
12月  2 9日（木）

12月  3 1日（土） 1月  1日（日） 1月  2日（月） 1月  3日（火）

12月  3 0日（金）

市町村名 診療科目 医療機関名 電話番号

●「内」 …………………………… 内科
●「外」 …………………………… 外科
●「整外」 ……………………整形外科
●「小児」 ……………………… 小児科
●「リハ」…………リハビリテーション科
●「神内」 ……………………神経内科
●「脳外」 …………………脳神経外科
●「放」 ………………………放射線科
●「肛門」 ……………………… 肛門科
●「消内」 …………………消化器内科
●「循内」 …………………循環器内科
●「耳鼻」 ……………………… 耳鼻科
●「心療」 ……………………心療内科
●「胃腸」 ……………………… 胃腸科

※診療科表示中の略称は以下の通りです。

■受付：24時間／全日（土日・祝日を含む）
■電話：0570-089-005　■FAX：050-3730-7658

熱のある方、新型コロナウイルス感染症の疑いがある方の受診には注意が必要です

担当窓口の紹介・制度の説明や助言など

■受付：9時～21時（土日・祝日を含む）
■電話：019-629-6085
■FAX：019-626-0837

発熱等の症状のない方の一般相談

岩手県新型コロナウイルス感染症
相談窓口（コールセンター）

岩手日報 12/24掲載　全10段

盛岡市仙北 小豆嶋胃腸科内科クリニック 019-636-1503内　科

盛岡市神明町 栃内内科医院 019-624-5277内　科

盛岡市月が丘 三愛病院 019-641-6633内　科

盛岡市本宮 しんたろうクリニック 019-631-3110外/整外

盛岡市津志田 川久保病院 019-635-1305小児科

一関市大東町 菊池内科医院 0191-74-2512内　科

一関市山目 佐藤外科肛門科医院 0191-26-5125外科系

大船渡市大船渡町 菊池医院 0192-21-1620内科系

二戸市福岡 ほそかわ小児科クリニック 0195-26-8100小児科

久慈市田屋町 しろと内科循環器科クリニック 0194-61-3330内科/
循環器科

滝沢市鵜飼 滝沢中央病院 019-684-1151内科/外科

雫石町寺の下 篠村医院 019-692-5151外/消内/内

葛巻町葛巻 葛巻町国保 葛巻病院 0195-66-2311内科/外科

岩手町沼宮内 佐々木医院 0195-62-2234内　科

紫波町桜町 県立紫波地域診療センター 019-676-3311内科/外科

花巻市太田 恵ライフクリニック 0198-39-1133内科系

花巻市星が丘 星が丘瀬川皮膚科クリニック 0198-23-3858外科系

北上市相去町 立正堂医院 0197-67-2708内科系

北上市柳原町 きたかみ腎クリニック 0197-61-5700外科系

遠野市松崎町 遠野バイパス整形外科 0198-66-3555整形外科

奥州市水沢 奥州金ケ崎休日診療所 0197-25-3935内科/外科

一関市駅前 桂島医院 0191-21-8883内　科

一関市花泉町 菅原内科循環器科医院 0191-82-5528内　科

一関市舞川 西城医院 0191-28-2393外科系

一関市東山町 阿部医院 0191-47-3898内　科

大船渡市盛町 飯塚眼科医院 0192-21-3011外科系

大槌町小鎚 植田医院 0193-42-2130内科/小児科

久慈市中の橋 おおさわ内科・胃腸科医院 0194-61-3033内科/胃腸科

葛巻町葛巻 葛巻町国保 葛巻病院 0195-66-2311内科/外科

盛岡市本宮 荻野病院 019-636-0317内　科

盛岡市上田 おいかわ内科クリニック 019-622-7400内　科

盛岡市山岸 もりた整形外科 019-652-5858外/整外

盛岡市松園 臼井循環器呼吸器内科 019-662-9845小児科

八幡平市大更 八幡平市立病院 0195-76-3111内科/外科

滝沢市牧野林 こんの神経内科・
脳神経外科クリニック 019-699-1111神内/脳外/内/

外/整外/リハ

雫石町寺の下 篠村泌尿器科クリニック 019-692-1285泌尿器科

矢巾町南矢幅 南矢巾ハートクリニック 019-698-1010内　科

岩手町五日市 佐渡医院 0195-62-3211脳外/外/整外/
内/心療/リハ

花巻市若葉町 熊谷内科胃腸科医院 0198-22-1234内科系

花巻市西大通 吉田整形外科医院 0198-22-2151外科系

北上市大曲町 さくらの内科クリニック 0197-61-5060内科系

