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北部地区 
 
岩⼿県⽴久慈病院 臨床検査技術科 
 〒028-8040 久慈市旭町 10-1 ☎：0194-53-6131 
 
岩⼿県⽴⼆⼾病院 臨床検査技術科 
 〒028-6193 ⼆⼾市堀野字⼤川原⽑ 38-2 ☎：0195-23-2191 
 
岩⼿県⽴⼀⼾病院 臨床検査技術科 
 〒028-5312 ⼆⼾郡⼀⼾町⼀⼾字砂森 60-1 ☎：0195-33-3101 
 
岩⼿県⽴軽⽶病院 臨床検査技術科 
 〒028-6302 九⼾郡軽⽶町⼤字軽⽶ 2-54-5 ☎：0195-46-2411 
 
洋野町国⺠健康保険種市病院 検査室 
 〒028-7914 九⼾郡洋野町種市 23-27-2 ☎：0194-65-2127 
 
久慈市国⺠健康保険⼭形診療所 検査室 
 〒028-8602 久慈市⼭形町川井 9-44-8 ☎：0194-72-2033 
 
国保葛巻病院 検査室 
 〒028-5402 岩⼿郡葛巻町葛巻 16-1-1 ☎：0195-66-2311 
 
⼋幡平市国⺠健康保険⻄根病院 検査室 
 〒028-7112 ⼋幡平市⽥頭 22-79-1  ☎：0195-76-3111 
 
東⼋幡平病院 臨床検査科 
 〒028-7303 ⼋幡平市柏台 2-8-2 ☎：0195-78-2511 
 
岩⼿県⽴中央病院付属沼宮内地域診療センター 臨床検査技術科 
 〒028-4307 岩⼿郡岩⼿町⼤字五⽇市 10-4-7 ☎：0195-62-2511 
 
久慈恵愛病院 検査室 
 〒028-0011 久慈市湊町 17-100 ☎：0194-52-2311 
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盛岡地区 
 
医療法⼈仁妙光会 渋⺠中央病院 検査科 
 〒028-4132 盛岡市渋⺠字⼤前⽥ 53-2 ☎：019-683-2336 
 
独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 盛岡医療センター 臨床検査科 
 〒020-0133 盛岡市⻘⼭ 1-25-1 ☎：019-647-2195 
 
岩⼿県⽴中央病院 臨床検査技術科 
 〒020-0066 盛岡市上⽥ 1-4-1 ☎：019-653-1151 
 
盛岡市⽴病院 医療⽀援部 臨床検査科 
 〒020-0866 盛岡市本宮 5 丁⽬ 15-1 ☎：019-635-0101 
 
岩⼿医科⼤学附属病院 
 〒028-3695 紫波郡⽮⼱町医⼤通 2-1-1 ☎：019-613-7111 
 
岩⼿医科⼤学附属内丸メディカルセンター 
 〒020-8505 盛岡市内丸 19-1 ☎：019-613-6111 
 
岩⼿医科⼤学⽮⼱キャンパス 
 〒028-3694 紫波郡⽮⼱町医⼤通 1-1-1 ☎：019-651-5111 
 
⼀般財団法⼈ 岩⼿済⽣医会 三⽥記念病院 
 〒020-0807 盛岡市加賀野 3-14-1 ☎：019-624-3251 
 
医療法⼈社団恵仁会 三愛病院 総合検査科 検査室 
 〒020-0121 盛岡市⽉が丘 1-29-15 ☎：019-641-6633 
 
医療法⼈ 遠⼭病院 検査科 
 〒020-0877 盛岡市下ノ橋町 6-14 ☎：019-651-2111 
 
栃内病院 検査科 
 〒020-0878 盛岡市肴町 2-28 ☎：019-623-1316 
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盛岡⾚⼗字病院 医療技術部 検査技術課・病理技術課 
 〒020-8560 盛岡市三本柳 6-1-1 ☎：019-637-3111 
 
