
     花医66 花巻市南万丁目１４３８番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31205,1075,5 三浦医院 〒025-0097 0198-23-2711三浦　良雄 三浦　良雄 昭60. 8.28整外 形外 皮  診療所
     花医75 花巻市若葉町二丁目５番２１号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24. 8.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31305,1078,9 ゆかわ脳外科 〒025-0091 0198-24-2960医療法人梟栄会　理事湯川　英機 昭62. 6. 1脳外 神内 リハ診療所
     花医78 花巻市西大通り二丁目２番１０号常　勤:    2長　湯川　英機 組織変更 外   現存
     (医       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31405,1080,5 川嶋医院 〒025-0086 0198-23-5641社団医療法人　川嶋小川嶋　潔 平元. 7. 1小   消   内  診療所
     花医80 花巻市鍛治町１２番５号 常　勤:    2児科医院　理事長　川 組織変更 現存
     (医       2)嶋　治 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31505,1084,7 医療法人工藤医院 〒025-0073 0198-23-2715医療法人工藤医院　理木暮　正彦 平 4. 6. 1一般        15診療所
     花医84 花巻市一日市２番２７号 常　勤:    1事長　工藤　武彦 組織変更 産婦 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31605,1089,6 岩手医科大学附属花巻〒025-0305 0198-27-2011学校法人岩手医科大学一戸　貞文 平 5. 7. 1一般 病院
     花医89 温泉病院 花巻市台第２地割８５番１ 常　勤:    8　理事長　小川　彰 新規     一般   150現存
     (医       8) 平29. 9. 1整外 内   神内
     非常勤:   29 外   リハ リウ
     (医      29) 他   
     消化器内科、老
     年科
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  31705,1091,2 さいき整形外科医院 〒025-0065 0198-22-5120医療法人温心会　理事斉木　茂温 平 6. 5. 1整外 形外 リハ診療所
     花医91 花巻市星が丘二丁目１６番８号 常　勤:    1長　斉木　茂温 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31805,1092,0 ゆうきクリニック 〒025-0065 0198-23-3627小木田　勇輝 小木田　勇輝 平 7. 3.16内   精   神内診療所
     花医92 花巻市星が丘二丁目２６番１号 常　勤:    1 新規 心内 アレ 現存
     (医       1) 平28. 3.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31905,1098,7 はじめこどもクリニッ〒025-0097 0198ー22ー0822高橋　肇 高橋　肇 平 9.11. 1小   アレ 診療所
     花医98 ク 花巻市若葉町一丁目２番３３号 常　勤:    2 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32005,1100,1 藤巻胃腸科内科クリニ〒025-0016 0198ー23ー0051医療法人　英風会　理藤巻　英二 平10. 3. 1内   他   診療所
     花医100 ック 花巻市高木第１５地割１６番地１常　勤:    1事長　藤巻　英二 組織変更 （胃腸内科） 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32105,1101,9 社団医療法人ひとみ会〒025-0091 0198-41-2700社団医療法人ひとみ会高橋　和博 平10.11.18一般        11診療所
     花医101 　花巻中央眼科 花巻市西大通り二丁目１番１０号常　勤:    1　理事長　高橋　和博 新規 眼   現存
     (医       1) 平28.11.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32205,1102,7 中舘内科クリニック 〒025-0038 0198-41-1515中舘　一郎 中舘　一郎 平10.12. 8内   消   診療所
     花医102 花巻市不動町二丁目１番地４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32305,1105,0 小瀬川皮膚科医院 〒025-0092 0198-41-2100小瀬川　玄 小瀬川　玄 平11. 5. 1皮   診療所
     花医105 花巻市大通り１丁目１６番２８号常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32405,1106,8 医療法人社団　白井眼〒025-0098 0198-24-2003医療法人社団白井眼科白井　淳一 平12. 4. 1眼   診療所
     花医106 科クリニック 花巻市材木町６番３号 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)白井　淳一 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32505,1107,6 まきた内科ハートクリ〒025-0091 0198-23-0211医療法人　真心会　理蒔田　真司 平12.10. 1内   呼内 他  診療所
     花医107 ニック 花巻市西大通り二丁目１１番８号常　勤:    1事長　蒔田　真司 組織変更 他：循内、血内現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32605,1110,0 熊谷内科胃腸科医院 〒025-0097 0198-22-1234熊谷　和久 熊谷　和久 平13. 7. 1内   呼   胃  診療所
     花医110 花巻市若葉町三丁目１番７号 常　勤:    1 交代 循   現存
     (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  32705,1114,2 高木丘クリニック 〒025-0016 0198-22-0103佐藤　寧 佐藤　寧 平15. 6. 1一般 診療所
     花医114 花巻市高木第１８地割６１番地２常　勤:    2 新規     一般    19現存
     (医       2) 平27. 6. 1内   消   循  
     外   心外 こう
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32805,1115,9 ちば心療内科クリニッ〒025-0039 0198-22-1322千葉　達雄 千葉　達雄 平15.10. 1心内 精   神内診療所
     花医115 ク 花巻市諏訪町二丁目１番１６ 常　勤:    1 新規 内   現存
     (医       1) 平27.10. 1主たる診療科：
     心内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32905,1117,5 ささき眼科 〒025-0064 0198-22-1144佐々木　雄一 佐々木　雄一 平15.11. 1眼   診療所
     花医117 花巻市桜台二丁目１３番４号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33005,1120,9 髙山整形外科クリニッ〒025-0063 0198-23-5757髙山　肇 髙山　肇 平16. 8. 1整外 リウ 診療所
     花医120 ク 花巻市下小舟渡５５番１０号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33105,1122,5 西大通り耳鼻咽喉科医〒025-0091 0198-21-1133医療法人こたろう会　鈴木　利久 平17. 8. 1耳い 診療所
     花医122 院 花巻市西大通り一丁目３０番９号常　勤:    1理事長　鈴木利久 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33205,1123,3 ＫＵＢＯクリニック 〒025-0082 0198-21-1103医療法人愛心会　理事久保　智秀 平17. 8. 1一般 診療所
     花医123 花巻市御田屋町１番６９号 常　勤:    1長　久保智秀 組織変更     一般    12現存
     (医       1) 平29. 9. 1産婦 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33305,1124,1 すがさわ外科内科クリ〒025-0312 0198-26-5666医療法人はるひこ会　菅澤　治彦 平17. 9. 1内   呼   消  診療所
     花医124 ニック 花巻市二枚橋第６地割４４０番地常　勤:    1理事長　菅澤治彦 組織変更 外   整外 皮  現存
     １ (医       1) 平29. 9. 1リハ 麻   アレ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33405,1127,4 大迫診療所 〒028-3203 0198-36-1300医療法人中庸会　理事杉江　尚 平14.12. 1内   小   外  診療所
     花医127 花巻市大迫町大迫第４地割１７番常　勤:    1長　似内　裕 新規 休止
     地１ (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33505,1129,0 渡辺医院 〒028-3101 0198-45-6111渡辺　幹夫 渡辺　幹夫 昭54.12. 1内   脳外 外  診療所
     花医129 花巻市石鳥谷町好地第８地割３８常　勤:    1 新規 整外 心内 他  現存
     番地 (医       1) 平27.12. 1（消化器内科）
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  33605,1130,8 宝陽病院 〒028-3111 0198-45-6500社団医療法人啓愛会　石原　敬夫 昭57.11. 6一般 病院
     花医130 花巻市石鳥谷町新堀第１５地割２常　勤:    4理事長　井筒　岳 新規     一般   112療養病床
     ３番地 (医       4) 平24.11. 6療養 現存
     非常勤:   38     療養    45
     (医      38) 内   外   整外
     皮   小   眼  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33705,1136,5 岩手県立東和病院 〒028-0115 0198-42-2211岩手県　代表者　県立松浦　和 平 7. 9. 1一般（特例） 病院
     花医136 花巻市東和町安俵６区７５番地１常　勤:    6病院等事業管理者　医 移動     一般    65現存
     (医       6)療局長　大槻英毅 平28. 9. 1一般（特例）
     非常勤:   14     包括     3
     (医      14) 内   外   リハ
     消   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33805,1137,3 晴山医院 〒028-0113 0198ー44ー2325楊　恵珠 楊　恵珠 平10. 1. 1内   小   診療所
     花医137 花巻市東和町東晴山８区２７番地常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33905,1138,1 織笠内科医院 〒028-0114 0198-42-2515医療法人　恭栄会　理織笠　長俊 平16. 9. 1内   小   リハ診療所
     花医138 花巻市東和町土沢８区３３２番地常　勤:    1事長　織笠　長俊 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34005,1140,7 菊地内科クリニック 〒025-0067 0198-22-5900医療法人菊地内科クリ菊地　邦彦 平18. 3. 1呼   アレ 循  診療所
     花医140 花巻市浅沢８３番３ 常　勤:    1ニック　理事長　菊地 組織変更 内   現存
     (医       1)　邦彦 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34105,1141,5 いしどりや眼科 〒028-3101 0198-45-6110医療法人いしどりや眼玉木　光子 平18. 4. 1眼   診療所
     花医141 花巻市石鳥谷町好地第６地割１番常　勤:    1科　理事長　玉木　光 組織変更 現存
     地 (医       1)子 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34205,1142,3 石鳥谷駅前クリニック〒028-3101 0198-46-2621髙橋　仁志 髙橋　仁志 平18.11. 1内   外   整外診療所
     花医142 花巻市石鳥谷町好地第７地割２０常　勤:    1 新規 小   現存
     ９番地２ (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34305,1143,1 須田内科医院 〒025-0042 0198-38-1121須田　健 須田　健 平18.12. 1内   呼   循  診療所
     花医143 花巻市円万寺字下中野４６番４ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34405,1144,9 ささきクリニック 〒025-0053 0198-22-4116医療法人社団光寿会　佐々木　盛光 平19. 2. 1内   胃   外  診療所
     花医144 花巻市中北万丁目８３６番 常　勤:    2理事長　佐々木　盛光 組織変更 こう 麻   現存
     (医       2) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  34505,1145,6 岩手県立中央病院附属〒028-3203 0198-48-2211岩手県　代表者　県立星　晴久 平19. 4. 1一般 診療所
     花医145 大迫地域診療センター花巻市大迫町大迫第１３地割２０常　勤:    1病院等事業管理者　医 新規     一般    19現存
     番地１ (医       1)療局長　大槻英毅 平25. 4. 1内   外   
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34605,1147,2 イーハトーブ病院 〒025-0244 0198-38-5656医療法人杏林会　理事佐藤　直夫 平19. 4. 1一般 病院
     花医147 花巻市湯口字志戸平１４番地１ 常　勤:    2長　石山　隆 新規     一般    50現存
     (医       2) 平25. 4. 1療養
     非常勤:   11     療養    50
     (医      11) 内   神内 外  
     整外 リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34705,1148,0 循環器科・内科大平医〒025-0086 0198-23-5015医療法人新輝会　理事大平　和輝 平19. 4. 1内   他   診療所
     花医148 院 花巻市鍛治町７番１２号 常　勤:    1長　大平　和輝 組織変更 主たる診療科は現存
     (医       1) 平25. 4. 1循環器内科（他
     で登録）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34805,1149,8 金子整形外科医院 〒028-3163 0198-46-2233金子　洋 金子　洋 平19. 6. 5外   整外 リハ診療所
     花医149 花巻市石鳥谷町八幡第３地割７６常　勤:    1 新規 リウ 現存
     番地５ (医       1) 平25. 6. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34905,1151,4 恵ライフクリニック 〒025-0037 0198-39-1133医療法人ありむ会　理高田　恵一 平19. 8.17内   リハ 診療所
     花医151 花巻市太田第５１地割２２１番 常　勤:    1事長　高田　恵一 新規 現存
     (医       1) 平25. 8.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35005,1155,5 花巻市石鳥谷医療セン〒028-3163 0198-45-3111指定管理者　医療法人似内　郊雄 平20. 4. 1一般 診療所
     花医155 ター 花巻市石鳥谷町八幡第５地割４７常　勤:    3中庸会　理事長　似内 移動     一般    19現存
     番地２ (医       3)　裕 平26. 4. 1内   リウ 脳外
     非常勤:    2 皮   リハ 呼内
     (医       2) 整外 他   
     他（ペインクリ
     ニック外科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35105,1156,3 とみつか脳神経外科ク〒025-0082 0198-23-2100医療法人報恩会　とみ冨塚　信彦 平21. 4. 1脳外 神内 リハ診療所
     花医156 リニック 花巻市御田屋町１－４１ 常　勤:    1つか脳神経外科クリニ 組織変更 内   外   現存
     (医       1)ック　理事長　冨塚　 平27. 4. 1
     信彦
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35205,1159,7 医療法人　慎仁会　さ〒028-3101 0198-45-5111医療法人慎仁会　理事佐藤　慎一郎 平22. 4. 1消   内   診療所
     花医159 とう消化器科内科クリ花巻市石鳥谷町好地第１６地割９常　勤:    1長　佐藤　慎一郎 組織変更 現存
     ニック 番地５ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  35305,1160,5 たきの内科・循環器科〒025-0092 0198-21-4511医療法人多喜乃　理事多喜乃　俊雄 平22. 8. 1内   呼内 他  診療所
     花医160 クリニック 花巻市大通り一丁目１０番３０号常　勤:    1長　多喜乃　俊雄 組織変更 循環器内科 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35405,1162,1 医療法人社団徳心会花〒025-0075 0198-21-3118医療法人社団徳心会　戸塚　英徳 平23. 4. 1内   循   診療所
     花医162 城循環器クリニック 花巻市花城町１４２番地５ 常　勤:    1理事長　戸塚　英徳 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35505,1163,9 医療法人　星が丘瀬川〒025-0065 0198-23-3858医療法人星が丘瀬川皮瀬川　郁雄 平23.10. 1皮   ひ   診療所
     花医163 皮膚科クリニック 花巻市星が丘一丁目８番１４号 常　勤:    1膚科クリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　瀬川　郁雄 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35605,1164,7 照井内科消化器科医院〒025-0072 0198-23-6100照井　虎彦 照井　虎彦 平24. 1. 1内   呼   消  診療所
     花医164 花巻市四日町三丁目５番８号 常　勤:    1 交代 循   現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35705,1165,4 小原クリニック 〒025-0091 0198-22-3833医療法人小原クリニッ小原　紀彰 平24. 3. 1一般         4診療所
     花医165 花巻市西大通り二丁目２２番１５常　勤:    2ク　理事長　小原　紀 組織変更 療養         6現存
     号 (医       2)彰 平30. 3. 1内   ひ   透析
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35805,1166,2 こどもみらいクリニッ〒025-0075 0198-29-5666松尾　毅 松尾　毅 平26. 4. 4小   診療所
     花医166 ク 花巻市花城町１２－１４花城さく常　勤:    1 新規 現存
     らマンション１Ｆ (医       1) 平26. 4. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35905,1167,0 湯本診療所 〒025-0304 0198-27-2230佐藤　全紀 佐藤　全紀 平27.11.20一般         1診療所
     花医167 花巻市湯本４地割２９番地１ 常　勤:    1 交代 療養        18現存
     (医       1) 平27.11.20内   循   外  
     小   皮   アレ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36005,1168,8 銀河クリニック 〒025-0075 0198-22-6000牧野　賢二 牧野　賢二 平28. 9. 2心内 内   精  診療所
     花医168 花巻市花城町１２－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36105,1169,6 おばら内科・消化器内〒025-0077 0198-41-3669医療法人　啓悠会　理小原　啓彦 平28. 9. 1内   他   診療所
     花医169 科クリニック 花巻市仲町５番８号 常　勤:    1事長　小原　啓彦 組織変更 （消化器内科・現存
     (医       1) 平28. 9. 1胃腸内科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36205,1170,4 齋藤整形外科クリニッ〒025-0002 0198-29-6010齋藤　良輔 齋藤　良輔 平29. 2. 7整外 リハ リウ診療所
     花医170 ク 花巻市西宮野目第６地割１６７番常　勤:    1 新規 麻   現存
     地１ (医       1) 平29. 2. 7



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［岩手県］

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    43 頁

  36305,1171,2 さとう内科クリニック〒025-0082 0198-21-1511医療法人　佐藤医院　佐藤　彰宏 平29. 8. 1内   診療所
     花医171 花巻市御田屋町４番２８号 常　勤:    1理事長　佐藤　彰宏 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36405,1172,0 さとう整形外科クリニ〒025-0082 0198-21-2200医療法人　孝和会　理佐藤　和宏 平29. 8. 1整外 リウ リハ診療所
     花医172 ック 花巻市御田屋町４番２７号 常　勤:    1事長　佐藤　和宏 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36505,1173,8 もとだて病院 〒025-0003 0198-23-5131医療法人ほがらか会　髙橋　典克 平30. 5. 1精神 病院
     花医173 花巻市東宮野目第１３地割１番地常　勤:    5理事長　髙橋　典克 移動     精神   144現存
     １ (医       4) 平30. 5. 1精   心内 内  
     (薬       1)
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36606,1001,9 社会福祉法人恩賜財団〒024-0035 0197-64-7722社会福祉法人恩賜財団赤坂　俊英 昭32. 7.15一般 病院
     北医1 済生会北上済生会病院北上市花園町一丁目６番８号 常　勤:   24済生会支部岩手県済生 新規     一般   299現存
     (医      24)会　支部長　伊藤　彬 平29. 9. 1一般（感染）
     非常勤:   82     感染     4
     (医      82) 内   神内 呼  
     消   循   小  
     外   整外 脳外
     心外 ひ   産婦
     眼   耳い リウ
     麻   呼外 リハ
     放   皮   他  
     （救急科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36706,1021,7 花北病院 〒024-0004 0197-66-2311社会医療法人花北病院齊藤　悦郎 昭41. 4. 1精神 病院
     北医21 北上市村崎野１６地割８９番地１常　勤:    3　理事長　齊藤　悦郎 新規     精神   124現存
     (医       3) 平29. 9. 1精   神内 内  
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36806,1027,4 佐藤産婦人科小児科医〒024-0092 0197-63-6262佐藤　和照 佐藤　和照 昭45. 1. 1一般        10診療所
     北医27 院 北上市新穀町一丁目５番２８号 常　勤:    1 新規 婦   産   小  現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36906,1063,9 医療法人　斎藤産婦人〒024-0034 0197-64-2136医療法人　斎藤産婦人斎藤　こづえ 平元. 7. 1一般        18診療所
     北医63 科医院 北上市諏訪町二丁目６番３７号 常　勤:    1科医院　理事長　斎藤 組織変更 産   婦   現存
     (医       1)　こづえ 平28. 7. 1
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  37006,1066,2 斉藤整形外科 〒024-0034 0197-65-3441医療法人藤仁会斉藤整齋藤　次彦 平 2. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     北医66 北上市諏訪町二丁目６番４１号 常　勤:    1形外科　理事長　齋藤 組織変更 現存
     (医       1)　次彦 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37106,1068,8 前田皮膚科クリニック〒024-0092 0197-64-0770医療法人前田皮膚科ク前田　文彦 平 2. 9. 1皮   形外 診療所
     北医68 北上市新穀町二丁目１番１７号 常　勤:    2リニック　理事長　前 組織変更 現存
     (医       2)田　正彦 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37206,1069,6 大内整形外科医院 〒024-0094 0197-63-7230医療法人恵修会　理事大内　怜次郎 平 2. 9. 1整外 リウ 形外診療所