北上市さくら通り いとう小児科クリニック 0197-61-5155小児科

遠野市上組町 上組町ほほえみスキンクリニック 0198-68-3330皮膚科

奥州市水沢 奥州金ケ崎休日診療所 0197-25-3935内科/外科

一関市田村町 昭和病院 0191-23-2020内　科

一関市千厩町 遠藤医院 0191-53-2126整形外科/
内科

一関市中里 岩手クリニック一関 0191-21-5111内　科

一関市大手町 一関病院 0191-23-2050外科系

大船渡市末崎町 滝田医院 0192-29-3108内　科

釜石市大渡町 釜石ファミリークリニック 0193-31-1616内　科

久慈市門前 金子クリニック 0194-61-1005内科/
糖尿病内科

二戸市堀野 よこもり眼科クリニック 0195-22-2230眼　科

盛岡市中野 ささき医院 019-653-0230内　科

盛岡市高松 森谷医院 019-663-1247内　科

盛岡市好摩 八角病院 019-682-0201内　科

盛岡市神明町 くろだ脳神経・頭痛クリニック 019-653-3522外/整外

盛岡市三本柳 小林小児科クリニック 019-638-0404小児科

滝沢市穴口 植田内科消化器科医院 019-643-5511内科/
消化器科

雫石町八卦 上原小児科医院 019-692-3907小児科

岩手町江刈内 佐藤整形外科クリニック 0195-68-7240整形外科

矢巾町南矢幅 Ｅ．肌クリニック不来方 019-698-1152皮膚科

花巻市東和町土沢 織笠内科医院 0198-42-2515内科系

花巻市西大通 ゆかわ脳外科 0198-24-2960外科系

北上市鬼柳町 みなみ内科クリニック 0197-62-3730内科系

北上市鬼柳町 よしだ整形外科クリニック 0197-62-5525外科系

奥州市水沢 奥州金ケ崎休日診療所 0197-25-3935内科/外科

遠野市穀町 川上医院 0198-62-2051内　科

一関市三関 木村消化器内科 0191-21-1311内　科

一関市中央町 一関中央クリニック 0191-21-1222内　科

一関市川崎町 かわさきファミリークリニック 0191-43-3770内　科

一関市三関 岡崎整形外科 0191-23-7000外科系

陸前高田市高田町 松原クリニック 0192-53-1721内科系

釜石市只越町 堀耳鼻咽喉科眼科医院 0193-22-1005耳鼻咽喉科
/眼科

久慈市門前 ちだ医院 0194-61-3366小児科

二戸市石切所 千葉耳鼻咽喉科医院 0195-26-8133耳鼻咽喉科

盛岡市乙部 金子胃腸科内科 019-696-2012内　科

盛岡市緑が丘 えいづか内科胃腸科クリニック 019-663-7788内　科

盛岡市本宮 なおや脳神経・頭痛クリニック 019-656-3708外/整外

盛岡市月が丘 さいとう小児科クリニック 019-643-7171小児科

八幡平市大更 八幡平市立病院 0195-76-3111内科/外科

滝沢市土沢 木村内科クリニック 019-699-1260内　科

雫石町千刈田 雫石大森クリニック 019-691-2345内/胃腸/外/
肛門/眼

葛巻町葛巻 葛巻町国保 葛巻病院 0195-66-2311内科/外科

紫波町日詰 はたふく医院 019-672-2121内　科

岩手町五日市 県立宮内地域診療センター 0195-62-2511内科/外科

花巻市不動町 中舘内科クリニック 0198-41-1515内科系

花巻市大通り 小瀬川皮膚科医院 0198-41-2100外科系

北上市中野町 中島医院 0197-65-6151内科系

北上市柳原町 ささもり耳鼻咽喉科医院 0197-64-6644外科系

遠野市新穀町 あいずみ内科医院 0198-63-2021内　科

奥州市水沢 奥州金ケ崎休日診療所 0197-25-3935内科/外科

一関市千厩町 千厩ひかりクリニック 0191-51-1156内科/
神経内科

一関市山目 千葉内科医院 0191-25-3211内　科

平泉町平泉 ひらいずみ内科クリニック 0191-34-1133内　科

一関市山目 一関すずき整形外科クリニック 0191-33-1110外科系

大船渡市猪川町 えんどう消化器科
内科クリニック 0192-21-1555内科/

消化器科

大槌町大槌 道又内科小児科医院 0193-42-2500内科/小児科

久慈市湊町 久慈恵愛病院 0194-52-2311内科/外科/
整形外科

一戸町一戸 0195-43-3137小児科 ふくもりたこどもクリニック・
アレルギー科一戸町一戸 小野寺内科医院 0195-33-2505内　科