岩⼿県⾚⼗字⾎液センター 
 〒020-0831 盛岡市三本柳 6-1-6 ☎：019-637-7200 
 
公益財団法⼈ 岩⼿県予防医学協会 臨床検査課 
 〒020-8585 盛岡市北飯岡 4-8-50 ☎：019-638-7185 
 
株式会社 中央臨床メディエンス 検査グループ 
 〒020-0133 盛岡市⻘⼭ 4-47-30 ☎：019-641-3411 
 
株式会社 盛岡臨床検査センター 臨床検査部 
 〒020-0841 盛岡市⽻場 13 地割 30-3 ☎：019-639-9218 
 
社会福祉法⼈ 岩⼿愛児会 ⼦どもは未来もりおかこどもクリニック 検査室 
 〒020-0102 盛岡市上⽥字松屋敷 11-14 ☎：019-662-5656 
 
社団医療法⼈久仁会 内丸病院 検査室 
 〒020-0015 盛岡市本町通 1-12-7 ☎：019-654-5331 
 
盛岡つなぎ温泉病院 検査室 
 〒020-0055 盛岡市繋字尾⼊野 64-9 ☎：019-689-2101 
 
医療法⼈社団 甲友会 栗原クリニック 検査科 
 〒020-0015 盛岡市本町通 1-16-4 ☎：019-654-7123 
 
栗原甲状腺研究所 検査科 
 〒020-0015 盛岡市本町 1-16-4 ☎：019-654-7123 
 
医療法⼈巖⼼会 栃内第⼆病院 検査室 
 〒020-0778 滝沢市⼤釜字吉⽔ 103-1 ☎：019-684-1111 
  
鴬宿温泉病院 検査室 
 〒020-0573 岩⼿郡雫⽯町南畑 32-265 ☎：019-695-2321 
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盛岡観⼭荘病院 検査室 
 〒020-0114 盛岡市⾼松 4-20-40 ☎：019-661-2685 
 
社会医療法⼈智徳会 未来の⾵せいわ病院 検査室 
 〒020-0401 盛岡市⼿代森 9-70-1 ☎：019-696-2055（内線 2310） 
 
医療法⼈友愛会 盛岡友愛病院 臨床検査科 
 〒020-0834 盛岡市永井 12-10 ☎：019-638-2222 
 
公益財団法⼈ 岩⼿県対がん協会 検診四課 
 〒020-0834 盛岡市永井 14-46 ☎：019-637-2966 
 
いわてリハビリテーションセンター 検査室 
 〒020-0503 岩⼿郡雫⽯町第 22 地割字七ツ森 16-243 ☎：019-692-5800 
 
医療法⼈⽇新堂 ⼋⾓病院 医療技術部 検査課 
 〒028-4125 盛岡市好摩字夏間⽊ 70-190 ☎：019-682-0201 
 
医療法⼈⽇新堂 ⼋⾓医院 医療技術部 検査課 
 〒028-4125 岩⼿県盛岡市好摩字夏間⽊ 101-2 ☎：019-682-0007 
 
恵仁会 三愛病院附属⽮⼱クリニック 検査科 
 〒028-3601 紫波郡⽮⼱町⾼⽥ 11-25-2 ☎：019-697-1131 
 
社団医療法⼈啓愛会 孝仁病院 検査科 
 〒020-0052 盛岡市中太⽥泉⽥ 28 ☎：019-656-2888 
 
盛岡ながの脳神経クリニック 検査科 
 〒020-0835 盛岡市津志⽥ 16-17-2 ☎：019-639-0123 
 
社会福祉法⼈新⽣会重症⼼⾝障害児（者）施設みちのく療育園 検査室 
 〒028-3623 紫波郡⽮⼱町⼤字煙⼭ 24-1 ☎：019-611-0600 
 
有限会社 東和微⽣物検査所 
 〒020-0863 盛岡市南仙北 2 丁⽬ 8-29 ☎：019-635-6151 
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DPR 株式会社  
 〒020-0122 盛岡市みたけ 4-10-53 ☎：019-648-1432 
 
医療法⼈共⽣会 松園第⼆病院 検査科 
 〒020-0103 盛岡市⻄松園 3-22-3 ☎：019-662-0100 
 
医療法⼈社団 ⾼松病院 検査課 
 〒020-0115 盛岡市館向町 4-8 ☎：019-624-2250 
 
株式会社 江東微⽣物研究所 盛岡ラボラトリー 検査部 
 〒020-0891 紫波郡⽮⼱町流通センター南 3-2-17 ☎：019-632-3033 
 
岩⼿県環境保健研究センター 保健科学部 
 〒020-0857 盛岡市北飯岡 1 丁⽬ 11-16 ☎：019-656-5669 
 
かなざわ内科クリニック 検査科 
 〒020-0125 盛岡市上堂 1-18-24 ☎：019-647-3057 
 
あべ神経内科クリニック 検査科 
 〒020-0878 盛岡市肴町 6 番 6 号 ☎：019-606-3711 
 
PCL 盛岡病理細胞診センター 
 〒020-0841 盛岡市⽻場 13 地割 30-3 ☎：019-614-0828 
 
公益財団法⼈ 岩⼿県対がん協会いわて健康管理センター 
 〒020-0864 盛岡市⻄仙北 1-17-18 ☎：019-635-8850 
 
盛岡医療⽣活協同組合 川久保病院 
 〒020-0835 盛岡市津志⽥ 26-30-1 ☎：019-635-1305 
 
⼟井尻医院 
 〒020-0771 滝沢市⼤釜⽵⿐ 163-15 ☎：019-684-1325  
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中部地区 
 