     北医69 北上市本通り四丁目１２番１０号常　勤:    2長　大内　怜次郎 組織変更 外   内   現存
     (医       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37306,1070,4 芳野内科医院 〒024-0094 0197-65-1811芳野　宏一 芳野　宏一 平 2. 9. 7内   診療所
     北医70 北上市本通り一丁目３番２２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37406,1082,9 鈴木眼科北上 〒024-0061 0197-65-1771鈴木　俊明 鈴木　俊明 平 3. 8.19眼   診療所
     北医82 北上市大通り四丁目３番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 8.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37506,1083,7 山内耳鼻咽喉科医院 〒024-0034 0197-63-8833山内　治男 山内　治男 平 3.11.19耳い 診療所
     北医83 北上市諏訪町一丁目４番４５号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37606,1084,5 松浦脳神経外科 〒024-0012 0197-65-2332医療法人ときわ　理事松浦　秀樹 平 3.12. 1脳外 整外 外  診療所
     北医84 北上市常盤台一丁目２１番１０号常　勤:    1長　松浦　秀樹 組織変更 現存
     (医       1) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37706,1085,2 黄木医院 〒024-0071 0197-77-2211医療法人黄木医院　理黄木　天輝 平 3.12. 1消   呼   胃  診療所
     北医85 北上市上江釣子１５地割６０番地常　勤:    1事長　黄木　天輝 組織変更 循   小   内  現存
     ２ (医       1) 平27.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37806,1087,8 室岡医院 〒024-0061 0197-63-3311医療法人室岡整形外科室岡　雅子 平 4.12. 1内   整外 他  診療所
     北医87 北上市大通り三丁目５番６号 常　勤:    1医院　理事長　室岡　 組織変更 （老年内科・循現存
     (医       1)雅子 平28.12. 1環器内科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  37906,1091,0 小田島眼科 〒024-0022 0197-65-5600小田島　祥司 小田島　祥司 平 5. 4. 1一般        13診療所
     北医91 北上市黒沢尻二丁目２番２３号 常　勤:    1 新規 眼   現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38006,1098,5 小川医院中野町クリニ〒024-0024 0197-63-2939医療法人將喜　理事長小川　將 平 6. 4. 1外   内   こう診療所
     北医98 ック 北上市中野町一丁目９番２８号 常　勤:    1　小川　將 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38106,1100,9 根本小児科医院 〒024-0095 0197-63-4687根本　薫 根本　薫 平 7. 1. 1小   診療所
     北医100 北上市芳町６番５号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38206,1101,7 高橋医院 〒024-0094 0197-64-4159高橋　鏡子 高橋　鏡子 平 7. 6.21内   診療所
     北医101 北上市本通り三丁目２番４６号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 6.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38306,1102,5 斎藤医院 〒024-0032 0197-64-0021斎藤　盛夫 斎藤　盛夫 平 8. 4. 9外   整外 こう診療所
     北医102 北上市川岸三丁目２１番３８号 常　勤:    1 新規 内   胃   現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38406,1104,1 ささもり耳鼻咽喉科医〒024-0083 0197-64-6644笹森　史朗 笹森　史朗 平 8. 8. 2耳い 診療所
     北医104 院 北上市柳原町三丁目１１番１６号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38506,1105,8 安部医院 〒024-0061 0197-64-2927安部　彦満 安部　彦満 平 8.10.14外   内   消  診療所
     北医105 北上市大通り一丁目１１番２３号常　勤:    1 交代 こう 整外 現存
     (医       1) 平29.10.14
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38606,1107,4 菅整形外科医院 〒024-0071 0197-77-5110菅　義行 菅　義行 平 8.11. 1外   整外 リハ診療所
     北医107 北上市上江釣子１６地割５１番地常　勤:    1 新規 リウ 現存
     ２ (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38706,1108,2 中島医院 〒024-0024 0197-65-6151中島　玲 中島　玲 平 9. 5.20内   呼   循  診療所
     北医108 北上市中野町三丁目２番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38806,1110,8 小豆嶋胃腸科内科クリ〒024-0094 0197-65-6006医療法人慶正会　理事小豆嶋　正博 平 9. 6. 1内   胃   消  診療所
     北医110 ニック 北上市本通り四丁目１３番６号 常　勤:    1長　小豆嶋　正博 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  38906,1111,6 いしかわ内科クリニッ〒024-0055 0197-67-2288石川　浩 石川　浩 平10. 5.21内   呼内 アレ診療所
     北医111 ク 北上市大堤南一丁目１番２５号 常　勤:    1 新規 他   現存
     (医       1) 平28. 5.21糖尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39006,1113,2 千田クリニック 〒024-0052 0197-71-2455千田　雅美 千田　雅美 平11. 5. 1内   呼   胃  診療所
     北医113 北上市大堤北一丁目５番８号 常　勤:    2 新規 小   外   皮  現存
     (医       2) 平29. 9. 1こう リハ リウ
     アレ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39106,1115,7 日高見中央クリニック〒024-0072 0197-61-0888医療法人社団敬和会　岡本　秀樹 平12. 1. 1内   呼   循  診療所
     北医115 北上市北鬼柳２２地割４６番地 常　勤:    3理事長　金澤　重俊 移動 ひ   リハ 療養病床
     (医       3) 平30. 1. 1 現存
     非常勤:   17
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39206,1121,5 医療法人優親会　及川〒024-0043 0197-65-3811医療法人　優親会　理及川　博隆 平14. 1. 1療養 診療所
     北医121 脳神経内科クリニック北上市立花１０地割２８番地１ 常　勤:    2事長　及川　優 移動     療養    12療養病床
     (医       2) 平26. 1. 1脳内 内   小  現存
     非常勤:    1 他   
     (医       1) （老年内科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39306,1123,1 いとう小児科クリニッ〒024-0084 0197-61-5155医療法人　アイ・メデ伊東　亮助 平14. 8. 1小   アレ 診療所
     北医123 ク 北上市さくら通り１丁目５番１１常　勤:    1ィカル　理事長　伊東 組織変更 現存
     号 (医       1)　亮助 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39406,1129,8 北上駅前さいとう心療〒024-0061 0197-61-4820齊藤　潔 齊藤　潔 平15. 4. 1精   心内 内  診療所
     北医129 内科医院 北上市大通り一丁目３番１号北上常　勤:    2 新規 神   現存
     開発ビル　おでんせプラザ「ぐろ(医       2) 平27. 4. 1主たる診療科：
     ーぶ」４階 精神科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39506,1131,4 いとう内科胃腸科医院〒024-0061 0197-64-1795伊藤　信彦 伊藤　信彦 平15. 6.18胃   消   内  診療所
     北医131 北上市大通り三丁目１番９号 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平27. 6.18主たる診療科：
     胃　及び　消
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39606,1134,8 すがい胃腸科内科クリ〒024-0071 医療法人祐恭会　理事菅井　俊 平15. 8. 1胃   内   診療所
     北医134 ニック 北上市上江釣子７地割９８番地１常　勤:    1長　菅井　俊 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39706,1138,9 医療法人都鳥会とどり〒024-0061 0197-64-1603医療法人　都鳥会　理都鳥　和理 平16. 8. 1小   診療所
     北医138 小児科医院 北上市大通り四丁目３番５号 常　勤:    1事長　都鳥　和理 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  39806,1139,7 なるいクリニック 〒024-0083 0197-64-1022医療法人　なるいクリ成井　和雄 平16. 8. 1内   精   神  診療所
     北医139 北上市柳原町一丁目１番４１号 常　勤:    1ニック　理事長　成井 組織変更 現存
     (医       1)　和雄 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39906,1140,5 医療法人社団　博紳会〒024-0071 0197-77-5656医療法人社団　博紳会玉田　博志 平16. 9. 1ひ   内   外  診療所
     北医140 　たまだ江釣子クリニ北上市上江釣子１６地割１２９番常　勤:    1　たまだ江釣子クリニ 組織変更 現存
     ック 地１ (医       1)ック　理事長　玉田　 平28. 9. 1
     博志
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40006,1142,1 ひらのこどもクリニッ〒024-0071 0197-71-5800平野　浩次 平野　浩次 平17. 4.18小   アレ 診療所
     北医142 ク 北上市上江釣子１７地割２１９番常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40106,1143,9 藤田眼科医院 〒024-0071 0197-71-5222藤田　聡 藤田　聡 平17. 4.20眼   診療所
     北医143 北上市上江釣子１７地割２０４番常　勤:    1 新規 現存
     地 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40206,1145,4 小野寺こども医院 〒024-0004 0197-81-6660小野寺　典夫 小野寺　典夫 平18. 2. 8小   アレ 診療所
     北医145 北上市村崎野１５地割３５４番地常　勤:    1 新規 現存
     ２ (医       1) 平30. 2. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40306,1146,2 さくらの内科クリニッ〒024-0091 0197-61-5060成ケ澤　靖 成ケ澤　靖 平18. 4. 3内   診療所
     北医146 ク 北上市大曲町７番２０号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40406,1149,6 きたかみ腎クリニック〒024-0083 0197-61-5700医療法人きたかみ腎ク小池　博之 平19. 3. 1一般 診療所
     北医149 北上市柳原町四丁目１５番９号 常　勤:    1リニック　理事長　小 組織変更     一般     7現存
     (医       1)池　博之 平25. 3. 1内   外   ひ  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40506,1150,4 大内眼科クリニック 〒024-0083 0197-64-0100医療法人大内眼科クリ大内　哲也 平19. 3. 1眼   診療所
     北医150 北上市柳原町四丁目１７番３９号常　勤:    1ニック　理事長　大内 組織変更 現存
     (医       1)　哲也 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40606,1151,2 かさい睡眠呼吸器クリ〒024-0011 0197-61-6590医療法人社団北良会　笠井　良彦 平19. 4. 1一般 診療所
     北医151 ニック 北上市堤ケ丘一丁目９番３２号北常　勤:    1理事長　笠井　良彦 組織変更     一般     4現存
     良メディカルセンター１階 (医       1) 平25. 4. 1内   呼   アレ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40706,1153,8 いわぶち脳神経クリニ〒024-0084 0197-65-3661医療法人至仁　いわぶ岩淵　崇 平21. 4. 1脳外 神内 リハ診療所
     北医153 ック 北上市さくら通り二丁目２番２５常　勤:    1ち脳神経クリニック　 組織変更 主たる診療科：現存
     号 (医       1)理事長　岩淵　崇 平27. 4. 1脳神経外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  40806,1154,6 岩手県立中部病院 〒024-0004 0197-71-1511岩手県代表者　県立病伊藤　達朗 平21. 4. 1一般 病院
     北医154 北上市村崎野１７地割１０番地 常　勤:  116院等事業管理者　医療 新規     一般   414現存
     (医     116)局長　大槻英毅 平27. 4. 1結核        20
     非常勤:  235 内   精   神内
     (医     235) 小   外   整外
     形外 脳外 呼外
     皮   ひ   産婦
     眼   耳い リハ
     放   麻   心内
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40906,1155,3 ちとせ医院 〒024-0061 0197-63-3780医療法人ちとせ医院　菊池　ちとせ 平21. 4. 1内   診療所
     北医155 北上市大通り２丁目１番２２号 常　勤:    1理事長　菊池ちとせ 交代 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41006,1156,1 医療法人萩笙会柴田医〒024-0092 0197-61-5130医療法人萩笙会　理事柴田　雅士 平21. 4. 1内   呼   循  診療所
     北医156 院 北上市新穀町一丁目６番１０号 常　勤:    1長　柴田雅士 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41106,1157,9 立正堂医院 〒024-0051 0197-67-2708医療法人社団立正堂医及川　浩平 平21.10.13内   循   歯  診療所
     (06,3075,7) 北上市相去町西野３２番地１ 常　勤:    3院　理事長　及川量平 移動 現存
     北医157 (医       2) 平27.10.13
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41206,1159,5 北上市夜間臨時診療所〒024-0095 0197-72-5119北上市長　髙橋　敏彦小池　博之 平22. 5. 1内   小   診療所
     北医159 北上市芳町２番８号 常　勤:    1 移動 休止
     (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:   34
     (医      34)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41306,1160,3 茂木内科医院 〒024-0094 0197-61-0222医療法人十全堂　理事茂木　格 平24. 4. 1内   循   診療所
     北医160 北上市本通り一丁目７番１２号 常　勤:    1長　茂木　格 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41406,1162,9 みずかわ耳鼻咽喉科医〒024-0071 0197-72-6760水川　敦裕 水川　敦裕 平24. 9.25耳い 診療所
     北医162 院 北上市上江釣子１５地割２１３番常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9.25
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41506,1163,7 わたなべ脳神経外科ク〒024-0082 0197-65-5777渡辺　美喜雄 渡辺　美喜雄 平24.12.19脳外 神内 リハ診療所
     北医163 リニック 北上市町分１８地割９６番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.12.19
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  41606,1164,5 田郷医院 〒024-0084 0197-72-7282田郷　英昭 田郷　英昭 平25. 2. 1内   神内 精  診療所
     北医164 北上市さくら通り三丁目１４番２ 新規 現存
     ５号 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41706,1165,2 ホームケアクリニック〒024-0031 0197-61-5160千葉　恭一 千葉　恭一 平25. 4. 1内   他   診療所
     北医165 えん 北上市青柳町二丁目５番１５号 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平25. 4. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41806,1166,0 さやかクリニック 〒024-0001 0197-72-7228齋藤　さやか 齋藤　さやか 平25. 5. 7産婦 心内 内  診療所
     北医166 北上市飯豊２０地割１２３－１ 常　勤:    1 新規 アレ 他   現存
     (医       1) 平25. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41906,1167,8 坂の上野田村太志クリ〒024-0021 0197-65-1111医療法人アンビシャス田村　太志 平25. 9. 1内   呼内 アレ診療所
     北医167 ニック 北上市上野町４丁目２－１５ 常　勤:    1坂の上野田村太志クリ 組織変更 小   他   現存
     (医       1)ニック　理事長　田村 平25. 9. 1循環器内科
     　太志
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42006,1169,4 きたかみ皮膚科スキン〒024-0091 0197-64-6003菊池　里奈子 菊池　里奈子 平26. 7. 1皮   他   診療所
     北医169 ケアクリニック 北上市大曲町１－２ 常　勤:    1 交代 美容皮膚科 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42106,1171,0 やご内科・循環器クリ〒024-0021 0197-72-7717八子　多賀志 八子　多賀志 平26.11. 1内   他   診療所
     北医171 ニック 北上市上野町五丁目５番 常　勤:    1 新規 循環器内科 現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42206,1172,8 医療法人　愛久会　き〒024-0061 0197-61-3372医療法人　愛久会　き高橋　徹 平27. 3. 1内   他   診療所
     北医172 たかみ駅前内科クリニ北上市大通り１－３－１おでんせ常　勤:    1たかみ駅前内科クリニ 組織変更 糖尿病・代謝内現存
     ック プラザぐろーぶ２階 (医       1)ック　理事長　高橋　 平27. 3. 1科
     徹
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42306,1173,6 しゅういちろう内科ク〒024-0004 0197-72-6567高橋　秀一郎 高橋　秀一郎 平27. 4.21内   他   診療所
     北医173 リニック 北上市村崎野１７地割１６７番３常　勤:    1 新規 主たる診療科は現存
     (医       1) 平27. 4.21消化器内科（他
     で登録）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42406,1174,4 むらさきのクリニック〒024-0004 0197-71-3555医療法人　むらさきの日戸　清敬 平29. 4. 1内   他   診療所
     北医174 北上市村崎野１５地割１５０番地常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 （消化器内科）現存
     １ (医       1)日戸　清敬 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42506,1175,1 渕澤脳神経外科クリニ〒024-0062 0197-63-6321渕澤　敬吉 渕澤　敬吉 平29. 6. 1脳外 神   外  診療所
     北医175 ック 北上市鍛冶町二丁目１４番４０号常　勤:    1 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
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  42606,1176,9 山岡胃腸内科 〒024-0024 0197-63-5770山岡　豊 山岡　豊 平30. 1. 1内   他   診療所
     北医176 北上市中野町二丁目２８番２２号常　勤:    1 組織変更 （胃腸内科） 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42707,1019,9 前田整形外科・内科医〒028-0052 0194-52-4051前田　秀也 前田　秀也 昭49. 7.18整外 内   診療所
     久医19 院 久慈市本町三丁目７番地 常　勤:    3 新規 現存
     (医       3) 平28. 7.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42807,1024,9 小林外科 〒028-0055 0194-53-4012小林　貞夫 小林　貞夫 昭53. 9. 1一般    診療所
     久医24 久慈市巽町一丁目３０番地 常　勤:    1 新規 外   脳外 皮  現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42907,1030,6 市川内科医院 〒028-0051 0194-53-2010医療法人エンデバー　市川　宏 平 3.11. 1内   診療所
     久医30 久慈市川崎町８番２５号 常　勤:    1理事長　市川　宏 組織変更 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43007,1031,4 竹下医院 〒028-0066 0194-53-0022医療法人健生会　理事竹下　敏光 平 4.12. 1一般        17診療所
     久医31 久慈市中の橋一丁目５番地 常　勤:    1長　竹下　敏光 組織変更 内   産婦 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43107,1032,2 白岩小児科医院 〒028-0051 0194-53-4408医療法人しらいわ会　白岩　道夫 平 7. 2. 1小   診療所
     久医32 久慈市川崎町１０番３０号 常　勤:    1理事長　白岩　道夫 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43207,1034,8 齊藤内科 〒028-0063 0194-53-3511医療法人誠人会　理事齊藤　裕 平 9. 6. 1内   呼   消  診療所
     久医34 久慈市荒町二丁目９番地 常　勤:    2長　齊藤　裕 組織変更 循   現存
     (医       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43307,1035,5 岩手県立久慈病院 〒028-0014 0194ー53ー6131岩手県　代表者　県立吉田　徹 平10. 3. 1一般 病院
     (07,3023,5) 久慈市旭町第１０地割１番 常　勤:   32病院等事業管理者　医 移動     一般   291現存
     久医35 (医      30)療局長　大槻英毅 平28. 3. 1療養
     (歯       2)     療養    43
     非常勤:  127 内   精   神内
     (医     125) 呼   消   循  
     (歯       2) 小   外   整外
     形外 脳外 皮  
     ひ   産婦 眼  
     耳い 放   麻  
     歯外 リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43407,1037,1 鳥谷医院 〒028-0065 0194-53-2808社団医療法人恭生会　鳥谷　宗正 平12. 8. 1内   歯   診療所
     (07,3031,8) 久慈市十八日町一丁目３０番地３常　勤:    3理事長　鳥谷　宗正 移動 現存
     久医37 (医       1) 平24. 8. 1
     (歯       2)
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  43507,1039,7 藤田皮膚科医院 〒028-0051 0194-52-8700医療法人　藤田皮膚科藤田　秀人 平14. 2. 1皮   診療所
