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赤坂病院 泌尿器科・性病科・皮膚科・内科・歯科 〒020-0016 盛岡市名須川町29-2 019-624-1225 http://www.akasakahospital.com/

医療法人社団松誠会　
滝沢中央病院 内科・外科・婦人科 〒020-0664 滝沢市鵜飼笹森42-2 019-684-1151 http://takizawa-hp.jp

栃内病院 整形外科・形成外科・脳神経外科・外科・内科・
麻酔科・リハビリテーション科 〒020-0878 盛岡市肴町2-28 019-623-1316 http://www.tochinai.com/

一般財団法人岩手済生医会
中津川病院 内科・呼吸器内科・循環器内科・リハビリテーション科 〒020-0003 盛岡市下米内2-4-12 019-662-3252 http://www.iwate-nakatugawa-hp.jp/

南昌病院 内科・神経内科・循環器内科・外科・整形外科・
脳神経外科・リハビリテーション科 〒028-3621 紫波郡矢巾町大字広宮沢1-2-181 019-697-5211 http://www.kikodo.or.jp/

八幡平市国民健康保険西根病院 内科・外科・小児科 〒028-7112 八幡平市田頭22-79-1 0195-76-3111 －

一般社団法人みちのく愛隣教会
東八幡平病院

脳神経外科・内科・消化器内科・小児科・神経内科・外科・
整形外科・皮膚科・放射線科・リハビリテーション科・歯科 〒028-7303 八幡平市柏台2-8-2 0195-78-2511 http://www.mairin.jp

盛岡赤十字病院

総合診療科・血液内科・精神科・神経内科・
呼吸器内科・アレルギー科・消化器内科・小児科・
循環器内科・外科・小児外科・緩和ケア科・整形外科・
脳神経外科・リハビリテーション科・皮膚科・泌尿器科・
産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・放射線科・麻酔科・
ペインクリニック科

〒020-0831 盛岡市三本柳6-1-1 019-637-3111 http://www.morioka.jrc.or.jp

盛岡つなぎ温泉病院 脳神経外科・神経内科・内科・呼吸器科・循環器科・
アレルギー科・整形外科・外科・リハビリテーション科 〒020-0055 盛岡市繋字尾入野64-9 019-689-2101 http://tsunagi-hp.net

医療法人友愛会　盛岡友愛病院

内科・神経内科・消化器科・リウマチ科・外科・
脳神経外科・心臓血管外科・泌尿器科・眼科・
リハビリテーション科・形成外科・歯科・小児歯科・
心療内科・呼吸器アレルギー内科・循環器科・小児科・
整形外科・呼吸器外科・皮膚科・肛門科・耳鼻咽喉科・
麻酔科・婦人科・矯正歯科・放射線科

〒020-0834 盛岡市永井12-10 019-638-2222 http://www.yu-ai.net/

八角病院
内科・胃腸内科・消化器内科・肝臓内科・
内視鏡内科・外科・糖尿病代謝内科・消化器外科・
脳神経外科・整形外科

〒028-4125 盛岡市好摩字夏間木70-190 019-682-0201 http://yasumi-hospital.nisshindo-g.com/

青山整形外科クリニック 整形外科 〒020-0834 盛岡市永井24-5-5 019-637-1078 －

秋浜内科クリニック 内科 〒028-4132 盛岡市渋民字駅103 019-683-2333 －

あべ内科・消化器科クリニック 内科・消化器科 〒020-0146 盛岡市長橋町17-45 019-605-5311 http://abecliabecli.la.coocan.jp/

Ｅ．肌クリニック不来方 皮膚科・アレルギー科・美容皮膚科 〒028-3615 紫波郡矢巾町大字南矢幅8-244 019-698-1152 －

飯島医院 内科・外科・消化器科 〒020-0668 滝沢市鵜飼狐洞1-277 019-684-1001 https://iijimaiin.or.jp/

池田外科・消化器内科医院 外科・消化器内科・整形外科・腫瘍内科・皮膚科・
リハビリテーション科・肛門外科・腹部外科・緩和ケア内科 〒020-0041 盛岡市境田町5-18 019-648-3200 http://www.ikeda-iin.jp/

いしい内科・糖尿病クリニック 内科・糖尿病内科・消化器内科 〒020-0871 盛岡市中ノ橋通1-4-20　水晶堂ビル4階 019-601-2277 http://nakanohashi.jp/