岩⼿県⽴胆沢病院 臨床検査技術科 
 〒023-0864 奥州市⽔沢⿓ケ⾺場 61 番地 ☎：0197-24-4121 
 
奥州市総合⽔沢病院 臨床検査科 
 〒023-0053 奥州市⽔沢⼤⼿町 3-1 ☎：0197-25-3833 
 
特定医療法⼈社団 清和会 奥州病院 臨床検査室 
 〒023-0828 奥州市⽔沢東⼤通り 1-5-30 ☎：0197-25-5111 
 
総合花巻病院 臨床検査科 
 〒025-0075 花巻市花城町 4-28 ☎：0198-23-3311 
 
岩⼿県⽴中部病院 臨床検査技術科 
 〒024-8507 北上市村崎野 17-10 ☎：0197-71-1511 
 
北上済⽣会病院 臨床検査科 
 〒024-8506 北上市花園町 1-6-8 ☎：0197-64-7722 
 
岩⼿県⽴遠野病院 臨床検査技術科 
 〒028-0541 遠野市松崎町⽩岩 14-74 ☎：0198-62-2222 
 
岩⼿県⽴江刺病院 臨床検査技術科 
 〒023-1103 奥州市江刺⻄⼤通り 5-23 ☎：0197-35-2181 
 
岩⼿県⽴東和病院 臨床検査技術科 
 〒028-0115 花巻市東和町安俵 6-75-1 ☎：0198-42-2211 
 
町⽴⻄和賀さわうち病院 検査室 
 〒029-5612 和賀郡⻄和賀町沢内字⼤野 13-3-12 ☎：0197-85-3131 
 
国⺠健康保険 ⾦ケ崎診療所 検査室 
 〒029-4503 胆沢郡⾦ケ崎町⻄根鑓⽔ 98 ☎：0197-44-2121 
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奥州市国⺠健康保険 まごころ病院 検査科 
 〒023-0401 奥州市胆沢南都⽥字⼤持 40 ☎：0197-46-2121 
 
医療法⼈財団正清会 六⾓⽜病院 検査室 
 〒028-0502 遠野市⻘笹町中沢 5-5-1 ☎：0198-62-2026 
 
医療法⼈社団創⽣会 おとめがわ病院 検査科 
 〒023-0003 奥州市⽔沢佐倉河字慶徳 27-1 ☎：0197-24-4148 
 
社団医療法⼈啓愛会 宝陽病院 臨床検査科 
 〒028-3111 花巻市⽯⿃⾕町新堀第 15-23 ☎：0198-45-6500 
 
照井内科・消化器科医院 検査科 
 〒025-0072 花巻市四⽇町 3-5-8 ☎：0198-23-6100 
 
医療法⼈⼩原クリニック 検査室 
 〒025-0091 花巻市⻄⼤通り 2-22-15 ☎：0198-22-3833 
 
公益財団法⼈岩⼿県予防医学協会県南センター 検査係 
 〒029-4503 胆沢郡⾦ケ崎町⻄根前野 209-1 ☎：0197-44-5711 
 
奥州市国⺠健康保険前沢診療所 検査科 
 〒029-4208 奥州市前沢字⽴⽯ 180-1 ☎：0197-41-3200 
 
株式会社 江東微⽣物研究所 北上ラボラトリー 
 〒024-0072 北上市北⻤柳 19-85-1  ☎：0197-71-5581 
 
社団医療法⼈啓愛会 美希病院 検査室 
 〒029-4201 奥州市前沢古城字丑沢上野 100 ☎：0197-56-6111 
 
社団医療法⼈啓愛会 美⼭病院 臨床検査科 
 〒023-0132 奥州市⽔沢⽻⽥町⽔無沢 495-2 ☎：0197-24-2141 
 
医療法⼈ 社団徳⼼会 花城循環器クリニック 
 〒025-0075 花巻市花城町 12-11 ☎：0198-21-3118 
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奥州市国⺠健康保険 ⾐川診療所 検査室 
 〒029-4332 奥州市⾐川古⼾ 48-3 ☎：0197-52-3500 
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南部地区 
 
岩⼿県⽴⼤船渡病院 臨床検査技術科 
 〒022-8512 ⼤船渡市⼤船渡町字⼭⾺越 10-1 ☎：0192-26-1111 
 
独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 岩⼿病院 研究検査科 
 〒021-0056 ⼀関市⼭⽬字泥⽥⼭下 48 ☎：0191-25-2221 
 