     久医39 久慈市川崎町１２番１８号 常　勤:    1医院　理事長　藤田　 組織変更 現存
     (医       1)秀人 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43607,1040,5 久慈眼科クリニック 〒028-0041 0194-61-1530圓佛　誠基 圓佛　誠基 平14. 4.27眼   診療所
     久医40 久慈市長内町第３２地割１２－４常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43707,1041,3 久慈恵愛病院 〒028-0011 0194-52-2311社団医療法人　祥和会河野　貫治 平14. 9. 1一般 病院
     久医41 久慈市湊町第１７地割１００番地常　勤:    3　理事長　河野　貫治 組織変更     一般    39現存
     (医       2) 平26. 9. 1療養
     (薬       1)     療養    23
     非常勤:    5 療養
     (医       5)     介護    19
     内   呼   消  
     循   外   整外
     皮ひ こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43807,1042,1 ちだ医院 〒028-0021 0194-61-3366千田　修 千田　修 平14.10. 1内   小   アレ診療所
     久医42 久慈市門前第３７地割５６番地２常　勤:    1 新規 現存
     ６ (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43907,1043,9 おのでら耳鼻咽喉科ク〒028-0041 0194-61-3387医療法人　おのでら耳小野寺　耕 平15. 9. 1耳い 診療所
     久医43 リニック 久慈市長内町第２４地割１４７番常　勤:    1鼻咽喉科クリニック　 組織変更 現存
     地１ (医       1)理事長　小野寺　耕 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44007,1044,7 久慈市国民健康保険山〒028-8602 0194-72-2033久慈市長　遠藤　譲一吉田　弘之 昭61. 6. 1一般        19診療所
     久医44 形診療所 久慈市山形町川井第９地割４４番常　勤:    1 新規 内   外   呼  現存
     地８ (医       1) 平28. 6. 1アレ 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44107,1046,2 おおさわ内科・胃腸科〒028-0066 0194-61-3033大澤　一嘉 大澤　一嘉 平19. 4.16内   胃   診療所
     久医46 医院 久慈市中の橋一丁目４８番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44207,1047,0 金子クリニック 〒028-0021 0194-61-1005金子　卓司 金子　卓司 平21. 4.22内   ひ   他  診療所
     久医47 久慈市門前第２地割２６番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44307,1048,8 関上こどもクリニック〒028-0041 0194-75-3722関上　勇 関上　勇 平23.10. 1小   内   アレ診療所
     久医48 久慈市長内町第２４地割９８番地常　勤:    1 新規 現存
     ２ (医       1) 平29.10. 1
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  44407,1049,6 しろと内科循環器科ク〒028-0022 0194-61-3330医療法人しろと内科循白戸　隆洋 平24. 3. 1循   内   診療所
     久医49 リニック 久慈市田屋町第１地割３５番地１常　勤:    1環器科クリニック　理 組織変更 （循環器内科、現存
     (医       1)事長　白戸　隆洋 平30. 3. 1内科）
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44507,1050,4 北リアス病院 〒028-0015 0194-53-2323社団医療法人祐和会　長岡　重之 平26.11.23精神 病院
     久医50 久慈市源道第１２地割１１１番 常　勤:    6理事長　長岡　重之 移動     精神   210現存
     (医       6) 平26.11.23精   神内 心内
     非常勤:    9 他   
     (医       9) 老年内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44608,1005,6 遠野市国民健康保険小〒028-0481 0198-68-2260遠野市長　本田　敏秋山口　淳 昭32. 8. 1内   診療所
     遠医5 友診療所 遠野市小友町１６地割３１番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44708,1012,2 医療法人財団　正清会〒028-0502 0198-62-2026医療法人財団正清会　林　重仁 昭41.11. 1精神 病院
     遠医12 　六角牛病院 遠野市青笹町中沢５地割５番地１常　勤:    2理事長　三浦　正之 新規     精神   147現存
     (医       2) 平29.11. 1精   内   神  
     非常勤:   18
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44808,1023,9 岩手県立遠野病院 〒028-0541 0198-62-2222岩手県　代表者　県立郷右近　祐司 昭55. 4. 1一般 病院
     遠医23 遠野市松崎町白岩１４地割７４番常　勤:    9病院等事業管理者　医 移動     一般   177現存
     地 (医       9)療局長　大槻英毅 平28. 4. 1一般（感染）
     非常勤:  288     感染     2
     (医     288) 結核        20
     内   小   外  
     整外 脳外 産婦
     眼   耳い リハ
     消   皮   神内
     麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44908,1029,6 遠野市国民健康保険中〒028-0541 0198-62-2277遠野市長　本田　敏秋山口　淳 平 6. 7. 1内   診療所
     遠医29 央診療所 遠野市松崎町白岩字薬研渕４番地常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45008,1035,3 千葉医院 〒028-0516 0198-62-4039千葉　純子 千葉　純子 平14. 1. 1皮   診療所
     遠医35 遠野市穀町１番２２号 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
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  45108,1036,1 菊池俊彦内科クリニッ〒028-0522 0198-62-8600医療法人亮和会　理事菊池　俊彦 平15. 2. 1内   呼   胃  診療所
     遠医36 ク 遠野市新穀町５番１９号 常　勤:    1長　菊池　俊彦 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45208,1041,1 柏原医院 〒028-0304 0198-67-3016柏原　紀文 柏原　紀文 平 6. 8.19内   小   診療所
     遠医41 遠野市宮守町下宮守２８地割７５常　勤:    1 交代 現存
     番地 (医       1) 平24. 8.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45308,1042,9 鱒沢診療所 〒028-0303 0198-66-2273柏原　紀文 柏原　紀文 平 6. 8.19内   小   診療所
     遠医42 遠野市宮守町下鱒沢３４地割８番常　勤:    1 交代 現存
     地５ (医       1) 平24. 8.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45408,1044,5 川上医院 〒028-0516 0198-62-2051川上　格 川上　格 平19. 6. 1内   消   診療所
     遠医44 遠野市穀町１番２７号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45508,1046,0 あいずみ内科医院 〒028-0522 0198-63-2021医療法人美敬会　理事相墨　仁 平22. 3. 1内   呼   胃  診療所
     遠医46 遠野市新穀町３番１号 常　勤:    1長　相墨　仁 組織変更 小   放   現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45608,1047,8 時田医院 〒028-0524 0198-62-2147熊坂　康二 熊坂　康二 平23. 1. 1ひ   整外 外  診療所
     遠医47 遠野市新町５番５号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45708,1048,6 とおの宮本眼科 〒028-0515 0198-62-2035宮本　博之 宮本　博之 平23. 8. 1眼   診療所
     遠医48 遠野市東舘町８番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45808,1049,4 守口医院 〒028-0521 0198-63-2170医療法人　希実会　理守口　尚 平25. 5. 1脳外 内   リハ診療所
     遠医49 遠野市材木町２番２５号 常　勤:    1事長　守口　尚 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45908,1050,2 上組町ほほえみスキン〒028-0517 0198-68-3330高橋　倫子 荻野　倫子 平25.10.19皮   他   診療所
     遠医50 クリニック 遠野市上組町３－４ 常　勤:    2 新規 美容皮膚科 現存
     (医       2) 平25.10.19
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  46009,1009,6 一関病院 〒021-0884 0191-23-2050医療法人博愛会　理事佐藤　隆次 昭32. 8.27一般 病院
     関医9 一関市大手町３番３６号 常　勤:   10長　佐藤　隆次 新規     一般   139現存
     (医      10) 平29. 9. 1療養
     非常勤:   64     療養    48
     (医      64) 介護
         療養    12
     内   呼   消  
     外   整外 脳外
     産婦 眼   麻  
     アレ リハ 他  
     緩和医療科、肛
     門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46109,1035,1 昭和病院 〒021-0885 0191-23-2020医療法人社団愛生会昭杉内　博 昭47. 4.15一般 病院
     関医35 一関市田村町６番３号 常　勤:    6和病院　理事長　杉内 新規     一般    54現存
     (医       6)　博 平29. 9. 1内   呼内 麻  
     非常勤:   25 脳内 アレ 小  
     (医      25) 他   
     消化器内科、循
     環器内科、ペイ
     ンクリニック内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46209,1050,0 佐々木整形外科 〒021-0894 0191-26-3155佐々木　隆 佐々木　隆 昭51.12.20整外 リハ 形外診療所
     関医50 一関市磐井町３番５号 常　勤:    2 新規 外   現存
     (医       1) 平27.12.20主たる診療科の
     (薬       1) 変更
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46309,1051,8 西城病院 〒021-0871 0191-23-3636社団医療法人　西城病西城　健 昭52. 7. 1一般 病院
     関医51 一関市八幡町２番４３号 常　勤:    6院　理事長　西城　健 新規     一般    66現存
     (医       4) 平28. 7. 1内   神内 呼  
     (薬       2) 消   循   ひ  
     非常勤:   49 放   
     (医      49)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46409,1056,7 笠原耳鼻咽喉科医院 〒021-0022 0191-23-4916笠原　正明 笠原　正明 昭56. 1. 1耳い 診療所
     関医56 一関市五代町５番３号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46509,1061,7 千葉内科医院 〒021-0035 0191-25-3211千葉　修二 千葉　修二 昭59. 9.18内   呼   消  診療所
     関医61 一関市山目字才天２２７番地 常　勤:    1 新規 循   アレ 現存
     (医       1) 平29. 9.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  46609,1065,8 寺崎内科胃腸科医院 〒021-0031 0191-23-6211医療法人社団寺崎内科寺崎　公二 昭62. 8. 1内   消   アレ診療所
     関医65 一関市青葉一丁目６番１０号 常　勤:    1胃腸科医院　理事長　 新規 現存
     (医       1)寺崎　公二 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46709,1066,6 さとう小児科医院 〒021-0891 0191-23-4020佐藤　重雄 佐藤　重雄 昭62.10. 5小   内   診療所
     関医66 一関市桜木町５番２２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46809,1068,2 氷室内科医院 〒021-0031 0191-23-3185氷室　一彦 氷室　一彦 昭63. 1. 1内   呼   循  診療所
     関医68 一関市青葉二丁目８番１８号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46909,1070,8 木村消化器内科 〒021-0821 0191-21-1311医療法人磐清会　理事木村　義人 平元.11. 1消   循   呼  診療所
     関医70 一関市三関字仲田３２番地３ 常　勤:    2長　木村　義人 新規 内   現存
     (医       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47009,1071,6 産婦人科野田 〒021-0852 0191-23-0608医療法人平成会　理事野田　隆二 平 2. 3. 1一般        10診療所
     関医71 一関市字沢２１番地 常　勤:    1長　野田　隆二 組織変更 産   婦   麻  現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47109,1072,4 田島内科 〒021-0882 0191-23-3668医療法人ル・コンセー田島　英一 平 2. 8. 1内   精   循  診療所
     関医72 一関市上大槻街４番３９号 常　勤:    2ル　理事長　田島　英 組織変更 消   心内 神  現存
     (医       2)一 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47209,1073,2 佐藤外科肛門科医院 〒021-0051 0191-26-5125佐藤　 明 佐藤　 明 平 3. 1.11外   こう 胃  診療所
     関医73 一関市山目字三反田４３番地 常　勤:    1 新規 整外 ひ   現存
     (医       1) 平30. 1.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47309,1077,3 医療法人　菊池医院 〒021-0023 0191-23-7100医療法人菊池医院　理菊池　善郎 平 3.12. 1一般    診療所
     関医77 一関市銅谷町１２番１６号 常　勤:    1事長　菊池　善郎 組織変更 内   婦   現存
     (医       1) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47409,1078,1 二宮眼科医院 〒021-0885 0191-23-4346医療法人慈融会　理事二宮　修也 平 3.12. 1一般        12診療所
     関医78 一関市田村町２番５号 常　勤:    1長　二宮　修也 組織変更 眼   現存
     (医       1) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  47509,1080,7 岩崎外科医院 〒021-0821 0191-26-2488医療法人　善生会　理岩崎　善助 平 4. 1. 1一般    診療所
     関医80 一関市三関字仲田３７番地１ 常　勤:    1事長　岩崎　善助 組織変更 外   胃   整外現存
     (医       1) 平28. 1. 1こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47609,1083,1 菅原整形外科クリニッ〒021-0023 0191-23-0501医療法人菅原整形外科菅原　康二 平 5. 5. 1一般 診療所
     関医83 ク 一関市銅谷町１０番１号 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更     一般    18現存
     (医       1)菅原　康二 平29. 9. 1整外 形外 外  
     非常勤:    1 リハ 
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47709,1084,9 佐藤胃腸科内科医院 〒021-0011 0191-23-9678医療法人幸仁会　理事佐藤　正伸 平 6. 1. 1内   胃   循  診療所
     関医84 一関市山目町一丁目６番２７号 常　勤:    2長　佐藤　正伸 組織変更 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47809,1086,4 一関中央クリニック 〒021-0021 0191-21-1222医療法人三秋会　理事長澤　茂 平 7. 3. 1一般         9診療所
     関医86 一関市中央町二丁目４番２号 常　勤:    3長　長澤　茂 新規 療養         8現存
     (医       3) 平28. 3. 1内   小   他  
     非常勤:    4 （消内・内視鏡
     (医       4) 内科・糖尿病代
     謝内科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47909,1087,2 西城医院 〒021-0221 0191-28-2393西城　寛 西城　寛 平 8. 9.17内   胃   外  診療所
     関医87 一関市舞川字中里６５番地 常　勤:    1 新規 整外 こう 現存
     (医       1) 平29. 9.17
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48009,1088,0 ししど耳鼻咽喉科医院〒021-0821 0191-31-1733宍戸　潔 宍戸　潔 平 8.10.14耳い 診療所
     関医88 一関市三関字仲田２３番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48109,1094,8 いとう脳神経内科 〒021-0006 0191-21-8200伊藤　久雄 伊藤　久雄 平12. 6. 1内   神内 心内診療所
     関医94 一関市上坊４番１２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48209,1101,1 かねた整形外科医院 〒021-0035 0191-33-1110医療法人　博心会　理鈴木　道博 平14. 3. 1整外 リハ リウ診療所
     関医101 一関市山目字才天２２１番地 常　勤:    1事長　鈴木　道博 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48309,1103,7 小原眼科 〒021-0883 0191-32-5151医療法人　小原眼科　小原　啓之 平14. 5. 1眼   診療所
     関医103 一関市新大町４６番地 常　勤:    1理事長　小原　啓之 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
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  48409,1104,5 かとうこどもクリニッ〒021-0053 0191-33-2211加藤　卓 加藤　卓 平14.11. 1循   小   アレ診療所
     関医104 ク 一関市山目字中野２３番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48509,1106,0 阿部内科クリニック 〒021-0027 0191-23-2918医療法人あけぼの会　阿部　俊也 平15. 2. 1内   神内 消  診療所
     関医106 一関市竹山町５番３４号 常　勤:    1理事長　阿部　俊也 組織変更 循   現存
     (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48609,1108,6 くわしま眼科クリニッ〒021-0053 0191-33-2300医療法人社団　くわし桑島　研一 平16. 9. 1一般 診療所
     関医108 ク 一関市山目字中野５５番地１ 常　勤:    1ま眼科クリニック　理 組織変更     一般     4現存
     (医       1)事長　桑島　研一 平28. 9. 1眼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48709,1110,2 そばた脳神経クリニッ〒021-0882 0191-21-1175蕎麦田　英治 蕎麦田　英治 平16. 9. 1神内 脳外 リハ診療所
     関医110 ク 一関市上大槻街４番４５号 常　勤:    1 新規 心内 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48809,1112,8 岡崎整形外科 〒021-0821 0191-23-7000岡崎　佳則 岡崎　佳則 平17. 6. 5整外 形外 リウ診療所
     関医112 一関市三関字仲田１５６番地 常　勤:    1 交代 リハ 外   現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48909,1113,6 コスモスレディースク〒021-0885 0191-31-1103医療法人コスモスレデ杉内　淳 平17. 8. 1一般 診療所
     関医113 リニック 一関市田村町５番５６号 常　勤:    2ィースクリニック　理 組織変更     一般    12現存
     (医       2)事長　杉内　淳 平29. 9. 1産   婦   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49009,1116,9 誠信堂医院 〒029-3105 0191-82-3362佐藤　誠之 佐藤　誠之 昭51. 2. 3内   外   小  診療所
     関医116 一関市花泉町涌津字道下１３番地常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平30. 2. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49109,1118,5 袋医院 〒029-3101 0191-82-3316小野寺　哲朗 小野寺　哲朗 昭62.12.10内   胃   循  診療所
     関医118 一関市花泉町花泉字袋１０番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.12.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49209,1120,1 菅原内科循環器科医院〒029-3105 0191-82-5528菅原　忠興 菅原　忠興 平 5. 1. 1内   呼内 他  診療所
     関医120 一関市花泉町涌津字道下５２番地常　勤:    1 新規 循環器内科、消現存
     ２６ (医       1) 平29. 1. 1化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49309,1121,9 岩手県立大東病院 〒029-0711 0191-72-2121岩手県　代表者　県立杉山　照幸 昭45. 1. 1一般 病院
     関医121 一関市大東町大原字川内１２８番常　勤:    3病院等事業管理者　医 新規     一般    40現存
     地 (医       3)療局長　大槻英毅 平30. 1. 1内   神内 外  
     非常勤:   98 整外 リハ 
     (医      98)
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  49409,1126,8 菊池内科医院 〒029-0603 0191-74-2512菊池　宰 菊池　宰 平11. 8.21他   内   小  診療所
     関医126 一関市大東町沖田字八日町３３番常　勤:    1 新規 消化器内科 現存
     地 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49509,1128,4 一関市国民健康保険猿〒029-0431 0191-76-2020一関市長　勝部　修 薄田　徹 平12. 4. 1内   歯   診療所
     (09,3077,7) 沢診療所 一関市大東町猿沢字板倉６０番地常　勤:    2 移動 現存
     関医128 の１ (医       1) 平30. 4. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49609,1129,2 吉田内科循環器科医院〒029-0711 0191-71-2131吉田　浩昭 吉田　浩昭 平15. 5. 2内   循   診療所
     関医129 一関市大東町大原字大明神８８番常　勤:    1 新規 現存
     の１ (医       1) 平27. 5. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49709,1132,6 奥玉診療所 〒029-1111 0191-56-2751角田　健也 角田　健也 昭58.10. 1内   呼   消  診療所
     関医132 一関市千厩町奥玉字石の御前８番常　勤:    1 新規 循   小   現存
     地１ (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49809,1134,2 岩手県立千厩病院 〒029-0803 0191-53-2101岩手県　代表者　県立宗像　秀樹 平 8. 2. 1一般 病院