今井産婦人科内科クリニック 産婦人科・内科 〒020-0877 盛岡市下ノ橋町1-5 019-623-4881 http://www.imai-clinic-morioka.com/

臼井循環器呼吸器内科 内科・小児科・循環器内科・呼吸器内科 〒020-0107 盛岡市松園2-2-10 019-662-9845 http://www.usui-iin.jp

えいづか内科胃腸科クリニック 内科・胃腸科 〒020-0117 盛岡市緑が丘4-1-7 019-663-7788 －

医療法人　江村胃腸科内科医院 内科・糖尿病代謝内分泌内科・消化器内科・
循環器内科・呼吸器内科 〒020-0044 盛岡市城西町7-33 019-623-4035 －

医療法人天音会　おいかわ内科クリニック 内科・神経内科・リハビリテーション科・胃腸科 〒020-0066 盛岡市上田1-18-46 019-622-7400 http://o-med.net/

逢坂医院 泌尿器科・外科 〒020-0062 盛岡市長田町10-32 019-622-6016 http://osakaiin.byoinnavi.jp/

大澤脳神経・内科・歯科クリニック 神経内科・脳神経外科・内科・外科・
リハビリテーション科・歯科 〒020-0822 盛岡市茶畑2-8-3 019-652-0038（医）

019-624-3866（歯） https://www.clinic-osawa.com/

大通胃腸科内科 胃腸科 〒020-0022 盛岡市大通1-3-4 019-652-1825 －

医療法人健貢会
おおどおり鎌田内科クリニック 内科・循環器内科・呼吸器内科・リハビリ科 〒020-0022 盛岡市大通2-7-23　千田電機ビル 019-606-5161 http://www.kamata-clinic.jp/

大日向医院 泌尿器科・内科・外科 〒020-0114 盛岡市高松2-9-9 019-662-5530 －

おおひら内科・循環器科クリニック 内科・循環器内科 〒020-0064 盛岡市梨木町2-2 019-606-3765 http://www.myclinic.ne.jp/ahyohira/

大屋内科胃腸科クリニック 内科 〒020-0132 盛岡市西青山1-16-43 019-647-3255 －

小田島耳鼻咽喉科医院 耳鼻咽喉科 〒020-0066 盛岡市上田1-6-5 019-622-0879 http://www.myclinic.ne.jp/odashima_ent/pc/

開運橋消化器内科クリニック 消化器内科・内視鏡内科 〒020-0022 盛岡市大通3-9-3　菱和開運メディカルビル2階 019-613-3336 http://www.kaiun-cl.com/

加賀野消化器内科・内科クリニック 消化器内科 〒020-0881 盛岡市天神町11-8 019-604-1123 http://www.kaganoclinic.jp/

加藤アイクリニック 眼科 〒020-0011 盛岡市三ツ割5-7-11 019-665-0020 －

金井耳鼻咽喉科クリニック 耳鼻咽喉科 〒020-0627 滝沢市狼久保689-5 019-694-9222 －

かなざわ内科クリニック 内科・呼吸器科・アレルギー科 〒020-0125 盛岡市上堂1-18-24 019-647-3057 http://www.kanazawa-clinic.jp/

鎌田内科クリニック 内科 〒020-0866 盛岡市本宮2-20-1 019-636-1725 http://www.kamata-cl.com/
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川村腎・泌尿器科皮膚科クリニック 泌尿器科・皮膚科 〒020-0105 盛岡市北松園2-15-1 019-665-3333 －

川守田医院 内科・小児科 〒028-3310 紫波郡紫波町日詰駅前1-8-2 019-676-5553 －

菅野小児科医院 小児科 〒020-0004 盛岡市山岸2-11-36 019-622-4448 －

北上脳神経外科クリニック 脳神経外科 〒028-4307 岩手郡岩手町五日市11-79-65 0195-61-3636 http://kitakami-neu.com/

葛クリニック 泌尿器科・外科・内科・心療内科 〒020-0066 盛岡市上田4-20-59 019-651-5433 －

工藤内科ハートクリニック 内科 〒020-0871 盛岡市中ノ橋通1-7-13 019-653-6811 －

久保田医院 内科 〒020-0147 盛岡市大館町26-3 019-646-9090 －

医療社団法人甲友会　栗原クリニック 甲状腺内科・外科 〒020-0015 盛岡市本町通1-16-4 019-654-7123 http://www.rnac.ne.jp/~kclinic/