岩⼿県⽴磐井病院 臨床検査技術科 
 〒029-0192 ⼀関市狐禅寺字⼤平 17 ☎：0191-23-3452 
 
医療法⼈博愛会 ⼀関病院 臨床検査室 
 〒021-0884 ⼀関市⼤⼿町 3-36 ☎：0191-23-2050 
 
社団医療法⼈ ⻄城病院 検査室 
 〒021-0871 ⼀関市⼋幡町 2-43 ☎：0191-23-3636 
 
岩⼿県⽴⾼⽥病院 臨床検査技術科 
 〒029-2205 陸前⾼⽥市⾼⽥町字太⽥ 56（T512-2） ☎：0192-54-3221 
 
岩⼿県⽴⼤東病院 臨床検査技術科 
 〒029-0711 ⼀関市⼤東町⼤原字川内 128 ☎：0191-72-2121 
 
岩⼿県⽴千厩病院 臨床検査技術科  
 〒029-0803 ⼀関市千厩町千厩字草井沢 32-1 ☎：0191-53-2101 
 
医療法⼈勝久会 地ノ森クリニック 臨床検査課 
 〒022-0002 ⼤船渡市⼤船渡町字⼭⾺越 188 ☎：0192-26-5021 
 
医療法⼈社団愛⽣会 昭和病院 検査部 
 〒021-0885 ⼀関市⽥村町 6-3 ☎：0191-23-2020 
 
特定医療法⼈社団 清和会 岩⼿クリニック⼀関 検査科 
 〒021-0002 ⼀関市中⾥字在家 65 ☎：0191-21-5111 
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⼀関市国⺠健康保険 藤沢病院 検査室 
 〒029-3405 ⼀関市藤沢町藤沢字町裏 52-2 ☎：0191-63-5211 
 
医療法⼈勝久会 松原クリニック 臨床検査課 
 〒029-2205 陸前⾼⽥市⾼⽥町字中⽥ 69-2 ☎：0192-53-1721 
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三陸地区 
 
岩⼿県⽴宮古病院 臨床検査技術科 
 〒027-0096 宮古市崎鍬ヶ崎第 1 地割 11-26 ☎：0193-62-4011 
 
宮古臨床検査センター 検査課 
 〒027-0053 宮古市⻑町 2-2-1 ☎：0193-62-1098 
 
独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構 釜⽯病院 研究検査科 
 〒026-0053 釜⽯市定内町 4-7-1 ☎：0193-23-7111 
 
岩⼿県⽴釜⽯病院 臨床検査技術科 
 〒026-8550 釜⽯市甲⼦町 10-483-6 ☎：0193-25-2011 
 
医療法⼈楽⼭会 せいてつ記念病院 臨床検査科 
 〒026-0052 釜⽯市⼩佐野町 4-3-7 ☎：0193-23-2030 
 
岩⼿県⽴⼤槌病院 臨床検査技術科 
 〒028-1121 上閉伊郡⼤槌町⼩鎚第 23 地割字寺野 1-1 ☎：0193-42-2121 
 
宮古市国⺠健康保険⽥⽼診療所 臨床検査室 
 〒027-0325 宮古市⽥⽼三王⼀丁⽬ 1-3 ☎：0193-65-7071 
 
岩⼿県⽴⼭⽥病院 臨床検査技術科 
 〒028-1311 下閉伊郡⼭⽥町飯岡 1-21-1 ☎：0193-82-2111 
 
済⽣会岩泉病院 臨床検査科 
 〒027-0501 下閉伊郡岩泉町岩泉字中家 19-1 ☎：0194-22-2151 
 
特定医療法⼈弘慈会 宮古第⼀病院 臨床検査室 
 〒027-0074 宮古市保久⽥ 8-37 ☎：0193-62-3737 
 
釜⽯厚⽣病院 臨床検査室 
 〒026-0054 釜⽯市野⽥町 1-16-32 ☎：0193-23-5105 
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三陸病院 検査室 
 〒027-0048 宮古市板屋 1-6-36 ☎：0193-62-7021 
 
後藤泌尿器科⽪膚科医院 検査室 
 〒027-0083 宮古市⼤通 1-3-24 ☎：0193-62-3630 
 
はまと神経内科クリニック 検査科 
 〒026-0301 釜⽯市鵜住居町 13-31-1 ☎：0193-29-1212 
 
医療法⼈仁医会 釜⽯のぞみ病院 臨床検査科  
 〒026-8691 釜⽯市⼤渡町 3-15-26 ☎：0193-31-2300 