     関医134 一関市千厩町千厩字草井沢３２番常　勤:   12病院等事業管理者　医 移動     一般   148現存
     地１ (医      12)療局長　大槻英毅 平29. 2. 1一般（感染）
     非常勤:  105     感染     4
     (医     100) 内   神内 小  
     (歯       5) 外   整外 ひ  
     産婦 眼   耳い
     リハ 麻   皮  
     他   
     （消内・循内）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49909,1135,9 遠藤医院 〒029-0803 0191-53-2126遠藤　威 遠藤　威 平14. 4.20内   外   整外診療所
     関医135 一関市千厩町千厩字町浦３６番地常　勤:    1 交代 皮   現存
     (医       1) 平26. 4.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50009,1136,7 もりあい内科クリニッ〒029-0803 0191-51-3322医療法人もりあい内科盛合　理 平17. 2. 1内   小   呼内診療所
     関医136 ク 一関市千厩町千厩字前田９６番地常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 他   現存
     ９ (医       1)盛合　理 平29. 2. 1（循内・消内）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50109,1138,3 ひがしやま病院 〒029-0303 0191-48-2666社団医療法人　西城病齋藤　勝彦 昭58. 5. 1一般 病院
     関医138 一関市東山町松川字卯入道１２１常　勤:    2院　理事長　西城　健 新規     一般    44療養病床
     番地 (医       2) 平28. 5. 1内   神内 呼  現存
     非常勤:   16 消   循   リハ
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  50209,1140,9 一関市国民健康保険室〒029-1201 0191-64-2127一関市長　勝部　修 古澤　健一 平12. 4. 1内   他   診療所
     関医140 根診療所 一関市室根町折壁字八幡沖１１７常　勤:    1 移動 （消化器内科）現存
     番地 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50309,1142,5 阿部医院 〒029-0302 0191-47-3898医療法人　弘誠会阿部阿部　昭弘 平14. 2. 1内   小   婦  診療所
     関医142 一関市東山町長坂字町３７９番地常　勤:    1医院　理事長　阿部　 組織変更 療養病床
     (医       1)昭弘 平26. 2. 1 現存
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50409,1143,3 桂島医院 〒021-0867 0191-21-8883桂島　忠俊 桂島　忠俊 平17.10.17内   消   診療所
     関医143 一関市駅前２２番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50509,1145,8 岩手県立磐井病院 〒029-0131 0191-23-3452岩手県　代表者　県立加藤　博孝 平18. 4. 1一般 病院
     (09,3081,9) 一関市狐禅寺字大平１７番地 常　勤:   62病院等事業管理者　医 移動     一般   305現存
     関医145 (医      60)療局長　大槻　英毅 平30. 4. 1結核
     (歯       2)     一般    10
     非常勤:  202 内   神内 呼  
     (医     197) 消   循   小  
     (歯       5) 外   整外 形外
     脳外 皮   ひ  
     産婦 眼   耳い
     リハ 放   麻  
     心内 歯外 心外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50609,1146,6 岩手県立南光病院 〒029-0131 0191-23-3655岩手県　代表者　県立土屋　輝夫 平18. 4. 1精神 病院
     関医146 一関市狐禅寺字大平１７番地 常　勤:    9病院等事業管理者　医 移動     精神   359現存
     (医       9)療局長　大槻　英毅 平30. 4. 1精   神   リハ
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50709,1150,8 かげやまクリニック 〒021-0854 0191-26-1026景山　鎭一 景山　鎭一 平18. 9. 1内   外   ひ  診療所
     関医150 一関市西沢２８番１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50809,1152,4 蓬田内科医院 〒029-3105 0191-36-3336蓬田　邦彦 蓬田　邦彦 平18.11. 1内   呼   消  診療所
     関医152 一関市花泉町涌津字二ノ町８番地常　勤:    1 新規 循   現存
     １ (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50909,1153,2 及川内科胃腸科クリニ〒021-0836 0191-31-3131及川　登 及川　登 平19. 2. 1内   呼   消  診療所
     関医153 ック 一関市字鳴神７４番地 常　勤:    1 その他 現存
     (医       1) 平25. 2. 1
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  51009,1154,0 谷藤内科医院 〒029-0803 0191-51-3355谷藤　正人 谷藤　正人 平19. 3.22内   小   診療所
     関医154 一関市千厩町千厩字町浦１８５番常　勤:    1 新規 現存
     地 (医       1) 平25. 3.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51109,1155,7 中野内科循環器科クリ〒021-0053 0191-33-2311医療法人中野内科循環中野　淳平 平19. 3. 1内   アレ 他  診療所
     関医155 ニック 一関市山目字中野５７番地１ 常　勤:    1器科クリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　中野　淳平 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51209,1156,5 医療法人社団杜の希会〒029-0803 0191-51-1156医療法人社団杜の希会岩本　浩之 平19. 3. 1内   神内 リハ診療所
     関医156 　千厩ひかりクリニッ一関市千厩町千厩字石堂１３番地常　勤:    1　理事長　岩本　浩之 組織変更 現存
     ク １２ (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51309,1157,3 中里クリニック 〒021-0008 0191-32-5888医療法人英仁会　理事佐藤　文英 平19. 3. 1内   外   皮  診療所
     関医157 一関市石畑６番地２９号 常　勤:    1長　佐藤　文英 組織変更 ひ   現存
     (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51409,1158,1 齊藤産婦人科医院 〒021-0021 0191-23-6946医療法人純裕会　理事齊藤　純也 平19. 3. 1一般 診療所
     関医158 一関市中央町二丁目９番２０号 常　勤:    1長　齊藤　純也 組織変更     一般    19現存
     (医       1) 平25. 3. 1内   産婦 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51509,1159,9 かわさきファミリーク〒029-0202 0191-43-3770千田　貴之 千田　貴之 平19. 4. 1内   小   他  診療所
     関医159 リニック 一関市川崎町薄衣字久伝３８番１常　勤:    1 新規 消化器内科、糖現存
     (医       1) 平25. 4. 1尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51609,1162,3 こいわ耳鼻咽喉科・ア〒021-0053 0191-33-2117小岩　哲夫 小岩　哲夫 平20.10. 7耳い アレ 診療所
     関医162 レルギー科クリニック一関市山目字中野１９番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.10. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51709,1163,1 川崎弥栄診療所 〒029-0202 0191-43-3114ＬＥＥ　ＳＯＯＮＬＡＬＥＥ　ＳＯＯＮＬＡ平21. 4. 1内   呼   消  診療所
     関医163 一関市川崎町薄衣字上段７０番地常　勤:    1Ｙ（李春財） Ｙ（李春財） 新規 循   小   皮  現存
     (医       1) 平27. 4. 1アレ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51809,1164,9 菜の花皮膚科クリニッ〒021-0053 0191-33-2332医療法人さくらな会　菅原　祐樹 平21. 8. 1皮   他   診療所
     関医164 ク 一関市山目字中野６２番地１ 常　勤:    4理事長　菅原祐樹 組織変更 他（美容皮膚科現存
     (医       4) 平27. 8. 1）
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51909,1165,6 むらかみクリニック 〒021-0023 0191-31-2888医療法人むらかみクリ村上　公敏 平21. 9. 1精   心内 診療所
     関医165 一関市銅谷町３番１０号 常　勤:    1ニック　理事長　村上 組織変更 現存
     (医       1)公敏 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  52009,1166,4 たかがね内科泌尿器科〒029-0803 0191-51-1377医療法人たかがね内科髙金　弘 平22. 4. 1内   外   皮  診療所
     関医166 クリニック 一関市千厩町千厩字構井田４０番常　勤:    1泌尿器科クリニック　 組織変更 ひ   現存
     地 (医       1)理事長　髙金　弘 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52109,1168,0 阿部医院 〒021-0101 0191-29-2020山田　明彦 山田　昌彦 平22. 4.19内   胃   循  診療所
     (09,3087,6) 一関市厳美町字沖野々１７４ 常　勤:    2 交代 歯   現存
     関医168 (医       1) 平28. 4.19
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52209,1170,6 一関市国民健康保険藤〒029-3405 0191-63-5211一関市病院事業　病院佐藤　元美 平 5. 7.20一般 病院
     関医170 沢病院 一関市藤沢町藤沢字町裏５２番地常　勤:    6事業管理者　佐藤元美 新規     一般    54現存
     ２ (医       6) 平29. 9. 1内   小   外  
     非常勤:   17 整外 他   
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52309,1171,4 岩手県立磐井病院附属〒029-3105 0191-82-5757岩手県　代表者　県立岩崎　美樹 平24. 4. 1内   外   診療所
     関医171 花泉地域診療センター一関市花泉町涌津字上原３１番地常　勤:    2病院等事業管理者　医 交代 現存
     (医       2)療局長　大槻　英毅 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52409,1174,8 菅野内科医院 〒029-0523 0191-75-2772菅野　孝 菅野　孝 平27.12. 1内   診療所
     関医174 一関市大東町摺沢字摺沢駅６８番常　勤:    1 組織変更 現存
     地 (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52509,1175,5 菊池耳鼻咽喉科皮膚科〒021-0062 0191-26-2230菊池　淳 菊池　淳 平28. 9. 1耳い 皮   診療所
     関医175 一関市山目字寺前１５の２ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52609,1176,3 岩手クリニック一関 〒021-0002 0191-21-5111医療法人　清和会　理貝淵　俊光 平28.11.28一般 診療所
     関医176 一関市中里字在家６５番地 常　勤:    1事長　佐藤　芳邦 移動     一般    15現存
     (医       1) 平28.11.28透析 内   
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52709,1177,1 秋保クリニック 〒021-0866 0191-32-5105医療法人　カミツレの秋保　茂樹 平29. 8. 1精   心内 診療所
     関医177 一関市南新町５５番地 常　勤:    1会　理事長　秋保　茂 組織変更 現存
     (医       1)樹 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52809,1178,9 小野寺内科循環器科 〒021-0032 0191-23-5600医療法人社団六楽会　小野寺　威夫 平29. 9. 1内   呼   アレ診療所
     関医178 一関市末広一丁目４番４０号 常　勤:    1理事長　小野寺　威夫 組織変更 他   現存
     (医       1) 平29. 9. 1他（循環器内科
     ）
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  52909,1179,7 菜の花クリニック千厩〒029-0803 0191-34-7787医療法人さくらな会　菅原　正磨 平29.12.11内   皮   他  診療所
     関医179 一関市千厩町千厩字東小田９０番常　勤:    1理事長　菅原　祐樹 新規 （循環器内科）現存
     地 (医       1) 平29.12.11
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53010,1024,3 陸前高田市国民健康保〒029-2201 0192-58-2220陸前高田市長　戸羽　石木　幹人 昭59.12.10一般         4診療所
     高医24 険二又診療所 陸前高田市矢作町字愛宕下３１番常　勤:    1太 移動 内   現存
     地 (医       1) 平29.12.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53110,1032,6 松原クリニック 〒029-2205 0192-53-1877医療法人勝久会　理事佐藤　倫郎 平11. 3. 1一般        19診療所
     高医32 陸前高田市高田町字中田６９番地常　勤:    2長　木川田　典彌 新規 内   外   ひ  現存
     ２ (医       2) 平29. 3. 1他   
     非常勤:   11 （人工透析内科
     (医      11) ）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53210,1037,5 希望ヶ丘病院 〒029-2205 0192-53-1019医療法人希望会　理事猪股　真 平20. 9.21精神 病院
     高医37 陸前高田市高田町字大隅８番地６常　勤:    2長　木川田　典彌 移動     精神    93現存
     (医       2) 平26. 9.21療養
     非常勤:    9     療養    60
     (医       9) 精   神内 内  
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53310,1039,1 鵜浦医院 〒029-2205 0192-55-2125鵜浦　章 鵜浦　章 平24. 3. 1内   消   循  診療所
     高医39 陸前高田市高田町字鳴石２２番９常　勤:    1 移動 皮   現存
     号 (医       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    3
     (医       2)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53410,1041,7 鳥羽医院 〒029-2207 0192-56-3515医療法人医心会　理事吉澤　徹 平24. 7. 1内   消   診療所
     高医41 陸前高田市小友町字西下６０番 常　勤:    2長　吉澤　徹 移動 現存
     (医       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53510,1044,1 済生会陸前高田診療所〒029-2204 0192-22-7515社会福祉法人恩賜財団伊東　紘一 平29. 2.15内   小   整外診療所
     高医44 陸前高田市気仙町字中井１９４番常　勤:    2済生会支部　岩手県済 移動 現存
     地 (医       2)生会　支部長　伊藤　 平29. 2.15
     非常勤:   38彬
     (医      38)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  53610,1045,8 陸前高田市国民健康保〒029-2208 0192-56-2515陸前高田市国民健康保石木　幹人 平29. 6.26内   診療所
     高医45 険広田診療所 陸前高田市広田町字前花貝２２２常　勤:    1険広田診療所　開設者 移動 現存
     番地２ (医       1)　陸前高田市長　戸羽 平29. 6.26
     非常勤:    4　太
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53710,1046,6 岩手県立高田病院 〒029-2205 0192-54-3221岩手県　代表者　県立田畑　潔 平30. 3. 1一般 病院
     高医46 陸前高田市高田町字太田５６番地常　勤:    7病院等事業管理者　医 移動     一般    60現存
     （Ｔ５１２－２） (医       7)療局長　大槻　英毅 平30. 3. 1内   外   小  
     非常勤:  104 整外 婦   眼  
     (医     104) 耳い リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53811,1013,4 釜石厚生病院 〒026-0054 0193-23-5105医療法人仁医会（財団植松　美行 昭33.12.19精神 病院
     釜医13 釜石市野田町一丁目１６番３２号常　勤:    3）　理事長　鹿野　亮 新規     精神   204現存
     (医       3)一郎 平27.12.19精   内   神  
     非常勤:   16 主たる診療科の
     (医      16) 変更
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53911,1047,2 加賀谷消化器科内科医〒026-0034 0193-23-1110加賀谷　常英 加賀谷　常英 昭50.11. 1内   消   診療所
     釜医47 院 釜石市中妻町二丁目１０番２０号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54011,1049,8 岩手県立釜石病院 〒026-8550 0193-25-2011岩手県　代表者　県立川上　幹夫 昭52.12.21一般 病院
     釜医49 釜石市甲子町第１０地割４８３番常　勤:   18病院等事業管理者　医 新規     一般   272現存
     地６ (医      18)療局長　大槻英毅 平28.12.21内   神内 消  
     非常勤:  105 循   小   外  
     (医     105) 整外 形外 脳外
     心外 ひ   産婦
     眼   耳い リハ
     放   麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54111,1056,3 小泉医院 〒026-0034 0193-23-5157小泉　嘉明 小泉　嘉明 昭60. 4. 1内   外   こう診療所
     釜医56 釜石市中妻町三丁目６番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54211,1059,7 せいてつ記念病院 〒026-0052 0193-23-2030医療法人楽山会　理事寺田　尚弘 平 2. 4. 1一般 病院
     釜医59 釜石市小佐野町四丁目３番７号 常　勤:    8長　加藤　哲夫 組織変更     一般   119現存
     (医       5) 平29. 9. 1内   外   整外
     (薬       3) 皮   ひ   眼  
     非常勤:   28
     (医      28)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  54311,1061,3 神林医院 〒026-0055 0193-23-6635神林　敦彦 神林　敦彦 平 2. 8.30内   診療所
     釜医61 釜石市甲子町第１０地割４８３番常　勤:    1 交代 現存
     地５ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54411,1070,4 はまと神経内科クリニ〒026-0301 0193-29-1212濱登　文寿 濱登　文寿 平14. 4. 1内   神内 診療所
     釜医70 ック 釜石市鵜住居町第１６地割４４－常　勤:    1 新規 現存
     １６ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54511,1072,0 堀耳鼻咽喉科眼科医院〒026-0021 0193-22-1005医療法人堀医院　理事堀　晃 平17. 8. 1一般 診療所
     釜医72 釜石市只越町二丁目５番２４号 常　勤:    2長　堀　晃 組織変更     一般     5現存
     (医       2) 平29. 9. 1耳い 眼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54611,1074,6 釜石のぞみ病院 〒026-0025 0193-31-2300医療法人仁医会（財団 西　款 平19. 4. 1一般 病院
     釜医74 釜石市大渡町三丁目１５番２６号常　勤:    6）　理事長　鹿野　亮 新規     一般    52現存
     (医       6)一郎 平25. 4. 1療養
     非常勤:   68     療養   102
     (医      68) 内   眼   婦  
     精   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54711,1076,1 釜石整形外科クリニッ〒026-0025 0193-31-1881柏木　一成 柏木　一成 平19. 7. 5整外 形外 リハ診療所
     釜医76 ク 釜石市大渡町三丁目１５番２６号常　勤:    1 新規 リウ 現存
     (医       1) 平25. 7. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54811,1077,9 平野内科医院 〒026-0021 0193-22-1273平野　春人 平野　春人 平21. 9. 1内   呼   診療所
     釜医77 釜石市只越町３丁目３番地３号 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54911,1080,3 平田診療所 〒026-0001 0193-26-6755医療法人仁医会（財団八島　良幸 平23.10. 1内   外   診療所
     釜医80 釜石市大字平田第５地割８４番地常　勤:    1）　理事長　鹿野　亮 新規 現存
     ５号 (医       1)一郎 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55011,1081,1 釜石市鵜住居診療所 〒026-0301 0193-28-1721釜石市　市長　野田武高橋　昌克 平23.11. 1外   他   診療所
     釜医81 釜石市鵜住居町第５地割２９番地常　勤:    1則 新規 （総合診療科）休止
     １０ (医       1) 平29.11. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55111,1082,9 釜石ファミリークリニ〒026-0025 0193-31-1616医療法人社団ＫＦＣ　関　薫 平24. 4. 1内   脳外 診療所
     釜医82 ック 釜石市大渡町三丁目１５番２６号常　勤:    3理事長　上村　明 組織変更 現存
     (医       3) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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  55211,1083,7 医療法人　小笠原内科〒026-0041 0193-25-2580医療法人　小笠原内科小笠原　善郎 平25. 7. 1内   循   消  診療所
     釜医83 クリニック 釜石市上中島町３丁目２番２０号常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 呼   現存
     (医       1)小笠原　善郎 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55311,1084,5 庄子医院 〒026-0021 0193-22-3677庄子　忠良 庄子　忠良 平25. 7.19一般        16診療所
     釜医84 釜石市只越町２丁目２番１０号 常　勤:    1 新規 産婦 内   外  現存
     (医       1) 平25. 7.19小   皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55411,1086,0 釜石しょうけいクリニ〒026-0055 0193-27-8571正慶　修 正慶　修 平27.10. 7内   消   脳外診療所
     釜医86 ック 釜石市甲子町第１０地割２６８－常　勤:    1 新規 小   他   現存
     １ (医       1) 平27.10. 7（訪問診療科）
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55511,1087,8 藤井クリニック 〒026-0021 0193-27-8857藤井　悠 藤井　悠 平28. 5. 6精   心内 診療所
     釜医87 釜石市只越町３丁目５の１５　２常　勤:    1 新規 現存