医療法人　黒川産婦人科医院 産婦人科 〒020-0013 盛岡市愛宕町2-51 019-651-5066 https://www.ob-gyn.or.jp/

くろだ脳神経・頭痛クリニック 脳神経外科 〒020-0884 盛岡市神明町10-38 019-653-3522 －

くわた脳神経外科クリニック 脳神経外科 〒020-0857 盛岡市北飯岡1-2-68 019-656-5636 https://www.kuwata-clinic.com/

けやき整形外科クリニック 整形外科 〒020-0066 盛岡市上田1-1-35 019-656-1677 －

小坂内科消化器科クリニック 内科・消化器科 〒020-0834 盛岡市永井19-258-1 019-605-6050 http://kosaka-clinic.com/

児島内科小児科医院 内科 〒020-0122 盛岡市みたけ3-11-36 019-641-3310 －

小林眼科 眼科 〒020-0816 盛岡市中野1-9-12 019-624-2611 －

近藤眼科医院 眼科 〒020-0875 盛岡市清水町4-30 019-622-2509 －

菜園循環器内科医院 循環器科 〒020-0024 盛岡市菜園1-4-7 019-626-3211 －

さいとう耳鼻咽喉科医院 耳鼻咽喉科 〒020-0117 盛岡市緑が丘3-18-3 019-662-0708 http://saito-ent-cl.jp/

さいとう小児科クリニック 小児科 〒020-0121 盛岡市月が丘2-2-60 019-643-7171 http://saito-ped.jp/

医療法人　さいとうレディスクリニック 婦人科 〒020-0033 盛岡市盛岡駅前北通3-33 019-621-3555 http://saito-ladies.jp/

さかもと整形外科 整形外科 〒020-0881 盛岡市天神町11-3 019-623-8555 －

ささき医院 内科 〒020-0816 盛岡市中野1-27-10 019-653-0230 －

医療法人　さとう胃腸科内科 内科 〒020-0851 盛岡市向中野1-11-25 019-635-0789 －

佐藤耳鼻咽喉科医院 耳鼻咽喉科 〒020-0133 盛岡市青山3-6-3 019-646-5557 http://www.satojibika.jp/

佐藤内科クリニック 内科 〒020-0022 盛岡市大通3-1-24　第三菱和ビル4階 019-626-1115 －

佐藤皮膚科医院 皮膚科 〒020-0133 盛岡市青山3-7-30 019-646-5311 －

さとう皮膚科クリニック 皮膚科 〒020-0114 盛岡市高松3-11-33 019-665-2333 https://www.sato-derma-clinic.jp/

サマリヤ眼科クリニック 眼科 〒020-0611 滝沢市巣子1155-8 019-688-8158 http://www.nnet.ne.jp/~pom/pom/

盛岡医療生活協同組合
さわやかクリニック 内科 〒028-4303 岩手郡岩手町江刈内10-47-2 0195-62-2043 http://sawayaka-c.net/

三愛病院附属矢巾クリニック 泌尿器科・内科 〒028-3601 紫波郡矢巾町高田11-25-2 019-697-1131 http://www.yahaba-cl.jp/

産科婦人科　吉田医院 産婦人科 〒020-0886 盛岡市若園町10-4 019-622-9433 http://www.yoshidaiin.com/

医療法人社団銀河　雫石大森クリニック 外科・肛門科・内科・胃腸科 〒020-0541 岩手郡雫石町千刈田79-2 019-691-2345 －

篠村医院 胃腸科 〒020-0524 岩手郡雫石町寺の下105-12 019-692-5151 －

耳鼻咽喉科わたなべとしや診療室 耳鼻咽喉科 〒020-0857 盛岡市北飯岡1-2-67 019-656-4133 https://www.toshiya-ent.net/

循環器内科　金矢クリニック 循環器内科・内科 〒020-0838 盛岡市津志田中央3-7-7 019-601-2900 http://kanaya-clinic.com/

