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宮古市災害対策本部



医療情報　H235．11一部情報更新≪宮古保健所≫

下記の情報は、宮古保健所が関係者への聞き取り等により取りまとめたものです。
その後の状況変化により、診療時間等が変更される場合がありますので、ご留意願います。

診療所 県立宮古病院（災害拠点病院） ��i|8鳧ｭB�電話 

8：30～17：00（月～金）【通常診療】 ��

宮古第一病院（慢性期医療・リハビリ） �>�怦�ｳ��C�������c���冦��ｨ��8ｨ6�7(8ｨ�ｳ�H�c�����h�c���佇��Y�X�Xｾ��ｨ��ｮ�怦�ｳ��C������������冦��｢� 

宮古山口病院1臆。 祷�c�����x���c���佇���ｾ��ｨ���hｫ8�"� 

三陸病院　」憫† 祷�c�����(�c�����H�c�����x�c���佇���ｾ��ｨﾜIx悪8�(���hｫ8�"� 

金沢内科医院 嶋�c3����(�c�����H�c���ﾃ�x�c���佇��X懆�Ym��Xｾ��｢� 
8：30～12：00（水・土）　　　　（日・祝は休診） 

岩見神経内科医院 ��假9WH�｣���3�����6｣�X���8�C3����X�c�����Yvｨﾍ�8��7��Y?ｨ�X�,ﾘｷ��h�｢�5／2現在不通 可能な検査：血液、尿、心電図、エコー（ェックス線とMRIは検査不可） 

熊坂内科医院（糖尿病） 嶋�c3������c���佇���ｾ��ｨ��7��Y?ｨ�X�,ﾘｷ��h�｢� 
（インスリン使用中の患者対応可） 

山下眼科医院 祷�c�������c�����H�c�����h�c���佇��X懆�Ym��Xｾ�,ﾈ�9WH鳧ｭH�｢� 
9：00～11：00（水・土の受付時間） 

豊島医院 嶋�c3����(�c�����H�c�����x�c�����X�Y7�,ﾘﾍ���(h,ﾈ-ﾘ�｢� 

佐藤雅夫クリニック 嶋�c3����x�c3����X�Y7况ｩ?ｨ,ﾓ��c3����(�c���｢� 

岩間耳鼻咽喉科医院 俐I�c��C3����(�c�����H�c3����x�c���冦益ｨｷ��h�｣���3����(�C����7��｢� 
新患8：30～11：00、14‥30～16：00（木曜休診）8‥30～11＝00（土） 

川原田小児科医院 嶋�c3����x�c�X�佇��X懆�Ym��Xｾ��ｨ����c3����(�c�����X�Y7��｢� 

おおうち消化器科内科クリニック 嶋�c�����(�c3����H�c�����x�c3��佇��X懆�Y�X�Xｾ��｢� 
8：30～12：30（木・土）　　　　（日・祝休診） 

林整形外科・内科医院 祷�c�����(�c�����8�c3����x�c���佇���ｾ��ｨ����c�����(�c����7��｢� 

おかだ外科内科クリニック 嶋�c3����(�c�����H�c�����x�c���佇���懆���X��ｾ��｢� 
8：30－12：00（木、土） 

伊東産婦人科医院 祷�c�����(�c�����H�c�������c���佇���ｾ��ｨ����c�����8�c����7��｢� 

松井産婦人科医院 祷�C�����x�c���佇���ｾ��ｨ����C�����(�c3���7��｢� 

たかはしメンタルクリニック 祷�c�������c3����H�c�����h�c3���7��Y?ｨ�X�,ﾘｷ��h�｢� 

木沢医院 嶋�c3����x�c���佇���ｾ��ｨ����c3����(�c����7��ｨ��?ｨ�X�ｷ��h�｢� 

後藤泌尿器科皮膚科医院 嶋��3����x�c3���7况ｩ?ｨ,ﾘﾍ���,ﾈ-ﾘ�(�?ｨ,ﾘｷ��h+x.�*ｨ��:y�ﾘ,ﾘﾗ8*H�"� 

奥脳神経外科クリニック 祷�c�����(�c�����H�c�������c���佇��X懆�Ym��Xｾ��｢� 9：00～12：00（水・土）　　（第二土・日・祝休診） 

診察、処方は可。CT検査等は不可 

小野寺医院 �9ilｨｷ��b�4＿ノ26現在不通 

石川整形外科医院 俐Ix�,h�_ｸ,ﾈ-ﾘ��[ﾙ?ｨ,ﾓ��c�����(�c��,c�8�c3����h�C���4／26現在不通 
土曜日は午前のみ診察、日曜祝日は休診 

さかもと眼科クリニック �4ｨ8ｨ8H7(8ｳX､ｸ嵋�i|8��亶ｸﾌ8�8哩*ﾃ(�ﾃX�ｨ,�,I�i|2� 9：00～11：30、13：00－16：30（日・月・祝日は休診） ��

松井内科医院 祷�c�����(�c3����8�c3����h�c3��佇���ｾ��ｨ����c�����(�c3���7��｢� 

関根内科小児科 嶋�C3����(�c�����H�c�����x�c�������ｾ��ｨ����c3����X�c����7��｢� 
血液検査は可、レントゲン撮影は不可 

岩手県立宮古病院附属重茂診療所 店���(���C��c���ﾃ�(�c���i|8�#X���X決ﾗ陷��Xｾ���c�����(�C���neR� 
汚　医嫁サー一一一ムによそ〉救護所として診療を実施している′｝ 



宮古アイ・クリニック ����c�����x�c���冦��Y?ｨ,ﾈ-ﾙ�i|8�ｨ鳧ｭH,ﾙ¥��,h,�.��ｨﾘx*�.��"� 

宮古市国民健康保険新里診療所 嶋��3����h�c3��佇���迄��m���ｾ��ｨ�����3����(�c������｢� 

宮古市国民健康保険田老診療所 祷�c�����h�c���佇���ｾ��ｨ�h4�8ｨ�ｸ98784�蕀zH-ﾘ.(+�,丶ｩ�ﾒ� 

宮古市国民健康保険川井診療所 嶋�c3����x�c���佇�/�ｾ��｢� 

県立山田病院 祷�c�������c3����H�c���ﾈ�ﾃ�h�c��� 

近藤医院 祷�c�����(�c3����H6｣�����x�c3��滴ﾈ�,ﾙh�?ｩ�h���#Xﾈ�*�.y?ｨ�X�ｷ��h�｢� 

4／11から旧山田病院（八幡町12－9）の仮設診療所 

うらべ内科クリニック 嶋�c3��ﾃ�(�c�����8�c3����h�c3��亶��h�9�X,i7�,ﾈﾍ�8��?ｩvｨ�?ｨ�"�4／26現在不通 
4／11から船越駅前の仮設診療所で診療 

熊谷医院 ��儻9k��｢�4／26現在不通 

後藤医院 嶋�c3������c3����H�c�����x�c���亶��h�i7况ｨ,ﾈﾍ�8��?ｩvｨ�?ｨ��ﾈﾈ悠:y�ﾘ,ﾘ��邵�｢� ※泌尿器科は火曜日及び金曜日は午前中のみ診察　　　　　　　　加3－82－6690 