     Ｆ (医       1) 平28. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55613,1012,2 岩手県立二戸病院 〒028-6105 0195-23-2191岩手県　代表者　県立佐藤　昌之 昭47. 9.26一般 病院
     二医12 二戸市堀野字大川原毛３８番地２常　勤:   39病院等事業管理者　医 新規     一般   253現存
     (医      39)療局長　大槻英毅 平29. 9.26結核        10
     非常勤:   71 内   神内 小  
     (医      71) 外   整外 脳外
     産婦 眼   耳い
     リハ 皮   呼内
     麻   放   精  
     ひ   他   
     （消化器内科・
     循環器内科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55713,1014,8 川村医院 〒028-6101 0195-23-3252川村　英一 川村　英一 昭56. 6.17一般        19診療所
     二医14 二戸市福岡字横丁３８番地 常　勤:    1 交代 産婦 内   リハ現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55813,1015,5 二戸市国民健康保険金〒028-5711 0195-27-2205二戸市長　藤原　淳 谷藤　幸夫 昭57. 1. 1内   外   診療所
     二医15 田一診療所 二戸市金田一字馬場１５０番地 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55913,1017,1 菅整形外科皮膚科クリ〒028-6103 0195-23-7311菅　栄一 菅　栄一 昭61.10. 6一般 診療所
     二医17 ニック 二戸市石切所字川原３８番地１ 常　勤:    2 新規     一般     3現存
     (医       2) 平28.10. 6療養
         療養    16
     整外 皮   リハ
     麻   リウ 
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  56013,1018,9 斉藤産婦人科医院 〒028-6103 0195-23-2505医療法人育明会　理事斉藤　政孝 平元.11. 1一般         8診療所
     二医18 二戸市石切所字森合３３番地５ 常　勤:    1長　斉藤　政孝 新規 産婦 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56113,1021,3 二戸クリニック 〒028-6103 0195ー25ー5770医療法人　青松会　理青木　光 平 9.12. 1一般         7診療所
     二医21 二戸市石切所字森合３２番地１ 常　勤:    2事長　青木　光 組織変更 透析 ひ   内  現存
     (医       2) 平27.12. 1外   他   
     非常勤:    9 （消化器内科）
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56213,1022,1 すがわら消化器内科 〒028-6101 0195-23-2879菅原　光宏 菅原　光宏 平13. 7. 1内   消   診療所
     二医22 二戸市福岡字川又３番地１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56313,1026,2 二戸市国民健康保険浄〒028-6851 0195-38-2021二戸市長　藤原　淳 樋口　清一 昭49. 6.17一般 診療所
     二医26 法寺診療所 二戸市浄法寺町小池６番地１ 常　勤:    1 新規     一般    12現存
     (医       1) 平28. 6.17内   外   小  
     非常勤:    1 整外 
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56413,1028,8 よこもり眼科クリニッ〒028-6105 0195-22-2230医療法人よこもり眼科横森　浩道 平18. 3. 1眼   診療所
     二医28 ク 二戸市堀野字長瀬４番地７ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)横森　浩道 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56513,1031,2 おりそ内科循環器クリ〒028-6101 0195-22-2251医療法人桜心会　理事折祖　清蔵 平19. 4. 1内   呼   循  診療所
     二医31 ニック 二戸市福岡字長嶺３５番４号 常　勤:    1長　折祖　清藏 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56613,1032,0 カシオペア医院 〒028-6105 0195-23-3331肥田　憲彦 肥田　憲彦 平27.11.19内   他   診療所
     二医32 二戸市堀野字大川原毛１３４－５常　勤:    1 新規 消化器内科（主現存
     (医       1) 平27.11.19たる診療科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56713,1034,6 千葉耳鼻咽喉科医院 〒028-6103 0195-26-8133医療法人　爽生会　理千葉　秀樹 平29. 8. 1耳い 診療所
     二医34 二戸市石切所字森合８５番地 常　勤:    1事長　千葉　秀樹 移動 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56813,1035,3 ほそかわ小児科クリニ〒028-6101 0195-26-8100細川　尊英 細川　尊英 平30. 6. 1小   アレ 診療所
     二医35 ック 二戸市福岡字長嶺２８－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  56914,1003,9 八幡平市国民健康保険〒028-7112 0195-76-3111八幡平市長　田村　正滝山　郁雄 昭50. 5.20一般 病院
     八医3 西根病院 八幡平市田頭第２２地割７９番地常　勤:    5彦 新規     一般    60現存
     １ (医       5) 平29. 9. 1内   小   外  
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57014,1004,7 畠山内科クリニック 〒028-7112 0195-75-2355畠山　敬一郎 畠山　敬一郎 平 3. 5. 7内   小   診療所
     八医4 八幡平市田頭第３７地割１０３番常　勤:    1 新規 現存
     地１ (医       1) 平30. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57114,1006,2 平舘クリニック 〒028-7405 0195ー74ー3120医療法人　正康会　理土谷　正彦 平 9.11. 1一般        19診療所
     八医6 八幡平市平舘第１１地割１０番地常　勤:    1事長　土谷　正彦 組織変更 内   外   整外現存
     １０ (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57214,1007,0 森整形外科 〒028-7111 0195-76-2318医療法人社団柊会　理森　茂雄 平10. 3. 1整外 内   診療所
     八医7 八幡平市大更第２５地割１１７番常　勤:    1事長　森　茂雄 組織変更 （主たる診療科現存
     地２ (医       1) 平28. 3. 1の変更）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57314,1008,8 吉田内科呼吸器科医院〒028-7111 0195-70-1100医療法人仁悠会　理事吉田　雅美 平12. 1. 1内   呼   消  診療所
     八医8 八幡平市大更２１地割７９番地３常　勤:    1長　吉田　雅美 組織変更 循   小   アレ現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57414,1009,6 東八幡平病院 〒028-7303 0195-78-2511一般財団法人みちのく及川　忠人 平元. 5. 1療養 病院
     (14,3011,6) 八幡平市柏台二丁目８番２号 常　勤:    6愛隣協会　理事長　及 新規     療養   100現存
     八医9 (医       5)川　忠人 平28. 5. 1一般
     (歯       1)     一般    50
     非常勤:   44 脳外 内   小  
     (医      36) 神内 外   整外
     (歯       8) 皮   放   リハ
     歯   他   
     他（消化器内科
     ）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57514,1011,2 八幡平市国民健康保険〒028-7534 0195-72-3115八幡平市長　田村　正遠藤　芳夫 昭32. 8. 1一般         2診療所
     八医11 安代診療所 八幡平市荒屋新町１４４番地１ 常　勤:    2彦 新規 内   外   現存
     (医       1) 平29. 9. 1
     (歯       1)
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  57614,1012,0 八幡平市国民健康保険〒028-7604 0195-73-2126八幡平市長　田村正彦佐々木　一匡 平 8. 4. 1内   外   診療所
     八医12 田山診療所 八幡平市丑山口１８番地８ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57714,1015,3 にしね眼科クリニック〒028-7111 0195-70-2711藤原　貴光 藤原　貴光 平24.11. 1眼   診療所
     八医15 八幡平市大更第２４地割２９番地常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57814,1016,1 八幡平こどもクリニッ〒028-7111 0195-75-2632医療法人山口クリニッ小西　峯生 平26. 5. 1小   診療所
     八医16 ク 八幡平市大更２４地割６５番地８常　勤:    1ク　理事長　山口　淑 新規 現存
     (医       1)子 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57915,1001,0 奥州市総合水沢病院 〒023-0053 0197-25-3833奥州市　市長　小沢　半井　潔 昭32. 8. 1一般 病院
     奥医1 奥州市水沢大手町三丁目１番地 常　勤:   19昌記 新規     一般   145現存
     (医      16) 平29. 9. 1一般（感染）
     (薬       3)     感染     4
     非常勤:  265 内   精   神内
     (医     265) 循   小   外  
     整外 ひ   産婦
     耳い 麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58015,1002,8 今野脳神経外科内科医〒023-0818 0197-24-1110医療法人社団今野脳神今野　譲二 昭32. 8.27一般         1診療所
     奥医2 院 奥州市水沢字東町３３番地１ 常　勤:    1経外科医院　理事長　 新規 療養        18現存
     (医       1)今野　譲二 平29. 9. 1脳外 内   外  
     神内 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58115,1003,6 奥州病院 〒023-0828 0197-25-5111医療法人清和会　理事長澤　茂 昭32. 8.27一般 病院
     (15,3002,2) 奥州市水沢東大通り一丁目５番３常　勤:    7長　佐藤　芳邦 新規     一般    36現存
     奥医3 ０号 (医       6) 平29. 9. 1療養
     (歯       1)     療養    60
     非常勤:   53 療養
     (医      50)     療養    60
     (歯       3) 内   リハ 外  
     脳外 整外 歯外
     歯   ひ   他  
     （循内、消内、
     糖内、腎内、透
     内、消外、腎外
     、総合）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  58215,1006,9 中村小児科耳鼻咽喉科〒023-0814 0197-23-2925中村　一雄 中村　一雄 昭57.10. 1一般    診療所
     奥医6 医院 奥州市水沢袋町１番３２号 常　勤:    2 新規 耳い 現存
     (医       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58315,1008,5 医療法人社団創生会　〒023-0003 0197-24-4148医療法人社団　創生会上田　雅道 昭40. 7. 1精神 病院
     奥医8 胆江病院 奥州市水沢佐倉河字慶徳２７番地常　勤:    4　理事長　上田　雅道 新規     精神   274現存
     １ (医       4) 平28. 7. 1精   神   
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58415,1010,1 石川病院 〒023-0851 0197-25-6311社団医療法人石川病院石川　元子 昭45. 1.28一般 病院
     奥医10 奥州市水沢南町８番１０号 常　勤:    2　理事長　石川　六郎 新規     一般    20療養病床
     (医       2) 平30. 1.28療養 現存
     非常勤:    5     療養    12
     (医       5) 内   小   外  
     整外 消   循  
     皮ひ こう 麻  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58515,1011,9 千葉耳鼻咽喉科医院 〒023-0851 0197-24-0104千葉　和夫 千葉　和夫 昭50. 5. 1耳い 診療所
     奥医11 奥州市水沢南町３番２４号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58615,1012,7 美山病院 〒023-0132 0197-24-2141社団医療法人啓愛会　吉崎　陽 昭50. 7. 1一般 病院
     奥医12 奥州市水沢羽田町字水無沢４９５常　勤:    5理事長　井筒　岳 新規     一般   112現存
     番地２ (医       5) 平29. 9. 1療養
     非常勤:   33     療養   100
     (医      33) 内   外   整外
     リハ 他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58715,1013,5 胃腸クリニック 〒023-0804 0197-25-5055小野寺　清哉 小野寺　清哉 昭51.10. 1内   呼   消  診療所
     奥医13 奥州市水沢字谷地明円５３番地１常　勤:    1 新規 循   現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58815,1015,0 たかのはし皮膚科 〒023-0046 0197-24-0145鷹觜　研一 鷹觜　研一 昭52. 3.28皮   診療所
     奥医15 奥州市水沢川原小路１５番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 3.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58915,1017,6 おおとし消化器科整形〒023-0841 0197-24-5131大歳　栄一 大歳　栄一 昭53. 9.20一般    診療所
     奥医17 外科 奥州市水沢真城字塚３１番の３ 常　勤:    2 新規 整外 リハ 他  現存
     (医       2) 平29. 9.20消化器内科、漢
     方内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  59015,1020,0 マタニティクリニック〒023-0053 0197-24-6657小見　克夫 小見　克夫 昭59. 4. 1一般        17診療所
     奥医20 小見産婦人科 奥州市水沢大手町四丁目８番地 常　勤:    1 交代 産婦 小   現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59115,1024,2 武田整形外科医院 〒023-0806 0197-24-7271医療法人種成会　理事武田　成一 平元.11. 1整外 外   リハ診療所
     奥医24 奥州市水沢字日高西５９番地１ 常　勤:    1長　武田　成一 組織変更 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59215,1025,9 板倉小児科医院 〒023-0862 0197-22-3922板倉　紀子 板倉　紀子 平元.11.20小   診療所
     奥医25 奥州市水沢福吉町６番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59315,1026,7 南耳鼻咽喉科医院 〒023-0045 0197-23-2030南　吉文 南　吉文 平 2. 5. 1耳い 診療所
     奥医26 奥州市水沢字大町１６６番地 移動 現存
     平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59415,1030,9 とみた脳神経外科耳鼻〒023-0021 0197-22-3000医療法人　とみた医院冨田　幸雄 平 3.12. 1脳外 耳い リハ診療所
     奥医30 咽喉科医院 奥州市水沢字欠ノ下１２番地３ 常　勤:    2　理事長　冨田　幸雄 組織変更 現存
     (医       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59515,1032,5 千田整形外科クリニッ〒023-0827 0197-25-3535千田　直 千田　直 平 5.11. 1整外 外   リハ診療所
     奥医32 ク 奥州市水沢太日通り二丁目６番３常　勤:    1 新規 現存
     ３号 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59615,1033,3 医療法人如水会　鈴木〒023-0054 0197-22-2522医療法人如水会　理事鈴木　武敏 平 5.12. 1一般        10診療所
     奥医33 眼科吉小路 奥州市水沢吉小路１６番地 常　勤:    1長　鈴木　武敏 組織変更 眼   現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59715,1034,1 花山内科クリニック 〒023-0024 0197-25-8780花山　寛隆 花山　寛隆 平 6. 2.21一般    診療所
     奥医34 奥州市水沢字名残１６番地１ 常　勤:    1 新規 内   呼   消  現存
     (医       1) 平30. 2.21放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59815,1035,8 かとう肛門科外科医院〒023-0062 0197-22-8070加藤　三博 加藤　三博 平 6. 4.25一般        19診療所
     奥医35 奥州市水沢字小石田７番地１ 常　勤:    1 新規 こう 外   消  休止
     (医       1) 平30. 4.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59915,1036,6 わたなべ眼科医院 〒023-0822 0197-23-5557渡邉　敏明 渡邉　敏明 平 6. 9. 1眼   診療所
     奥医36 奥州市水沢東中通り二丁目１番２常　勤:    1 新規 現存
     ６号 (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60015,1037,4 亜理眼科医院 〒023-0816 0197-22-3935亀井　亜理 亀井　亜理 平 6.12. 1眼   診療所
     奥医37 奥州市水沢西町１３０番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
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  60115,1038,2 星が丘沢田医院 〒023-0861 0197-25-6180澤田　公任 澤田　公任 平 7. 4. 3内   外   診療所
     奥医38 奥州市水沢星ガ丘町５番２２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60215,1040,8 ひばりが丘クリニック〒023-0863 0197-22-8228鈴木　密雄 鈴木　密雄 平 8. 3.18内   診療所
     奥医40 奥州市水沢川端２０番地３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 3.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60315,1042,4 岩手県立胆沢病院 〒023-0864 0197-24-4121岩手県　代表者　県立勝又　宇一郎 平 9. 3. 1一般       337病院
     奥医42 奥州市水沢字龍ヶ馬場６１番地 常　勤:   71病院等事業管理者　医 移動 結核         9現存
     (医      71)療局長　大槻　英毅 平30. 3. 1内   精   神内
     非常勤:  132 小   外   整外
     (医     132) 脳外 呼外 心外
     皮   ひ   産婦
     眼   耳い 放  
     麻   呼内 リハ
     他   
     他（血内・消内
     ・循内・乳外）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60415,1044,0 耳鼻咽喉科　樋口医院〒023-0033 0197-23-2034樋口　明文 樋口　明文 平10.11. 9耳い 気食 診療所
     奥医44 奥州市水沢字不断町１１番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60515,1045,7 桜井医院 〒023-0054 0197-23-7151医療法人社団桜井医院岩崎　雅 平11. 4. 1一般        19診療所
     奥医45 奥州市水沢字吉小路３番地 常　勤:    1　理事長　岩崎　雅 その他 皮   内   現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60615,1046,5 さとう内科クリニック〒023-0865 0197-51-1571佐藤　清紀 佐藤　清紀 平12. 9. 1内   呼   消  診療所
     奥医46 奥州市水沢字桜屋敷２５１番地 常　勤:    1 新規 循   現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60715,1047,3 亀井眼科 〒023-0851 0197-23-5845亀井　俊也 亀井　俊也 平13. 1. 1眼   診療所
     奥医47 奥州市水沢南町２番２５号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60815,1048,1 亀井内科消化器クリニ〒023-0825 0197-24-3155医療法人　亀井クリニ亀井　将一 平13. 7. 1一般        19診療所
     奥医48 ック 奥州市水沢台町１番４７号 常　勤:    1ック　理事長　亀井　 組織変更 内   呼   消  現存
     (医       1)將一 平25. 7. 1循   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60915,1049,9 平間産婦人科 〒023-0827 0197-24-6601平間　隆之 平間　隆之 平13. 8. 1一般        11診療所
     奥医49 奥州市水沢太日通り二丁目２番３常　勤:    1 移動 産婦 現存
     号 (医       1) 平25. 8. 1
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  61015,1050,7 姉体診療所 〒023-0833 0197-28-0888千葉　英俊 千葉　英俊 平13.11. 2内   婦   診療所
     奥医50 奥州市水沢上姉体二丁目５番２号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.11. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61115,1051,5 井筒医院 〒023-0106 0197-23-2971社団医療法人啓愛会　高橋　伸一郎 平14.11. 1一般 診療所
     奥医51 奥州市水沢羽田町久保５番地 常　勤:    1理事長　井筒　岳 新規     一般     7現存
     (医       1) 平26.11. 1療養
     非常勤:    4     療養    12
     (医       4) 内   外   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61215,1052,3 レディースクリニック〒023-0817 0197-24-6647清水　良明 清水　良明 平16. 4. 1産婦 麻   診療所
     奥医52 　清水医院 奥州市水沢宮下町４０番地 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61315,1053,1 青木眼科クリニック 〒023-0827 0197-23-2371青木　泉 青木　泉 平16. 5. 1眼   診療所
     奥医53 奥州市水沢太日通り一丁目４番２常　勤:    1 移動 現存
     ０号 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61415,1054,9 あてるい整形外科クリ〒023-0003 0197-51-6788金子　勝一 金子　勝一 平16. 6.30整外 リハ リウ診療所
     奥医54 ニック 奥州市水沢佐倉河字東沖の目９１常　勤:    1 新規 現存
     番地１号 (医       1) 平28. 6.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61515,1055,6 野呂外科泌尿器科医院〒023-0052 0197-24-1111医療法人仁良会　理事野呂　一夫 平16.11.29ひ   外   内  診療所
     奥医55 奥州市水沢搦手丁２４番地６ 常　勤:    1長　野呂　一夫 新規 現存
     (医       1) 平28.11.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61615,1056,4 鈴木内科消化器科クリ〒023-0811 0197-51-6399鈴木　教敬 鈴木　教敬 平16.12. 6内   呼   消  診療所
     奥医56 ニック 奥州市水沢寺小路２６番地１ 常　勤:    1 新規 循   現存