小豆嶋胃腸科内科クリニック 消化器内科 〒020-0861 盛岡市仙北3-13-20 019-636-1503 －

小豆嶋眼科クリニック 眼科 〒028-4307 岩手郡岩手町五日市第10地割字石神下130-9 0195-61-1117 －

白沢整形外科医院 整形外科・リウマチ科・リハビリ科 〒020-0121 盛岡市月が丘3-40-28 019-645-3666 　　－

志和眼科 眼科 〒020-0066 盛岡市上田1-6-4 019-654-4511 http://www.shiwaganka.cc/

紫波中央小児科 小児科 〒028-3318 紫波郡紫波町紫波中央駅前2-3-94　オガールセンター1階 019-672-1110 －

杉江内科クリニック 内科 〒020-0622 滝沢市野沢62-1017 019-656-9177 －

鈴木整形外科 整形外科 〒020-0866 盛岡市本宮字石仏20-1 019-658-0202 －

医療法人和心会　鈴木内科医院 内科・循環器内科 〒020-0872 盛岡市八幡町2-17 019-623-3038 http://www.suzuki-naikaiin.com/
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鈴木内科神経内科 神経内科・内科・心療内科・漢方 〒020-0111 盛岡市黒石野2-9-58 019-661-2505 －

すっきりクリニック高橋耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科 〒020-0063 盛岡市材木町4-35 019-606-1800 －

せき内科・胃腸科クリニック 内科・胃腸科 〒028-3603 紫波郡矢巾町大字西徳田5-1-4 019-698-4441 －

平舘クリニック 外科 〒028-7405 八幡平市平舘11-10-10 0195-74-3120 －

高橋内科胃腸科クリニック 内科 〒020-0611 滝沢市巣子1186-14 019-688-8111 －

社団医療法人緑風会
高宮消化器科内科医院 消化器内科 〒028-3603 紫波郡矢巾町大字西徳田2-106-3 019-697-7030 －

立本整形外科いたみのクリニック 整形外科 〒020-0633 滝沢市穴口325-7 019-605-3888 http://www.tatemoto-seikei.jp

医療法人光洋会
田中循環器内科クリニック 循環器内科 〒020-0834 盛岡市永井22-29-6 019-632-1320 －

谷藤眼科医院 眼科 〒020-0127 盛岡市前九年2-2-38 019-646-2227 －

智田医院 心療内科 〒020-0016 盛岡市名須川町20-15 019-626-6060 －

ちだ内科・外科クリニック 内科・外科 〒020-0824 盛岡市東安庭1-23-60 019-604-3755 http://www.chida-clinic.com/

ちばクリニック 循環器科 〒020-0021 盛岡市中央通3-1-10 019-605-8300 －

大手先内科循環器クリニック 内科・循環器内科・消化器内科 〒020-0015 盛岡市本町通1-8-9 019-651-2150 －

土井尻医院 循環器科 〒020-0771 滝沢市大釜竹鼻163-15 019-684-1325 http://www.echna.ne.jp/~kd215/

徳永整形外科 整形外科 〒028-3615 紫波郡矢巾町大字南矢幅9-320 019-697-1101 －

栃内内科医院 内科 〒020-0884 盛岡市神明町10-35 019-624-5277 －

とちない脳神経外科クリニック 脳神経外科・リハビリテーション科 〒020-0838 盛岡市津志田中央3-17-10 019-637-7000 http://www.tochicli.com/

都南眼科 眼科 〒020-0834 盛岡市永井23-7-2 019-637-8805 －

内科クリニックすずき 総合内科・小児科 〒020-0105 盛岡市北松園2-15-4 019-662-2888 －

なおや脳神経・頭痛クリニック 脳神経外科 〒020-0866 盛岡市本宮字小板小瀬13-4 019-656-3708 －

長橋皮ふ科クリニック 皮膚科 〒020-0146 盛岡市長橋町38-7 019-613-2121 －

なないろのとびら診療所 内科・老年内科・緩和ケア内科・心療内科 〒020-0861 盛岡市仙北2-1-20 019-601-3101 －

双木整形外科医院 整形外科 〒020-0121 盛岡市月が丘2-5-23 019-646-3855 －

成島整形外科医院 整形外科 〒028-4125 盛岡市好摩字上山14-66 019-682-0001 －

成田内科胃腸科医院 内科 〒028-3614 紫波郡矢巾町又兵エ新田8-101 019-698-1212 －

新津あさくら眼科クリニック 眼科 〒020-0885 盛岡市紺屋町2-1 019-624-1068 http://www.niitsu-asakura-eye.com/