盛岡市繋 盛岡つなぎ温泉病院 019-689-2101内　科

盛岡市渋民 秋浜内科クリニック 019-683-2333内　科

盛岡市本町通 たぐち脳神経外科クリニック 019-621-1234外/整外

盛岡市紺屋町 村田小児科医院 019-622-7132小児科

岩手町江刈内 さわやかクリニック 0195-62-2043内/循内/消内/
眼/耳鼻/リハ

葛巻町葛巻 葛巻町国保 葛巻病院 0195-66-2311内科/外科

葛巻町葛巻 葛巻町国保 葛巻病院 0195-66-2311内科/外科

紫波町上平沢 なおしま医院 019-673-6967内　科

北上市北鬼柳 日高見中央クリニック 019-61-0888内科系

北上市上江釣子 菅整形外科医院 0197-77-5110外科系

一関市千厩町 もりあい内科クリニック 0191-51-3322内　科

盛岡市下ノ橋町 遠山病院 019-651-2111内　科

盛岡市東緑が丘 石井内科消化器科医院 019-662-1615内　科

盛岡市中央通 かとう整形外科クリニック 019-622-2555外/整外

盛岡市上厨川 中村こどもクリニック 019-648-7711小児科

八幡平市平舘 平舘クリニック 0195-74-3120外/整外/内

滝沢市大釡 土井尻医院 019-684-1325循環器科/
内科

八幡平市柏台 東八幡平病院 0195-78-2511脳外/外/リハ/
整外/内/小児/放

八幡平市柏台 東八幡平病院 0195-78-2511脳外/外/リハ/
整外/内/小児/放

雫石町南畑 鶯宿温泉病院 019-695-2321内/外/整外

岩手町五日市 北上脳神経外科クリニック 0195-61-3636脳外/神内/整外/
リハ/外/内

花巻市花城町 花城循環器クリニック 0198-21-3118内科系

矢巾町西徳田 堀江医院 019-681-8868外科/内科

花巻市御田屋町 とみつか脳神経外科クリニック 0198-23-2100外科系

北上市大通り きたかみ駅前内科クリニック 0197-61-3372内科系

北上市大堤北 千田クリニック 0197-71-2455外科系

一関市末広 小野寺内科循環器科 0191-23-5600内　科

一関市竹山町 阿部内科クリニック 0191-23-2918内　科

葛巻町葛巻 葛巻町国保 葛巻病院 0195-66-2311内科/外科

厚生労働省では、国民の皆さまに
今冬の対策として

新型コロナウイルス感染症に関する
注意喚起をしておりますので、
こちらもご確認ください。

年末年始における当番医以外の
発熱外来を限定して行う医療機関は
こちらのQRコードからご確認ください。

院内感染の要因となるかもしれませんので、いきなり
医療機関を受診することは避けましょう。検査ができる
のかどうか、 受診してよい時間など注意事項の確認を
してください。
かかりつけ医が休診中の場合や当番医が検査・受診
出来ない場合もあります。 その場合は、 「いわて健康
フォローアップセンター（旧：受診・相談センター）」に電話で相
談し、最寄りの診療・検査医療機関を確認してください。

※岩手県のホームページでは県内の
「診療・検査医療機関一覧」があります。

いわて健康フォローアップセンター に電話相談

※令和4年12月15日より、従来の「受診・相談センター」は「いわて健康フォローアップセンター」に統合し、発熱等の症状がある方からの電話相談を受け付けています。

年末年始発熱外来一覧

※こちらのＱＲコードは12/26（月）から直近の情報がご覧いただけます。

※当番医が変更になる場合もございますので、受診前にあらかじめご確認下さい。

年末年始保存版
●お子さんの具合が悪い時は早めに「日中の当番医」を受診してください。
●夜間におけるお子さんの病気への対処や応急措置の相談は
　「こども救急相談電話」（夜7時～夜11時）TEL.019-605-9000が対応します。

朝9時～夕方5時
●医師会だより 必ず立ち直る！岩手

お元気ですか
No.272　2022.12月号

※地域によって異なる場合があります。
　ご確認ください。

こども救急相談電話 019-605-9000
#8000または ※PHS・ダイヤル回線・IP電話の方は

　上記の番号をご利用ください。受付時間／午後7時～午後11時

ご要望は何なりとご遠慮なくお寄せください

岩手県医師会
協賛／岩手県医師信用組合・岩手県予防医学協会・JA岩手県厚生連「お元気ですか」次回の掲載は1/25（水）です。

〒020-8584 盛岡市菜園2丁目8-20 TEL.019-651-1455 FAX.019-654-3589