     (医       1) 平28.12. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61715,1058,0 木村外科内科クリニッ〒023-0857 0197-22-6669木村　俊一 木村　俊一 平17. 7.19内   胃   外  診療所
     奥医58 ク 奥州市水沢中上野町６番２３号 常　勤:    1 移動 整外 皮ひ こう現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61815,1059,8 内科板倉医院 〒023-0833 0197-28-1117板倉　康太郎 板倉　康太郎 平17.12.17内   呼   心内診療所
     奥医59 奥州市水沢上姉体六丁目１－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.12.17
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  61915,1062,2 岩手県立江刺病院 〒023-1103 0197-35-2181岩手県　代表者　県立川村　秀司 昭56. 1. 1一般 病院
     奥医62 奥州市江刺西大通り５番２３号 常　勤:    6病院等事業管理者　医 移動     一般   122現存
     (医       6)療局長　大槻英毅 平29. 1. 1結核        15
     非常勤:   66 内   精   消  
     (医      66) 循   小   外  
     整外 皮   ひ  
     産婦 眼   耳い
     リハ 麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62015,1063,0 滝田医院 〒023-1124 0197-35-2315滝田　研司 滝田　研司 昭61.11. 1一般 診療所
     奥医63 奥州市江刺六日町１番９号 常　勤:    1 移動     一般     7現存
     (医       1) 平28.11. 1療養
         療養    12
     産婦 内   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62115,1066,3 たかはし内科医院 〒023-1111 0197-35-6668高橋　秀年 高橋　秀年 平元.12.13内   小   皮  診療所
     奥医66 奥州市江刺大通り１番３０号 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平28.12.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62215,1067,1 奥州市国民健康保険直〒023-1551 0197-39-2127奥州市長　小沢　昌記長澤　茂 平 8.12. 1内   診療所
     奥医67 営診療所 奥州市江刺米里字八幡７２番地の常　勤:    2 移動 現存
     １ (医       2) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62315,1068,9 伊藤内科医院 〒023-1114 0197-35-4006医療法人社団伊藤内科伊藤　知夫 平 8.12. 1内   診療所
     奥医68 奥州市江刺川原町３番１２号 常　勤:    1医院　理事長　伊藤　 組織変更 現存
     (医       1)知夫 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62415,1070,5 谷口耳鼻咽喉科医院 〒023-1111 0197-35-2927谷口　和彦 谷口　和彦 平 9. 6. 1耳い アレ 診療所
     奥医70 奥州市江刺大通り５番２２号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62515,1072,1 関谷医院 〒023-1111 0197-35-3511医療法人社団龍彦会　関谷　敏彦 平10.12. 1内   リハ 放  診療所
     奥医72 奥州市江刺大通り５番２０号 常　勤:    1理事長　関谷　敏彦 組織変更 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62615,1073,9 医療法人如水会　すず〒023-1103 0197-31-1522医療法人如水会　理事鈴木　武敏 平11. 9.13眼   診療所
     奥医73 め眼科江刺 奥州市江刺西大通り１０番７号 常　勤:    1長　鈴木　武敏 新規 現存
     (医       1) 平29. 9.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62715,1074,7 菊地内科胃腸科こども〒023-1104 0197-35-2622菊地　一博 菊地　一博 平12. 2. 1内   胃   小  診療所
     奥医74 クリニック 奥州市江刺豊田町二丁目１番１号常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平30. 2. 1
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  62815,1075,4 ひらた外科内科クリニ〒023-1131 0197-31-1331医療法人　四照会　理平田　善久 平14. 3. 1内   外   整外診療所
     奥医75 ック 奥州市江刺愛宕字観音堂沖４０１常　勤:    2事長　平田　善久 組織変更 皮   麻   他  現存
     番地６ (医       2) 平26. 3. 1肛門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62915,1077,0 玉澤リハビリ整形外科〒023-1101 0197-35-8801玉澤　佳和 玉澤　佳和 平16. 3.10一般 診療所
     奥医77 奥州市江刺岩谷堂字二本木７１番常　勤:    2 交代     一般    12現存
     地１ (医       2) 平28. 3.10内   消   外  
     整外 リハ リウ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63015,1079,6 美希病院 〒029-4201 0197-56-6111社団医療法人啓愛会　臼木　豊 昭53.12. 1一般 病院
     奥医79 奥州市前沢古城字丑沢上野１００常　勤:    9理事長　井筒　岳 新規     一般   149療養病床
     番地 (医       9) 平29.12. 1療養 現存
     非常勤:   56     療養   100
     (医      56) 内   外   整外
     リハ ひ   皮  
     小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63115,1081,2 奥州市国民健康保険前〒029-4208 0197-41-3200奥州市長　小沢　昌記鈴木　順 平10. 5.18一般        19診療所
     奥医81 沢診療所 奥州市前沢字立石１８０番地１ 常　勤:    5 新規 内   呼内 他  現存
     (医       3) 平28. 5.18消化器内科、循
     (薬       2) 環器内科
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63215,1082,0 おいかわ耳鼻咽喉科医〒029-4211 0197-41-3387及川　尚 及川　尚 平12. 7.17耳い 診療所
     奥医82 院 奥州市前沢駅東二丁目９番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63315,1083,8 たかはし内科胃腸科ク〒029-4208 0197-41-3883高橋　幸晴 高橋　幸晴 平15. 4. 7内   胃   リハ診療所
     奥医83 リニック 奥州市前沢字二十人町８番地２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63415,1084,6 下河辺胃腸科クリニッ〒029-4204 0197-41-3761小野寺　剛士 小野寺　剛士 平16. 1. 5内   胃   外  診療所
     奥医84 ク 奥州市前沢字長檀１０１番地 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平28. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63515,1086,1 小山診療所 〒023-0402 0197-47-0320鈴木　密雄 鈴木　密雄 昭63. 6. 1内   小   診療所
     奥医86 奥州市胆沢小山字道場３６番地１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  63615,1087,9 奥州市国民健康保険ま〒023-0401 0197-46-2121奥州市長　小沢　昌記及川　雄悦 平 8. 4. 1一般 病院
     (15,3004,8) ごころ病院 奥州市胆沢南都田字大持４０番地常　勤:    8 移動     一般    48現存
     奥医87 (医       6) 平29. 9. 1内   消   循  
     (歯       2) 小   外   整外
     非常勤:   17 歯外 
     (医      10)
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63715,1088,7 奥州市国民健康保険衣〒029-4332 0197-52-3500奥州市長　小沢　昌記高橋　久行 平元.11. 1一般 診療所
     奥医88 川診療所 奥州市衣川古戸４８番地３ 常　勤:    3 移動     一般    19現存
     (医       2) 平28.11. 1内   リハ 
     (薬       1)
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63815,1100,0 及川整形外科クリニッ〒023-1102 0197-35-2917医療法人及川整形外科及川　博 平19. 4. 1胃   外   整外診療所
     奥医100 ク 奥州市江刺八日町一丁目１番３２常　勤:    2クリニック　理事長　 組織変更 皮   こう リハ現存
     号 (医       2)及川　博 平25. 4. 1リウ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63915,1104,2 産婦人科おいなお医院〒023-1101 0197-34-3033及川　直弘 及川　直弘 平19.12.10一般 診療所
     奥医104 奥州市江刺岩谷堂字小境１１番 常　勤:    1 新規     一般    11現存
     (医       1) 平25.12.10産婦 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64015,1105,9 奥州金ヶ崎休日診療所〒023-0032 0197-25-3935奥州金ヶ崎行政事務組石川　健 平20. 4. 1内   外   診療所
     奥医105 奥州市水沢字多賀２１番地の１ 常　勤:    1合　管理者　小沢　昌 新規 現存
     (医       1)記 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64115,1106,7 見分森・丸田クリニッ〒023-0402 0197-24-6546丸田　純一 丸田　純一 平20. 5.10婦   診療所
     奥医106 ク 奥州市胆沢小山字川北３５番地１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 5.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64215,1108,3 水沢キッズクリニック〒023-0801 0197-51-1770菅原　久江 菅原　久江 平20. 6.16小   診療所
     奥医108 奥州市水沢字横町９４番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 6.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64315,1110,9 石川内科循環器クリニ〒023-0826 0197-22-5000医療法人石川内科循環石川　健 平20. 9. 1内   循   診療所
     奥医110 ック 奥州市水沢中田町４番４７号 常　勤:    1器クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　石川　健 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64415,1112,5 いとう内科医院 〒023-0003 0197-25-5311伊藤　昭彦 伊藤　昭彦 平23. 6. 1内   診療所
     奥医112 奥州市水沢佐倉河字東広町８３番常　勤:    1 移動 現存
     地１ (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  64515,1113,3 田村川上医院 〒029-4208 0197-47-3946田村　健 田村　健 平24. 3. 2内   ひ   外  診療所
     奥医113 奥州市前沢七日町裏８６番地１ 常　勤:    2 新規 他   現存
     (医       2) 平30. 3. 2（循環器内科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64615,1114,1 かじかわクリニック 〒023-0003 0197-47-4733梶川　恒雄 梶川　恒雄 平24. 4.17ひ   内   皮  診療所
     奥医114 奥州市水沢佐倉河字慶徳２６番地常　勤:    1 新規 外   現存
     １ (医       1) 平30. 4.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64715,1115,8 前沢眼科クリニック 〒029-4204 0197-41-3888医療法人前沢眼科クリ北條　昌芳 平24. 4. 1眼   診療所
     奥医115 奥州市前沢向田一丁目２０番地１常　勤:    1ニック　理事長　北條 組織変更 現存
     (医       1)　昌芳 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64815,1116,6 千田内科クリニック 〒029-4204 0197-47-4571千田　正樹 千田　正樹 平24. 4. 5内   他   診療所
     奥医116 奥州市前沢向田一丁目１６番地３常　勤:    1 新規 （消化器内科、現存
     (医       1) 平30. 4. 5循環器内科、呼
     吸器内科、糖尿
     病内科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64915,1118,2 さくらクリニック 〒023-0802 0197-51-7600医療法人のんびり　理阿部　佐倉 平25. 4.18精   心内 診療所
     奥医118 奥州市水沢字大畑小路２７番地１常　勤:    1事長　阿部　佐倉 移動 現存
     (医       1) 平25. 4.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65015,1119,0 さとう整形外科・リウ〒029-4204 0197-41-3456医療法人　さとう整形佐藤　信幸 平25. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     奥医119 マチ科クリニック 奥州市前沢向田１丁目１６番地１常　勤:    1外科・リウマチ科クリ 組織変更 現存
     (医       1)ニック　理事長　佐藤 平25. 5. 1
     　信幸
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65115,1120,8 水沢みなみ皮フ科 〒023-0841 0197-47-4771医療法人　水沢みなみ佐々木　喜教 平25. 8. 1皮   アレ 診療所
     奥医120 奥州市水沢真城字杉山下７０－１常　勤:    1皮フ科　理事長　佐々 組織変更 現存
     (医       1)木　喜教 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65215,1121,6 柏木医院 〒023-1124 0197-35-2433柏木　満 柏木　満 平26. 4. 1内   小   診療所
     奥医121 奥州市江刺六日町５－７ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65315,1122,4 水沢形成外科医院 〒023-0003 0197-47-4700李　陽成 李　陽成 平26.10.20形外 美外 診療所
     奥医122 奥州市水沢佐倉河字慶徳４１－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.10.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65415,1123,2 奥州金ヶ崎夜間診療所〒023-0032 0197-25-3935奥州金ヶ崎行政事務組今野　讓二 平27. 4. 1小   内   診療所
     奥医123 奥州市水沢多賀２１－１ 常　勤:    1合　管理者　小沢　昌 組織変更 現存
     (医       1)記 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  65515,1124,0 本田胃腸内科外科 〒023-0816 0197-23-7581医療法人　本田医院　本田　健一 平27. 4. 1内   外   整外診療所
     奥医124 奥州市水沢西町４－２１ 常　勤:    3理事長　本田　健一 組織変更 皮   ひ   他  現存
     (医       3) 平27. 4. 1内視鏡内科・腎
     臓内科・消化器
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65615,1125,7 竹花乳腺クリニック 〒023-0852 0197-24-7000竹花　教 竹花　教 平27. 5.15外   他   診療所
     奥医125 奥州市水沢山崎町８－１ 常　勤:    1 新規 乳腺外科（主た現存
     (医       1) 平27. 5.15る診療科）・内
     分泌外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65715,1126,5 佐藤クリニック 〒023-0034 0197-51-3333佐藤　英俊 佐藤　英俊 平27.11. 2内   循   消  診療所
     奥医126 奥州市水沢川口町２７番地３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.11. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65815,1127,3 貝山整形外科クリニッ〒023-0856 0197-24-1115貝山　潤 貝山　潤 平28. 4.21整外 リハ リウ診療所
     奥医127 ク 奥州市水沢西上野町３－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65915,1128,1 いとうファミリークリ〒023-1103 0197-35-0035伊藤　雄 伊藤　雄 平28. 5.14内   小   皮  診療所
     奥医128 ニック 奥州市江刺西大通り１１－１４ 常　勤:    2 新規 他   現存
     (医       2) 平28. 5.14（美容皮膚科）
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66015,1129,9 たかはし整形外科スポ〒029-4208 0197-47-6788高橋　幸洋 高橋　幸洋 平29. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     奥医129 ーツクリニック 奥州市前沢字二十人町８－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66115,1130,7 亀井整形外科クリニッ〒023-0822 0197-34-3355亀井　陽一 亀井　陽一 平30. 4. 1整外 診療所
     奥医130 ク 奥州市水沢東中通り２丁目４番２常　勤:    1 新規 現存
     ４－１号 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66216,1002,6 山田小児科内科医院 〒020-0627 019-688-4181山田　わか子 山田　わか子 昭56. 4.10小   内   アレ診療所
     滝医2 滝沢市狼久保６８８番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66316,1003,4 栃内第二病院 〒020-0778 019-684-1111医療法人巖心会　理事栃内　秀彦 昭57. 1.18一般 病院
     滝医3 滝沢市大釜吉水１０３番地１ 常　勤:    7長　栃内　秀彦 新規     一般   144現存
     (医       7) 平30. 1.18整外 内   脳外
     非常勤:   33 神内 リウ 外  
     (医      33) 麻   リハ 
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  66416,1006,7 土井尻医院 〒020-0771 019-684-1325土井尻　健一 土井尻　健一 昭60. 4.22内   循   診療所
     滝医6 滝沢市大釜竹鼻１６３番地１５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 4.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66516,1007,5 かなもり神経科内科ク〒020-0637 019-684-2777社団医療法人池田記念金森　一郎 平 8.12. 1精   内   心内診療所
     滝医7 リニック 滝沢市高屋敷平１１番３９ 常　勤:    1会　理事長　金森　一 新規 現存
     (医       1)郎 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66616,1008,3 高橋内科胃腸科クリニ〒020-0611 019ー688-8111高橋　真 高橋　真 平10. 4.23内   胃   診療所
     滝医8 ック 滝沢市巣子１１８６番１４号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66716,1009,1 植田内科消化器科医院〒020-0633 019-643-5511植田　修 植田　修 平11. 1.23内   胃   消  診療所
     滝医9 滝沢市穴口１８３番地３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 1.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66816,1010,9 松尾皮膚科 〒020-0632 019-699-2020松尾　尚 松尾　尚 平11. 3. 8皮   診療所
     滝医10 滝沢市牧野林１０１０番地１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 3. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66916,1011,7 木村内科クリニック 〒020-0638 019-699-1260木村　秀孝 木村　秀孝 平11. 4.19内   呼   消  診療所
     滝医11 滝沢市土沢３１０番地１０２ 常　勤:    1 新規 循   現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67016,1012,5 飯島医院 〒020-0668 019-684-1001医療法人　飯島医院　飯島　信 平13. 1. 1内   消   小  診療所
     滝医12 滝沢市鵜飼狐洞１番地２７７ 常　勤:    1理事長　飯島　信 組織変更 外   整外 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67116,1013,3 サマリヤ眼科クリニッ〒020-0611 019-688-8158坂本　淳 坂本　淳 平13. 6. 1眼   診療所
     滝医13 ク 滝沢市巣子１１５５番地８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67216,1014,1 金井耳鼻咽喉科クリニ〒020-0627 019-694-9222金　東基（金井　猛）金　東基（金井猛） 平15. 7.23耳い 気食 アレ診療所
     滝医14 ック 滝沢市狼久保６８９－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 7.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  67316,1015,8 立本整形外科いたみの〒020-0633 019-605-3888医療法人翔悠会　理事立本　仁 平17. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     滝医15 クリニック 滝沢市穴口３２５番地７ 常　勤:    1長　立本　仁 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67416,1016,6 こんの神経内科・脳神〒020-0632 019-699-1111医療法人館　理事長　紺野　敏昭 平17. 8. 1神内 脳外 内  診療所
     滝医16 経外科クリニック 滝沢市牧野林１０１０番地４ 常　勤:    1紺野敏昭 組織変更 外   整外 リハ現存
     (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67516,1017,4 ゆとりが丘クリニック〒020-0638 019-699-1122医療法人ゆとりが丘ク高橋　邦尚 平18. 2. 1内   呼   胃  診療所
     滝医17 滝沢市土沢５４１番地 常　勤:    1リニック　理事長　高 組織変更 放   現存
     (医       1)橋　邦尚 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67616,1018,2 あべ整形外科医院 〒020-0611 019-688-1600医療法人柿の実会　理阿部　克久 平18. 8. 1外   整外 皮  診療所
     滝医18 滝沢市巣子１１５６番地２２ 常　勤:    1事長　阿部　克久 組織変更 リハ リウ 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67716,1019,0 山口クリニック 〒020-0633 019-641-6818医療法人山口クリニッ山口　淑子 平19. 3. 1小   アレ 診療所
     滝医19 滝沢市穴口３７７番地１ 常　勤:    1ク　理事長　山口　淑 組織変更 現存
     (医       1)子 平25. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67816,1020,8 鈴木小児科 〒020-0655 019-601-8000鈴木　一彦 鈴木　一彦 平19. 5.10小   診療所
     滝医20 滝沢市鵜飼御庭田６５番地２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67916,1021,6 杉江内科クリニック 〒020-0622 019-656-9177杉江　尚 杉江　尚 平20.10. 1内   呼   胃  診療所