西島医院 内科 〒028-5402 岩手郡葛巻町葛巻13-45-3 0195-66-2210 －

西島こどもクリニック 小児科 〒020-0066 盛岡市上田1-19-11 019-651-1369 http://nishijima-cl.byoinnavi.jp/

西島産婦人科医院 産婦人科 〒020-0066 盛岡市上田1-19-11 019-624-5855 http://nishijima-cl.byoinnavi.jp/

西松園内科医院 内科･消化器科・心療内科 〒020-0103 盛岡市西松園3-22-1 019-662-1622 https://www.nishimatsuzononaika.com/

二宮内科クリニック 内科 〒020-0013 盛岡市愛宕町2-47 019-621-8181 http://www.ninomiya-clinic.or.jp/

乳腺外科・いしだ外科胃腸科

クリニック
外科 〒020-0034

盛岡市盛岡駅前通14-9 

平戸屋ビル３階
019-625-8777 －

はしもと眼科クリニック 眼科 〒020-0133 盛岡市青山2-23-21 019-648-3000 http://www.hashimoto-ganka.net/

長谷川医院 内科 〒020-0841 盛岡市羽場17-75 019-638-3010 －

畑山レディスクリニック 産婦人科 〒020-0857 盛岡市北飯岡1-2-8 019-613-7004 https://hatayama-ladiescl.net/

原田内科脳神経機能クリニック 内科・脳神経外科・心療内科・精神科 〒020-0004
盛岡市山岸3-2-1 

山岸中央ビル１階
019-662-7533 http://harada-cl.info

坂東内科クリニック 内科 〒020-0125 盛岡市大沢川原1-3-17 019-621-7227 －

医療法人 平野医院 内科 〒020-0132 盛岡市西青山2-18-60 019-648-1395 －

ヒロバランスクリニック 整形外科・リハビリテーション科・内科・皮膚科 〒020-0107 盛岡市松園2-37-10 019-664-6037 https://hiro-balance.jp/

藤島内科医院 内科 〒020-0013 盛岡市愛宕町4-18 019-622-4453 －

医）ふじメンタルクリニック 心療内科・精神科 〒020-0066
盛岡市上田1-3-10 

イースタンキャッスル２０１ 
019-606-3900 －

二井耳鼻咽喉科医院 耳鼻咽喉科 〒020-0807 盛岡市加賀野4-16-12 019-606-0033 －

船山内科クリニック 内科 〒020-0877 盛岡市下ノ橋町4-15 019-606-0812 －

http://www.tatemoto-seikei.jp/
http://www.chida-clinic.com/
http://www.echna.ne.jp/%7Ekd215/
http://www.tochicli.com/
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http://nishijima-cl.byoinnavi.jp/
http://nishijima-cl.byoinnavi.jp/
https://www.nishimatsuzononaika.com/
http://www.ninomiya-clinic.or.jp/
http://www.hashimoto-ganka.net/
https://hatayama-ladiescl.net/
http://harada-cl.info/
https://hiro-balance.jp/
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ブレスト齊藤外科クリニック 外科・乳腺外科・肛門外科 〒020-0866 盛岡市本宮6-17-6 019-631-3770 http://www.breast-saito.jp/

堀皮膚科クリニック 皮膚科 〒020-0016 盛岡市名須川町19-24 019-651-8229 －

本間内科医院 内科 〒020-0066 盛岡市上田2-20-13 019-622-5970 －

前川内科クリニック 内科 〒020-0042 盛岡市新田町9-11 019-624-3313 －

松田眼科クリニック 眼科 〒020-0024 盛岡市菜園1-5-23 019-623-5155 http://www.matsudaganka.or.jp

真山池田医院 内科 〒020-0015 盛岡市本町通3-19-32 019-623-7151 －

みうら産婦人科医院 産婦人科 〒020-0855 盛岡市上鹿妻田貝11-1 019-658-1139 －

医療法人社団誠仁会 三島内科医院 内科 〒020-0885 盛岡市紺屋町1-34 019-653-4511 －

医療法人 緑が丘整形外科 整形外科 〒020-0117 盛岡市緑が丘3-2-45 019-664-1555 －

南耳鼻咽喉科クリニック 耳鼻咽喉科 〒028-3615 紫波郡矢巾町大字南矢幅7-455 019-611-0133 －

みやた整形外科医院 整形外科・内科 〒020-0125 盛岡市上堂2-4-12 019-656-6350 －

みやもと内科クリニック 内科・消化器内科・内視鏡内科・肝臓内科 〒020-0143 盛岡市上厨川字杉原101-4 019-601-3810 https://www.miyamoto-naika.net/