     滝医21 滝沢市野沢６２番地１０１７ 常　勤:    1 新規 循   放   アレ現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68016,1022,4 あすみのクリニック 〒020-0617 019-688-6566医療法人宏和会　理事斉藤　宏之 平23. 4. 1内   小   診療所
     滝医22 滝沢市湯舟沢４７９番地２ 常　勤:    2長　斉藤　宏之 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  68116,1023,2 医療法人社団松誠会　〒020-0664 019-684-1151医療法人社団　松誠会大川原　真澄 平28. 2. 1一般        40病院
     滝医23 滝沢中央病院 滝沢市鵜飼笹森４２番地２ 常　勤:    6　理事長　伊藤　浩信 移動 療養        46現存
     (医       4) 平28. 2. 1内   呼内 外  
     (薬       2) リハ 婦   皮  
     非常勤:   27 他   
     (医      26) （糖尿病内科・
     (薬       1) 内視鏡内科・乳
     腺外科・肛外・
     循内）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68221,1012,5 岩手県立中央病院附属〒028-4211 0195-62-9011岩手県　代表者　県立大津　友見 昭35. 7.11内   診療所
     岩医12 南山形診療所 岩手郡岩手町川口第２８地割１３常　勤:    1病院等事業管理者　医 新規 現存
     番地のイ号字桜 (医       1)療局長　大槻英毅 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68321,1039,8 上原小児科医院 〒020-0536 019-692-3907上原　充郎 上原　充郎 昭49. 7. 1一般         9診療所
     岩医39 岩手郡雫石町八卦１番地１６ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68421,1065,3 西島医院 〒028-5402 0195-66-2210西島　康之 西島　康之 昭57.11. 1一般         4診療所
     岩医65 岩手郡葛巻町葛巻第１３地割４５常　勤:    1 移動 療養        15現存
     番地の３ (医       1) 平24.11. 1内   呼   消  
     非常勤:    2 胃   循   小  
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68521,1069,5 篠村医院 〒020-0524 0196-92-5151篠村　達雅 篠村　達雅 昭58. 4.11胃   外   こう診療所
     岩医69 岩手郡雫石町寺の下１０５番地１常　勤:    1 新規 現存
     ２ (医       1) 平28. 4.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68621,1075,2 鶯宿温泉病院 〒020-0573 019-695-2321社団医療法人　康生会瀬川　泰幸 昭60. 7. 1療養 病院
     岩医75 岩手郡雫石町大字南畑第３２地割常　勤:    3　理事長　田中　由紀 組織変更     療養    88現存
     字南桝沢２６５番地 (医       3)子 平24. 7. 1整外 消   循  
     非常勤:   18 外   内   リハ
     (医      18) リウ 麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68721,1079,4 篠村泌尿器科クリニッ〒020-0524 0196-92-1285篠村　五雅 篠村　五雅 昭63. 6.20ひ   診療所
     岩医79 ク 岩手郡雫石町寺の下１０２番地７常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  68821,1091,9 いわてリハビリテーシ〒020-0503 019-692-5800岩手県　知事　達増　大井　清文 平 5.10. 1一般 病院
     (21,3054,1) ョンセンター 岩手郡雫石町七ツ森１６番地２４常　勤:    5拓也 新規     一般   100現存
     岩医91 ３ (医       5) 平29.10. 1整外 リハ 歯  
     非常勤:   18 脳外 神内 
     (医      16)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68921,1094,3 佐々木医院 〒028-4301 0195-62-2234医療法人佐々木医院　佐々木　久夫 平 6. 9. 1内   診療所
     岩医94 岩手郡岩手町大字沼宮内第７地割常　勤:    1理事長　佐々木　久夫 新規 現存
     ４８番地１１ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69021,1096,8 佐渡医院 〒028-4307 0195-62-3211医療法人徳政堂　理事佐渡　豊 平 7. 3. 1一般         4診療所
     岩医96 岩手郡岩手町大字五日市第１０地常　勤:    1長　佐渡　豊 組織変更 療養 現存
     割１７５番地１５ (医       1) 平28. 3. 1    介護    15
     脳外 内   心内
     外   整外 リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69121,1099,2 和田医院 〒028-4211 0195-65-2321和田　利彦 和田　利彦 平 8. 2.17内   循   診療所
     岩医99 岩手郡岩手町大字川口第１２地割常　勤:    1 交代 現存
     ３番３ (医       1) 平29. 2.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69221,1118,0 塚谷医院 〒028-4303 0195-62-1155医療法人朔北会　理事塚谷　栄紀 平12. 1. 1産婦 内   小  診療所
     岩医118 岩手郡岩手町江刈内第１０地割４常　勤:    1長　塚谷　栄紀 組織変更 現存
     ５番地１ (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69321,1119,8 小豆嶋眼科クリニック〒028-4307 0195-61-1117医療法人慶正会　理事小豆嶋　純子 平12. 3. 1眼   診療所
     岩医119 岩手郡岩手町五日市第１０地割字常　勤:    1長　小豆嶋　正博 新規 現存
     石神下１３０番９号 (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69421,1125,5 岩手沼宮内クリニック〒028-4304 0195-61-2025医療法人　青松会　理前田　憲一 平14. 3.18透析 ひ   内  診療所
     岩医125 岩手郡岩手町大字子抱第５地割６常　勤:    1事長　青木　光 新規 外   他   現存
     番８ (医       1) 平26. 3.18（消化器内科）
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69521,1138,8 盛岡医療生活協同組合〒028-4303 0195-62-2043盛岡医療生活協同組合浮田　昭彦 平17.11. 1内   消   循  診療所
     岩医138 　さわやかクリニック岩手郡岩手町江刈内１０地割４７常　勤:    1　理事長　尾形　文智 移動 眼   耳い リハ現存
     番２ (医       1) 平29.11. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  69621,1145,3 雫石町立雫石診療所 〒020-0542 019-692-3155雫石町長　深谷　政光千葉　俊明 平19. 4. 1一般 診療所
     岩医145 岩手郡雫石町万田渡７４番地１ 常　勤:    3 新規     一般    19現存
     (医       2) 平25. 4. 1内   
     (薬       1)
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69721,1148,7 医療法人社団　銀河　〒020-0541 019-691-2345医療法人社団銀河　理大森　浩明 平20. 4. 1内   胃   外  診療所
     岩医148 雫石大森クリニック 岩手郡雫石町千刈田７９番２ 常　勤:    2事長　大森　浩明 組織変更 こう 眼   現存
     (医       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69821,1151,1 岩手県立中央病院附属〒028-4307 0195-62-2511岩手県代表者県立病院大津　友見 平23. 4. 1一般 診療所
     岩医151 沼宮内地域診療センタ岩手郡岩手町大字五日市第１０地常　勤:    2等事業管理者　医療局 組織変更     一般    19現存
     ー 割４番地７ (医       2)長　大槻英毅 平29. 4. 1内   外   整外
     非常勤:   13 リハ 
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69921,1152,9 北上脳神経外科クリニ〒028-4307 0195-61-3636医療法人明恵会　北上北上　明 平23. 6. 1脳外 内   神内診療所
     岩医152 ック 岩手郡岩手町大字五日市第１１地常　勤:    1　明 組織変更 リハ 整外 外  現存
     割７９番地６５ (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70021,1153,7 佐藤整形外科クリニッ〒028-4303 0195-68-7240佐藤　正義 佐藤　正義 平25. 8. 1整外 リハ リウ診療所
     岩医153 ク 岩手郡岩手町大字江刈内第７地割常　勤:    1 新規 現存
     １０番１号 (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70121,1154,5 雫石町立雫石診療所　〒020-0583 雫石町　町長　深谷　千葉　俊明 平26. 8. 1内   診療所
     岩医154 御明神出張診療所 岩手郡雫石町上野上野沢５ 常　勤:    2政光 新規 現存
     (医       2) 平26. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       1)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70221,1155,2 雫石町立雫石診療所　〒020-0585 雫石町　町長　深谷　千葉　俊明 平26. 8. 1内   診療所
     岩医155 西山出張診療所 岩手郡雫石町長山猿子６８番地 常　勤:    2政光 新規 現存
     (医       2) 平26. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       1)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  70321,1156,0 国民健康保険葛巻病院〒028-5402 0195-66-2311葛巻町長　鈴木　重男遠藤　秀彦 平29. 9. 1一般 病院
     岩医156 岩手郡葛巻町葛巻第１６地割１番常　勤:    6 移動     一般    42現存
     地１ (医       4) 平29. 9. 1介護
     (薬       2)     療養    18
     非常勤:   40 内   外   眼  
     (医      40) 小   産婦 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70422,1040,4 医療法人社団帰厚堂南〒028-3621 019-697-5211医療法人社団帰厚堂　木村　宗孝 昭53.10.16一般 病院
     紫医40 昌病院 紫波郡矢巾町大字広宮沢第１地割常　勤:   12理事長　木村　宗孝 新規     一般    97療養病床
     ２番１８１ (医       9) 平29.10.16療養 現存
     (薬       3)     療養    83
     非常勤:   36 内   神内 外  
     (医      36) 整外 脳外 リハ
     循   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70522,1044,6 足澤整形形成外科 〒028-3305 019-676-2500足沢　國男 足沢　國男 昭54.12.20一般        19診療所
     紫医44 紫波郡紫波町日詰字中新田２５２常　勤:    1 新規 整外 形外 リハ現存
     番地２ (医       1) 平27.12.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70622,1045,3 横川産婦人科医院 〒028-3309 019-676-3811横川　吉男 横川　吉男 昭55. 1. 6一般    診療所
     紫医45 紫波郡紫波町北日詰字東ノ坊２８常　勤:    1 新規 産婦 現存
     番地３ (医       1) 平28. 1. 6
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70722,1065,1 渡辺内科医院 〒028-3305 019-672-3667医療法人芳譲会　理事渡邊　立夫 平元.11. 1内   呼   消  診療所
     紫医65 紫波郡紫波町日詰字下丸森１２２常　勤:    2長　渡邊　立夫 新規 循   小   現存
     番地３ (医       1) 平28.11. 1
     (薬       1)
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70822,1071,9 平和台病院 〒028-3311 019-672-2266社団医療法人法成会　伊藤　欣司 平 4. 8. 1精神 病院
     紫医71 紫波郡紫波町犬渕字南谷地１１０常　勤:    5理事長　伴　亨 組織変更     精神   289現存
     番地５ (医       5) 平28. 8. 1精   
     非常勤:   22
     (医      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70922,1072,7 平井医院 〒028-3305 019-672-3200平井　博夫 平井　博夫 平 4.11. 5胃   内   診療所
     紫医72 紫波郡紫波町日詰字下丸森１３８常　勤:    1 新規 現存
     番地２ (医       1) 平28.11. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［岩手県］

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    84 頁

  71022,1073,5 紫波皮フ科医院 〒028-3305 019-672-5134木村　達郎 木村　達郎 平 4.12. 1皮   診療所
     紫医73 紫波郡紫波町日詰字郡山駅２１１常　勤:    1 新規 現存
     番地 (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71122,1074,3 高宮消化器科内科医院〒028-3603 019-697-7030社団医療法人緑風会　髙宮　秀式 平 6. 1. 1一般        19診療所
     紫医74 紫波郡矢巾町大字西徳田第２地割常　勤:    1理事長　髙宮　秀式 組織変更 内   消   呼  現存
     １０６番地３ (医       1) 平30. 1. 1循   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71222,1076,8 八木クリニック 〒020-0891 019-639-8722八木　淳一郎 八木　淳一郎 平 7. 5.15胃   整外 皮  診療所
     紫医76 紫波郡矢巾町流通センター南３丁常　勤:    1 新規 こう 他   現存
     目１番７号 (医       1) 平28. 5.15理学診療科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71322,1078,4 医療法人はたふく医院〒028-3305 019-672-2121医療法人はたふく医院籏福　公正 平 8. 7. 1内   小   呼内診療所
     紫医78 紫波郡紫波町日詰字石田３番地の常　勤:    1　理事長　籏福　公正 新規 他   現存
     ２ (医       1) 平29. 9. 1他（消化器内科
     非常勤:    1 、循環器内科）
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71422,1081,8 三愛病院附属矢巾クリ〒028-3601 019-697-1131医療法人社団恵仁会三藤島　幹彦 平 9. 1.13一般    診療所
     紫医81 ニック 紫波郡矢巾町高田第１１地割２５常　勤:    3愛病院　理事長　山内 新規 ひ   内   現存
     番地２ (医       3)　文俊 平30. 1.13
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71522,1083,4 Ｅ．肌クリニック不来〒028-3615 019-698-1152遠藤　直樹 遠藤　直樹 平11. 1. 1皮   アレ 他  診療所
     紫医83 方 紫波郡矢巾町大字南矢幅第８地割常　勤:    1 新規 美容皮膚科 現存
     ２４４番地 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71622,1084,2 川守田医院 〒028-3310 019-676-5553川守田　安彦 川守田　安彦 平11. 5. 1内   小   診療所
     紫医84 紫波郡紫波町日詰駅前一丁目８番常　勤:    1 移動 現存
     ２ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71722,1086,7 ふるだて加藤肛門外科〒028-3303 019-671-1717加藤　典博 加藤　典博 平12. 3. 6一般        13診療所
     紫医86 クリニック 紫波郡紫波町高水寺字古屋敷８７常　勤:    1 新規 外   現存
     番地１ (医       1) 平30. 3. 6（肛門外科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71822,1087,5 南耳鼻咽喉科クリニッ〒028-3615 019-611-0133南　吉昇 南　吉昇 平12. 8.18耳い 診療所
     紫医87 ク 紫波郡矢巾町大字南矢幅第７地割常　勤:    1 新規 現存
     ４５５番地 (医       1) 平24. 8.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  71922,1089,1 やはば眼科 〒028-3615 019-698-3003医療法人　都南眼科　志和　克紀 平13. 7. 3眼   診療所
     紫医89 紫波郡矢巾町大字南矢幅第９地割常　勤:    1理事長　志和　克紀 新規 現存
     １９６番地 (医       1) 平25. 7. 3
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72022,1091,7 みちのく療育園 〒028-3623 019-611-0600社会福祉法人　新生会伊東　宗行 平13. 7. 1一般 病院
     (22,3053,1) 紫波郡矢巾町大字煙山第２４地割常　勤:    5　理事長　阿部　肇男 新規     一般    54現存
     紫医91 １番地 (医       4) 平25. 7. 1内   精   小  
     (薬       1) リハ 歯   耳  
     非常勤:   28
     (医      24)
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72122,1092,5 加藤胃腸科内科医院 〒028-3303 019-672-3699加藤　博已 加藤　博已 平14. 4. 1内   呼   胃  診療所
     紫医92 紫波郡紫波町高水寺字中田２０７常　勤:    1 新規 循   現存
     番地 (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72222,1093,3 斉藤医院 〒028-3605 019-697-2150齊藤　純 齊藤　純 平15. 3. 1療養 診療所
     紫医93 紫波郡矢巾町間野々第９地割２０常　勤:    1 交代     療養     1現存
     ２番地 (医       1) 平27. 3. 1療養
     非常勤:    1     介護    11
     (医       1) 内   消   循  
     整外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72322,1094,1 志和診療所 〒028-3441 019-673-7805城戸　正美 城戸　正美 平16. 1. 1内   循   診療所
     紫医94 紫波郡紫波町上平沢字川原５２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72422,1096,6 はこざき脳神経外科ク〒028-3307 019-671-1515医療法人誠美会　理事箱﨑　誠司 平16. 9. 1神内 整外 脳外診療所
     紫医96 リニック 紫波郡紫波町桜町字三本木１６７常　勤:    1長　箱﨑　誠司 組織変更 リハ 現存
     番地１ (医       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72522,1098,2 岩手県立中央病院附属〒028-3307 019-676-3311岩手県　代表者　県立小野　満 平18. 4. 1一般 診療所
     紫医98 紫波地域診療センター紫波郡紫波町桜町字三本木３２番常　勤:    3病院等事業管理者　医 新規     一般    19現存
     地 (医       3)療局長　大槻　英毅 平30. 4. 1内   外   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72622,1100,6 成田内科胃腸科医院 〒028-3614 019-698-1212医療法人知惠会　理事成田　知史 平19. 3. 1内   小   他  診療所
     紫医100 紫波郡矢巾町又兵エ新田第８地割常　勤:    1長　成田　知史 組織変更 現存
     １０１番地 (医       1) 平25. 3. 1
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  72722,1101,4 南矢巾ハートクリニッ〒028-3615 019-698-1010佐藤　義浩 佐藤　義浩 平20. 4. 1内   呼   循  診療所
     紫医101 ク 紫波郡矢巾町南矢幅第６地割１４常　勤:    1 新規 現存
     ３番地３１ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72822,1103,0 せき内科胃腸クリニッ〒028-3603 019-698-4441医療法人英　理事長　関　英政 平21. 4. 1内   胃   診療所
     紫医103 ク 紫波郡矢巾町大字西徳田第５地割常　勤:    1関　英政 組織変更 現存
     １番地４ (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72922,1105,5 堀江医院 〒028-3603 019-681-8868堀江　圭 堀江　圭 平23. 6.24外   内   呼  診療所
     紫医105 紫波郡矢巾町西徳田第６地割１４常　勤:    1 新規 小   整外 麻  現存
     ３番地 (医       1) 平29. 6.24心外 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73022,1107,1 なおしま医院 〒028-3441 019-673-6967医療法人清風会　理事直島　淳太 平24.11. 1内   麻   診療所
     紫医107 紫波郡紫波町上平沢字川原田３３常　勤:    1長　直島　淳太 移動 現存
     番地５ (医       1) 平24.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73122,1108,9 野崎内科・神経内科医〒028-3303 019-671-2011野崎　有一 野崎　有一 平25. 4. 8内   神内 診療所
     紫医108 院 紫波郡紫波町高水寺字大坊１８３常　勤:    1 新規 現存
     番地１ (医       1) 平25. 4. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73222,1110,5 こずかた診療所 〒028-3614 019-698-2015医療法人社団帰厚堂　吉岡　尚文 平25. 4. 1内   神内 診療所
     紫医110 紫波郡矢巾町大字又兵エ新田第５常　勤:    2理事長　木村　宗孝 新規 現存
     地割３３５番地 (医       2) 平25. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73322,1111,3 いわてこどもケアセン〒028-3603 019-651-5111学校法人　岩手医科大山家　健仁 平25. 5. 1他   診療所
     紫医111 ター 紫波郡矢巾町西徳田第２地割１番常　勤:    1学　理事長　小川　彰 新規 児童精神科 現存
     地１ (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73422,1112,1 徳永整形外科 〒028-3615 019-697-1101医療法人泰三会　理事徳永　三郎 平26. 2. 1整外 リウ リハ診療所
     紫医112 紫波郡矢巾町大字南矢幅第９地割常　勤:    1長　徳永　三郎 組織変更 外   現存
     ３２０番地 (医       1) 平26. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  73522,1113,9 紫波中央眼科 〒028-3318 019-681-7595医療法人紫波中央眼科早坂　朗 平26. 9. 1眼   診療所
     紫医113 紫波郡紫波町紫波中央駅前２丁目常　勤:    1　理事長　早坂　朗 組織変更 現存
     ３番地３　オガールプラザ東棟１(医       1) 平26. 9. 1
     階 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73622,1114,7 おぼない内科クリニッ〒028-3615 019-698-1190医療法人　恵生会　理生内　久人 平28. 2. 1内   他   診療所
     紫医114 ク 紫波郡矢巾町大字南矢幅第８地割常　勤:    1事長　生内　久人 組織変更 （循環器内科）現存
     ２３５番地 (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73722,1115,4 やはば産婦人科 〒028-3602 019-698-1122新沼　武成 新沼　武成 平28. 6.11一般 診療所
     紫医115 紫波郡矢巾町藤沢第一地割１０４常　勤:    1 新規     一般    19現存