むらた眼科クリニック 眼科 〒020-0122 盛岡市みたけ5-8-30 019-648-8571 －

恵皮膚科クリニック 皮膚科 〒020-0034
盛岡市盛岡駅前通15-16 

SSビル３階
019-624-6200 －

メディケアプラザ

中央通りクリニック
内科 〒020-0021 盛岡市中央通3-16-23 019-654-3781 http://mccyuo.byoinnavi.jp/

盛岡駅前

おおば脳神経内科クリニック
神経内科 〒020-0034 盛岡市盛岡駅前通13-8 019-626-4141 http://ohba-neurology.com/

医療法人葵会 

もりおか往診ホームケアクリニック
内科 〒020-0857 盛岡市北飯岡3-20-3 019-614-0133 https://www.mhc-clinic.jp/blank-2

医療法人桜和会

盛岡さくらクリニック
内科、小児科 〒020-0122 盛岡市みたけ4-36-32 019-645-3939 http://morioka-sakura.com/

森整形外科 整形外科 〒028-7111 八幡平市大更25-117-2 0195-76-2318 －

森田小児科医院 小児科 〒020-0117
盛岡市緑が丘4-1-50 

アスティ緑ヶ丘１階
019-662-3326 http://morita-c.net/

杜のこどもクリニック 小児科 〒020-0851 盛岡市向中野3-10-6 019-631-1160 －

八角医院
外科・内科・消化器内科・消化器外科・胃腸内科・

肝臓内科・糖尿病代謝内科・整形外科
〒028-4125 盛岡市好摩字夏間木101-2 019-682-0007 http://yasumi-clinic.nisshindo-g.com/

やはば産婦人科 産婦人科 〒028-3602 紫波郡矢巾町藤沢1-104-1 019-698-1122 http://yahaba-sanfujinka.com/

やまだ胃腸内科クリニック 消化器内科・内科・漢方内科 〒020-0838 盛岡市津志田中央2-18-31 019-614-0180 http://www.e-yamada-clinic.jp/

山田小児科内科医院 小児科・内科・アレルギー科 〒020-0627 滝沢市狼久保688 019-688-4181 －

ゆい内科呼吸器科クリニック 内科・呼吸器科・アレルギー科 〒020-0851 盛岡市向中野2-54-18 019-631-1159 http://www.yui-cl.jp/

ゆとりが丘クリニック 内科 〒020-0638 滝沢市土沢541 019-699-1122 －

横川産婦人科医院 産婦人科 〒028-3309
紫波郡紫波町北日詰字東ノ坊

28-3
019-676-3811 －

よしだクリニック 小児科・アレルギー科 〒020-0864 盛岡市西仙北1-30-50 019-635-8341 http://www.yoshida-cl.com/

吉田耳鼻咽喉科医院 耳鼻咽喉科 〒020-0866 盛岡市本宮2-39-1 019-636-1187 －

吉田消化器科内科 内科 〒020-0832 盛岡市東見前8-20-16 019-632-4600 http://clinic-yoshida.jp/

吉田内科呼吸器科医院 内科・呼吸器科・アレルギー科・循環器科 〒028-7111 八幡平市大更21-79-3 0195-70-1100 －

吉野整形外科麻酔科医院
整形外科・麻酔科・リウマチ科・

リハビリテーション科
〒020-0053 盛岡市上太田金財93-2 019-658-1130 －

わたなべおしりのクリニック 肛門科 〒020-0866 盛岡市本宮5-1-3 019-658-1003 －

医療法人渡辺医院

渡辺耳鼻咽喉科アレルギー科
耳鼻咽喉科 〒020-0831 盛岡市三本柳9-31-6 019-638-3387 －

わたなべ内科・脳神経内科クリニック
神経内科・内科・リハビリテーション科・

脳神経外科・整形外科
〒020-0014 盛岡市高松3-9-8 019-605-1117 http://clinic-watanabe.com/

アオキ歯科医院 一般歯科 〒028-7534 八幡平市荒屋新町109 0195-72-3372   －

あおば歯科小児歯科クリニック 歯科一般、小児歯科 〒020-0127 盛岡市前九年3-19-46 019-648-0222   －

医療法人 岡村歯科医院 歯科・口腔外科・小児歯科・矯正歯科 〒020-0022 盛岡市大通2-6-14 019-625-8241 http://www.satorino.com/

小山田歯科クリニック 歯科 〒020-0134 盛岡市南青山町3-1 019-643-4618 http://www.oyamada-dc.com/

医療法人 寛歯科クリニック 歯科 〒020-0023 盛岡市内丸17-38 杜陵ビル２階 019-654-3316 －
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きたがわ歯科クリニック 歯科 〒020-0062
盛岡市長田町1-5 

カシオペアⅢ 1階
019-656-7555 http://www.u-kuukan.net/kitagawa.dc

木のまち歯科医院 歯科 〒020-0063 盛岡市材木町2-26 近三ビル３階 019-626-4618 http://www.kinomachi.com

さくらだ歯科クリニック 歯科 〒020-0117
盛岡市緑が丘4-1-50 

アスティ３０４
019-661-6480 －

医療法人吉陽会 しまざき歯科医院 歯科・歯科口腔外科・小児歯科 〒020-0807 盛岡市加賀野4-15-30 019-656-8388 http://www.shimazaki-d.com/

医療法人広仁会 

城西歯科クリニック
歯科 〒020-0044 盛岡市城西町7-35 019-624-0531 http://jouseisika.com/

城北歯科医院 歯科 〒028-3303
紫波郡紫波町高水寺字古屋敷

89-4
019-676-3399 －

巣子歯科クリニック 歯科・矯正歯科・小児歯科 〒020-0611 滝沢市巣子1523-1 019-688-8855 －

医療法人 だいこく歯科医院 歯科・小児歯科 〒020-0861 盛岡市仙北3-11-4 019-635-8141 http://www.daikoku-dental.com/

デンタルオフィス Ｋ 歯科・歯科口腔外科・小児歯科 〒020-0022
盛岡市大通1-1-16 

岩手教育会館１Ｆ
019-626-7643 https://www.do-k.jp

トシ歯科医院 歯科・小児歯科 〒020-0122 盛岡市みたけ3-27-15 019-641-7152 －

なかさと歯科医院 一般歯科・歯科口腔外科 〒020-0117 盛岡市緑が丘3-2-44 019-664-1781 －

なごみ矯正・デンタルクリニック 矯正歯科・歯科・小児歯科 〒020-0148
盛岡市前潟4-7-1 

イオンモール盛岡１F
019-645-7530 http://nagomi-dentalclinic.jp/

のむら歯科医院 歯科 〒020-0401 盛岡市手代森14-16-29 019-675-1188 https://nomuradc.jimdo.com/

はしば歯科医院 歯科 〒020-0004 盛岡市山岸4-10-31 019-662-7171 http://www.hashiba7171.com/

ふじむら歯科医院 歯科・小児歯科・矯正歯科 〒020-0878
盛岡市肴町3-30 

パークハイツ中津川１０２
019-625-2418 http://www.fujimurashika.com/

まきふじ歯科医院 歯科 〒028-3308 紫波郡紫波町平沢字松田1-1 019-672-5515 －

前田歯科医院 歯科 〒020-0133 盛岡市青山4-30-1 019-645-2135 －

三田歯科医院 歯科 〒020-0124 盛岡市厨川1-19-5 019-641-2460 －

宮田歯科医院 歯科 〒020-0114 盛岡市高松2-26-27 019-663-4848 http://www.miyatashika-morioka.com/

ゆうがおせ歯科医院 歯科 〒020-0063 盛岡市材木町11-17 工藤ビル 019-652-0806 －

タケダ歯科

盛岡インプラントクリニック
歯科・小児歯科 〒020-0066

盛岡市上田1-3-10 

イースタンキャッスル１階
019-606-4618 https://www.hiro418.com/

吉田歯科クリニック 歯科 〒020-0065 盛岡市西下台町18-27 019-622-0652 http://www.yoshida-dc-morioka.com/

米内歯科医院 歯科 〒020-0831 盛岡市三本柳11-12-2 019-637-2035 http://www.471d.com/

六本木歯科医院 歯科 〒028-3305 紫波郡紫波町日詰字郡山駅205 019-672-4919 －
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