     －１ (医       1) 平28. 6.11産   婦   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73822,1116,2 紫波中央小児科 〒028-3318 019-672-1110武藤　秀和 武藤　秀和 平29. 4.10小   アレ 診療所
     紫医116 紫波郡紫波町紫波中央駅前２丁目常　勤:    1 新規 現存
     ３－９４オガールセンター１階 (医       1) 平29. 4.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73922,1117,0 岩手県立療育センター〒028-3602 019-601-2777岩手県知事　達増　拓嶋田　泉司 平30. 1. 5一般 病院
     (22,3068,9) 紫波郡矢巾町藤沢第２地割２９番常　勤:    5也 移動     一般    60現存
     紫医117 地１ (医       5) 平30. 1. 5小   整外 神内
     非常勤:   53 ひ   眼   耳い
     (医      48) リハ 歯   他  
     (歯       5) （児童精神科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74022,1118,8 けんたろうこどもクリ〒028-3603 019-656-1011田中　健太郎 田中　健太郎 平30. 6. 1小   診療所
     紫医118 ニック 紫波郡矢巾町西徳田第５地割２－常　勤:    1 新規 現存
     ４ (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74124,1035,0 佐々木内科小児科医院〒029-5505 0197-84-2352医療法人社団真心会　佐々木　勉 昭62. 5. 1一般         4診療所
     和医35 和賀郡西和賀町湯本３０地割８０常　勤:    1理事長　佐々木　勉 組織変更 療養         7現存
     番地８ (医       1) 平29. 9. 1内   小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74224,1040,0 赤坂医院 〒029-5505 0197-84-2121医療法人尽心会　理事赤坂　隆之 平 7. 3. 1内   外   ひ  診療所
     (24,3029,7) 和賀郡西和賀町湯本２９地割６６常　勤:    3長　赤坂　隆之 組織変更 皮   歯   現存
     和医40 番地４ (医       1) 平28. 3. 1
     (歯       2)
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74324,1046,7 さわうち協立診療所 〒029-5611 0197-85-3101医療法人協和会　理事田中　佳博 平19. 1. 4内   小   外  診療所
     和医46 和賀郡西和賀町沢内字新町４地割常　勤:    1長　田中　佳博 組織変更 整外 皮ひ リハ現存
     １６番地１ (医       1) 平25. 1. 4心内 
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  74424,1047,5 町立西和賀さわうち病〒029-5612 0197-85-3131西和賀町長　細井　洋北村　道彦 平26.10.14一般 病院
     (24,3031,3) 院 和賀郡西和賀町沢内字大野１３地常　勤:    5行 移動     一般    40現存
     和医47 割３番地１２ (医       3) 平26.10.14内   外   小  
     (歯       1) 眼   耳い ひ  
     (薬       1) 整外 神内 他  
     非常勤:   29 歯   
     (医      26) 循環器内科
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74525,1041,5 加藤内科胃腸科医院 〒029-4503 0197-44-5737加藤　泰之 加藤　泰之 平 5. 9. 3内   胃   診療所
     胆医41 胆沢郡金ケ崎町西根古寺７１番地常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平29. 9. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74625,1042,3 公益財団法人岩手県予〒029-4503 0197-44-5711公益財団法人岩手県予佐藤　日出夫 平 5.12. 1内   消   循  診療所
     胆医42 防医学協会　県南セン胆沢郡金ケ崎町西根前野２０９番常　勤:    3防医学協会　会長　石 新規 外   婦   胃  現存
     ター付属診療所 １号 (医       3)川　育成 平29.12. 1呼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74725,1051,4 村井小児科クリニック〒029-4503 0197-41-1881村井　かほり 村井　かほり 平18. 9.21小   診療所
     胆医51 胆沢郡金ケ崎町西根下谷地９３番常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平24. 9.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74825,1052,2 花憩庵クリニック 〒029-4503 0197-42-5001医療法人社団創生会　阿部　裕行 平22. 4. 1内   リハ 診療所
     胆医52 胆沢郡金ケ崎町西根谷来浦４６番常　勤:    1理事長　上田　雅道 新規 現存
     地１ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74925,1053,0 ありすみ内科クリニッ〒029-4503 0197-42-2444有住　純也 有住　純也 平24.10. 1内   小   他  診療所
     胆医53 ク 胆沢郡金ケ崎町西根町裏６６ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75025,1054,8 金ケ崎町国民健康保険〒029-4503 0197-44-2121金ケ崎町長　髙橋　由阿部　俊和 平29.10.10内   ひ   外  診療所
     胆医54 金ケ崎診療所 胆沢郡金ケ崎町西根鑓水９８番地常　勤:    3一 移動 婦   神内 眼  現存
     (医       3) 平29.10.10他   
     非常勤:    3 （肛門外科）
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75126,1025,6 ひらいずみ内科クリニ〒029-4102 0191-34-1133小野寺　正輝 小野寺　正輝 平10. 6. 1内   呼   消  診療所
     西医25 ック 西磐井郡平泉町平泉字志羅山３番常　勤:    1 新規 循   現存
     ６号 (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75228,1013,8 岩手県立大船渡病院附〒029-2311 0192-46-3121岩手県　代表者　県立一ノ瀬　高志 平20. 4. 1一般 診療所
     気医13 属住田地域診療センタ気仙郡住田町世田米字大崎２２番常　勤:    3病院等事業管理者　医 新規     一般    19現存
     ー 地１ (医       3)療局長　大槻英毅 平26. 4. 1内   外   
     非常勤:    4
     (医       4)
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  75329,1028,4 道又内科小児科医院 〒028-1131 0193-42-2500道又　衛 道又　衛 平24. 8. 1内   小   診療所
     上医28 上閉伊郡大槌町大槌第１５地割字常　勤:    1 移動 現存
     辺地ケ沢９５番２５５ (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75429,1029,2 大槌おおのクリニック〒028-1101 0193-44-3122大野　忠広 大野　忠広 平25. 4.11内   他   診療所
     上医29 上閉伊郡大槌町吉里吉里二丁目９常　勤:    1 移動 現存
     番２０号 (医       1) 平25. 4.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75529,1030,0 藤井小児科内科クリニ〒028-1121 0193-42-7788藤井　敏司 藤井　敏司 平25.12. 1内   小   皮  診療所
     上医30 ック 上閉伊郡大槌町小鎚第２７地割３常　勤:    1 移動 耳い 現存
     番地４シーサイドタウンマスト２(医       1) 平25.12. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75629,1031,8 植田医院 〒028-1121 0193-42-2130植田　俊郎 植田　俊郎 平27. 2.23内   小   診療所
     上医31 上閉伊郡大槌町小鎚第２３地割２常　勤:    1 移動 現存
     ３－１ (医       1) 平27. 2.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75729,1032,6 岩手県立大槌病院 〒028-1121 0193-42-2121岩手県　代表者　県立坂下　伸夫 平28. 5. 1一般 病院
     上医32 上閉伊郡大槌町小鎚第２３地割字常　勤:    5病院等事業管理者　医 新規     一般    50現存
     寺野１番地１ (医       5)療局長　大槻英毅 平28. 5. 1内   外   整外
     非常勤:   42 皮   眼   リハ
     (医      42)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75829,1033,4 ふじまる内科医院 〒028-1115 0193-27-5151藤丸　潔 藤丸　潔 平29.11. 1内   他   診療所
     上医33 上閉伊郡大槌町上町１－１６ 常　勤:    1 移動 （消化器内科）現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75930,1015,9 社会福祉法人恩賜財団〒027-0505 0194-27-2118社会福祉法人恩賜財団柴野　良博 昭34.10. 2内   診療所
     下医15 岩手県済生会　岩泉病下閉伊郡岩泉町上有芸字猿ケ渕５常　勤:    1済生会支部岩手県済生 新規 現存
     院附属有芸診療所 番地４ (医       1)会　支部長　伊藤　彬 平28.10. 2
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76030,1021,7 国民健康保険田野畑村〒028-8407 0194-33-3101田野畑村長　石原　弘近江　三喜男 昭41. 7. 1内   外   小  診療所
     下医21 診療所 下閉伊郡田野畑村田野畑１２０番常　勤:    1 新規 現存
     地３ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76130,1022,5 社会福祉法人恩賜財団〒027-0501 0194-22-2151社会福祉法人恩賜財団柴野　良博 昭42.11. 1一般 病院
     下医22 岩手県済生会岩泉病院下閉伊郡岩泉町岩泉字中家１９番常　勤:    6済生会支部岩手県済生 新規     一般    98現存
     地１ (医       6)会　支部長　伊藤　彬 平24.11. 1内   小   外  
     非常勤:   57 整外 脳外 眼  
     (医      57)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  76230,1043,1 岩泉町安家診療所 〒027-0611 0194-24-2021岩泉町長　中居　健一柴野　良博 昭53. 8. 1内   外   診療所
     下医43 下閉伊郡岩泉町安家字松林１２０常　勤:    1 新規 現存
     番地２ (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76330,1051,4 後藤医院 〒028-1351 0193-82-6690後藤　尚 後藤　尚 昭60. 7. 1皮   ひ   診療所
     下医51 下閉伊郡山田町長崎四丁目１２番常　勤:    1 新規 現存
     １０号 (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76430,1055,5 普代村国民健康保険診〒028-8333 0194-35-2517普代村長　柾屋　伸夫柾屋　美緒 平 3. 5. 1一般        13診療所
     下医55 療所 下閉伊郡普代村第１０地割字羅賀常　勤:    1 移動 内   小   他  現存
     ４番地１ (医       1) 平30. 5. 1（糖尿病代謝内
     科）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76530,1057,1 小川診療所 〒028-5641 0194-25-4121新井　文男 新井　文男 平 4.10. 1一般        12診療所
     下医57 下閉伊郡岩泉町門字町６６番地１常　勤:    1 新規 内   外   現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76630,1060,5 岩泉町大川診療所 〒028-2232 0194-26-2007岩泉町長　中居　健一柴野　良博 平11. 7. 1内   外   診療所
     下医60 下閉伊郡岩泉町大川字下町６５番常　勤:    1 移動 現存
     地１ (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76730,1061,3 岩泉町釜津田診療所 〒028-2233 0194-29-2933岩泉町長　中居　健一柴野　良博 平12. 4. 1内   外   診療所
     下医61 下閉伊郡岩泉町釜津田字沢口３６常　勤:    1 その他 現存
     番地１ (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76830,1069,6 医療法人晃生会　近藤〒028-1352 0193-82-3328医療法人晃生会　理事近藤　晃弘 平26. 6. 2一般 診療所
     下医69 医院 下閉伊郡山田町飯岡第９地割２３常　勤:    3長　近藤　晃弘 移動     一般    11現存
     －１ (医       3) 平26. 6. 2療養
         療養     6
     内   小   整外
     リハ 他   
     循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  76930,1070,4 岩泉町小本診療所 〒027-0421 0194-28-3331岩泉町長　中居　健一柴野　良博 平28. 1. 1内   外   診療所
     下医70 下閉伊郡岩泉町小本字南中野２３常　勤:    1 移動 現存
     ９番地１ (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77030,1071,2 岩手県立山田病院 〒028-1352 0193-82-2111岩手県　代表者　県立宮本　伸也 平28. 9. 1一般 病院
     下医71 下閉伊郡山田町飯岡第１地割２１常　勤:    3病院等事業管理者　医 新規     一般    50現存
     番地１ (医       3)療局長　大槻英毅 平28. 9. 1内   外   小  
     非常勤:   45 整外 眼   リハ
     (医      45)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77131,1015,7 洋野町国民健康保険種〒028-7914 0194-65-2127洋野町長　水上　信宏磯崎　一太 昭43.12.19一般 病院
     九医15 市病院 九戸郡洋野町種市第２３地割２７常　勤:    4 新規     一般    41現存
     番地２ (医       4) 平28.12.19内   外   
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77231,1016,5 中村医院 〒028-6302 0195-46-2131中村　博之 中村　博之 昭48. 9.21内   小   外  診療所
     九医16 九戸郡軽米町大字軽米第８地割９ 新規 現存
     ７番地１５ 平24. 9.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77331,1024,9 大関内科医院 〒028-7914 0194-65-2311大関　哲郎 大関　哲郎 平 2. 3.29内   消   循  診療所
     九医24 九戸郡洋野町種市第２３地割７９常　勤:    1 新規 現存
     番地４４ (医       1) 平29. 3.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77431,1025,6 岩手県立軽米病院 〒028-6302 0195-46-2411岩手県　代表者　県立横島　孝雄 平 3. 6. 1一般 病院
     九医25 九戸郡軽米町大字軽米第２地割５常　勤:    4病院等事業管理者　医 移動     一般    54現存
     ４番地５ (医       4)療局長　大槻　英毅 平30. 6. 1療養
     非常勤:   69     療養    45
     (医      69) 内   精   外  
     リハ 小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77531,1027,2 洋野町国民健康保険大〒028-8802 0194-77-2100洋野町長　水上　信宏中村　晴彦 平 4. 5. 1一般         6診療所
     九医27 野診療所 九戸郡洋野町大野第８地割８３番常　勤:    1 移動 内   現存
     地４ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77631,1029,8 むらかみ医院いたみの〒028-6301 0195-48-1500村上　弘治 村上　弘治 平14.12.10内   胃   外  診療所
     九医29 クリニック 九戸郡軽米町大字上舘第１５地割常　勤:    1 新規 皮   こう 麻  現存
     ８６番地９ (医       1) 平26.12.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77731,1034,8 小野寺クリニック 〒028-6302 0195-46-2822小野寺　孝文 小野寺　孝文 平17.10. 1ひ   内   皮  診療所
     九医34 九戸郡軽米町軽米第三地割５２番常　勤:    1 新規 現存
     地３ (医       1) 平29.10. 1
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  77831,1035,5 岩手県立二戸病院附属〒028-6502 0195-42-2151岩手県　代表者　県立菅原　敏 平19. 4. 1一般 診療所
     九医35 九戸地域診療センター九戸郡九戸村大字伊保内第７地割常　勤:    3病院等事業管理者　医 新規     一般    19現存
     ３５番地１ (医       3)療局長　大槻英毅 平25. 4. 1内   外   
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77931,1036,3 おしかわ内科クリニッ〒028-8201 0194-71-1600押川　公裕 押川　公裕 平24. 8. 6内   呼   消  診療所
     九医36 ク 九戸郡野田村野田第２０地割２５常　勤:    1 移動 循   現存
     番地２ (医       1) 平24. 8. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78031,1037,1 じょうないクリニック〒028-7917 0194-66-7575社会福祉法人尽誠会　林　彰仁 平30. 6. 1内   呼内 診療所
     九医37 九戸郡洋野町種市５６地割８０番常　勤:    1理事長　鈴木　修 新規 現存
     地１ (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78132,1024,7 松井内科医院 〒028-5312 0195-33-2201医療法人　松井内科医松井　美紀夫 平 4. 8. 1一般        19診療所
     二戸医24 二戸郡一戸町一戸字本町５８番地常　勤:    1院　理事長　松井　美 組織変更 内   神内 呼  現存
     (医       1)紀夫 平28. 8. 1消   循   リハ
     非常勤:    1 アレ 
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78232,1029,6 岩手県立一戸病院 〒028-5312 0195-33-3101岩手県　代表者　県立小井田　潤一 平12. 4. 1一般 病院
     (32,3021,7) 二戸郡一戸町一戸字砂森６０番地常　勤:   11病院等事業管理者　医 移動     一般    48現存
     二戸医29 １ (医      11)療局長　大槻　英毅 平30. 4. 1療養
     非常勤:   34     療養    47
     (医      28) 精神       225
     (歯       6) 一般（感染）
         感染     4
     内   精   神内
     小   外   整外
     皮   ひ   眼  
     耳い リハ 歯  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78332,1030,4 奥中山高原クリニック〒028-5134 0195-35-2011須原　富次 須原　富次 平13.11. 1内   診療所
     二戸医30 二戸郡一戸町奥中山字西田子１３常　勤:    1 新規 現存
     １１番地 (医       1) 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78432,1031,2 中山の園診療所 〒028-5133 0195-35-2121社会福祉法人岩手県社佐藤　元昭 平18. 5. 1内   精   歯  診療所
     (32,3024,1) 二戸郡一戸町中山字軽井沢１３９常　勤:    1会福祉事業団　理事長 新規 現存
     二戸医31 番地１ (医       1)　水野　和彦 平30. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       1)
     (歯       2)
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  78532,1033,8 いちのへ内科クリニッ〒028-5311 0195-33-2701浪岡　宏 浪岡　宏 平20. 8. 1内   診療所
     二戸医33 ク 二戸郡一戸町高善寺字野田１１０常　勤:    1 移動 現存
     番地１ (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78632,1034,6 ふくもりたこどもクリ〒028-5312 0195-43-3137福盛田　修 福盛田　修 平25. 7.16小   アレ 診療所
     二戸医34 ニック・アレルギー科二戸郡一戸町一戸字向町１０９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 7.16
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78732,1035,3 小鳥谷診療所 〒028-5221 0195-34-3501一般社団法人小鳥谷診小野寺　沙織 平26. 4. 1内   診療所
     二戸医35 二戸郡一戸町小鳥谷字中屋敷上１常　勤:    1療所　代表理事　田中 新規 現存
     番地３ (医       1)　辰也 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78832,1036,1 一戸森眼科 〒028-5312 0195-26-8001医療法人社団緑翠堂　菅原　剛 平29.12.21眼   診療所
     二戸医36 二戸郡一戸町一戸字向町１０８番常　勤:    1森眼科クリニック　理 新規 現存
     地１ (医       1)事長　森　敏郎 平29.12.21
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78980,1001,4 独立行政法人国立病院〒020-0133 019-647-2195独立行政法人国立病院菊池　喜博 昭32. 7. 1一般 病院
     (80,3001,8) 機構盛岡病院 盛岡市青山一丁目２５番１号 常　勤:   14機構　理事長　楠岡　 新規     一般   250現存
     国医1 (医      13)英雄 平29. 9. 1結核        10
     (薬       1) 呼内 神内 小  
     非常勤:   24 外   整外 ひ  
     (医      23) リハ 放   麻  
     (歯       1) リウ アレ 歯  
     内   他   
     他：消内、循内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79080,1002,2 独立行政法人国立病院〒026-0053 0193-23-7111独立行政法人国立病院土肥　守 昭32. 7. 1一般 病院
     (80,3002,6) 機構釜石病院 釜石市定内町四丁目７番１号 常　勤:    4機構　理事長　楠岡　 新規     一般   180現存
     国医2 (医       4)英雄 平29. 9. 1内   神内 小  
     非常勤:   16 リハ 歯   
     (医      14)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  79180,1004,8 独立行政法人国立病院〒025-0033 0198-24-0511独立行政法人国立病院八木　深 昭32. 7. 1一般 病院
     (80,3004,2) 機構花巻病院 花巻市諏訪５００番地 常　勤:    5機構　理事長　楠岡　 新規     一般    60現存
     国医4 (医       5)英雄 平29. 9. 1精神
     非常勤:   40     精神   144
     (医      39) 精   内   神  
     (歯       1) 小   整外 リハ
     歯   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79280,1006,3 独立行政法人国立病院〒021-0056 0191-25-2221独立行政法人国立病院千田　圭二 平12. 9. 1一般 病院
     (80,3006,7) 機構岩手病院 一関市山目字泥田山下４８番地 常　勤:    9機構　理事長　楠岡　 その他     一般   250現存
     国医6 (医       8)英雄 平24. 9. 1内   神内 呼  
     (歯       1) 小   外   歯  
     非常勤:   58 リハ 循   消  
     (医      58) 心内 脳外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