※第三木曜日の午後は他病院の応援から戻り次第診察 

済生会岩泉病院 祷�c�����x�c���佇���ｾ��｢� 

小川診療所 嶋�c�����x�c���佇���ｾ��ｨ����c�����(�c����7��｢� 

佐々木医院 祷�c�����X�c���佇���ｾ��ｨ����c�����(�c����7��｢� 

国保田野畑村診療所 兌ﾙ?ｨ��7况ｨ,ﾃ��c3����(�c�����H�c�����x�c��� 

調剤薬局 丶ｨｼx�8ｻR�電話 

つくし薬局　磯鶏店 嶋�c3����x�c���佇���懆��m���ｾ��ｨ����c3����(�c3����X��7��｢� 

つくし薬局　舘合店 嶋�c3����x�c���佇���懆��m���ｾ��ｨ����c3����(�c3����X��7��｢� 

かもめ薬局 嶋�c3������c���佇���懆��m���ｾ��ｨ����c3����8�c�����X��7��｢� 

健康堂薬局　駅前店 嶋�c3������c3��佇���皦�｢� 

健康堂薬局　小山田店 嶋�c3����x�c3��佇���懆��m���ｾ��ｨ����c3����(�c3����X��7��｢� 

健康堂薬局　栄町店 嶋�c3�-c��C��c���佇���懆��m���ｾ��ｨ����c3����8�c�����X��7��｢� 

健康堂薬局　本店 儂ﾘﾝ��丶ｨｼx鳧ｯｨ,ﾙj).��｢�4／11現在不通 

あすなろ薬局 祷�c�������c3��佇���懆��m���ｾ��ｨ����c�����(�c3����X��7��ｨ���c)7况ｩ¥(ｼr� 

ミドリ薬局　美田店 嶋�c3����x�c���佇���懆���X��ｾ��ｨ����c3����(�c3��冦���7��｢� 

ミドリ薬局　宮古中央店 祷�c�����x�c���佇���ｾ��｢� 

さくら薬局 嶋�c3����x�c���佇���ｾ��｢� 

ポプラ薬局 祷�c�������c���佇���7��｢� 

ひまわり薬局 嶋+�3����x�c���佇���ｾ��｢� 

あさひ調剤薬局 嶋�c3������c3��佇���ｾ��ｨ����c3����x�c����7��｢� 

宮古調剤薬局 嶋�c3������c���佇���ｾ��｢� 

おかむら調剤薬局 祷�c�����x�c3��佇���ｾ��ｨ����c�����(�c3���7��｢� 

調剤薬局ツルハドラッグ宮古中央店 祷�c�����x�c���佇���ｾ��｢� 

船越薬局 嶋�c3������c���佇���7��｢� 

みなとや調剤薬局 嶋�c3������c���佇���懆��m���ｾ��｣��c3����x�c�����X�｢� 

ふれ亜育薬局 嶋�c3����x�c3��佇���ｾ��｢� 

ミウラ薬局 儂ﾘﾝ��4／11現在不通 

佐藤薬局 嶋�c3������c���佇���7亶�-��c(���cI?ｩvｩ?ｨ�8ｼh�｢� 

アイン薬局　山田店 儂ﾘﾝ�� 

川向薬局 从ﾈﾊyzx�)69V���}x,�,H��ﾘy:�,X､ｨｼy(b���c�����S���c���滴ﾈ�,ﾙk8ｷ��｢� 

山田中央薬局 

ささき薬局 � 

マルタ薬局 

菊屋薬局 儂ﾘﾝ��4／11現在不通 

クリス薬局 ��H掠u云hｼxｽ�*ﾘ,ﾈ嵋�ﾙo(ｼx,�,H､ｨｼy(b�4／11現在不通 

さとう薬局 儂ﾘﾝ��4／11現在不通 

船越菊屋薬局 嶋�c3������c���佇���ｾ��ｨ����c3����8�c����7��｢� 

スマイル薬局田野畑店 祷�c�����x6｣���佇���ｾ��ｨ���6｣�����(�c����7��｢� 



歯科診療所 ��i|8�8ｻR�電話 

デンタルクリニック駒井 ������c�����8�c���佇���7��｢� 

さいとう歯科矯正クリニック 祷�c3����x�c���佇���ｾ��ｨ����c3����h�c3���7��｢� 

中居歯科医院 祷�c�����(�c3����X�c�������c���佇���ｾ��ｨ����c�����(�c����7��｢� 

林歯科クリニック 祷�c�����(�c3����H+�3������c3��佇���懆���X��ｾ��ｨ����c�����(�c8�3��冦���7��｢� 

くらた歯科医院 祷�c3����(�c3����H�c3�����6｣���佇���ｾ��ｨ����c3����H�c3���7��｢� 

坂下歯科医院 祷�c�����(�c3����H�c3������c3��佇���ｾ��ｨ����c�����(6｣3���7��｢� 

橋本デンタルオフィス ����c�����8�c�����H�c3������c���佇����X��ｾ��ｨ���+������8�c���冦��｢� 
9：00～13：00、14：30～18：00（火、土） 

国保川井診療所 嶋�c3����x�c���佇���ｾ��｢� 

国保新里診療所 嶋�c3������c3��佇���ｾ��｢� 

中澤歯科医院 祷�c��-c�(�c�����H�c�����x�c���佇�-hｾ��ｨ����c�����(�c����7��｢� 

中澤歯科分院 祷�c�����x�c���佇���懆��m��ｨ����c�����(�c�����X��ｾ���7��｢� 

宮古山口病院歯科 祷�c�����x�c���佇���ｾ��｢� 

宮古第一病院歯科 等?�F����h�c�ｩ�ﾈ���懆���X��ｾ��｢� 

前原歯科医院 祷�c�����(�c�����H�c�����x�c���佇���ｾ��ｨ����c�����(�c�����H�c�������c�������m��｢� 
9：00ノー12二00（水、土） 

伊藤歯科医院 ����c�������c���佇���ｾ��ｨ�����c�����H�c����7��｢� 

歯科伊藤医院 亶曳X�R�もノ27現在不通 戸三ク 

吉川歯科医院 ����c�����)?������H�c�����h�c���佇���ｾ���7�,ﾘﾍ���(h,ﾈ-ﾘ�｢� 

久保歯科医院 亶��b�4ノ27現在不達 

寿歯科医院 亶��b�4，′27現在不通 

昆デンタルクリニック 祷�c�����(�c�����8�c�����X�c3��佇���ｾ��ｨ����c�����(�c����7��｢� 

佐原歯科医院 祷�c3����(�c3����H�c�����x�c3��佇���ｾ��ｨ����c3����(�c3���7��｢� 

澤田歯科医院 祷�c�����(�h���｣��冑�?ｨ�｢� 

デンタルオフィス松橋 滴��#X��#h��#��ｳ��c�����x�c���#H��#x��#��ｳ��c�������c��� 

松山歯科医院 亶��b� 

道又歯科医院 亶詩2�4．ノ27現在不適 配ク 

宮古歯科医院 祷�c3����x6｣����?ｨ��ﾈ��ｨ����c3������c��������X��m���7��｢� 

山本歯科医院 �4�8ｨ�ｸ987(4�蕀zH-ﾘ.(+�>�,�ﾉ�ﾙ�i|8�､ｩ�ﾒ� 
4／’29診察 仗ｨ���fﾈ6x987���xﾌH��

木沢歯科医院 儂ﾘﾝ��4／11現在不通 

内舘歯科医院 儂ﾘﾝ��4／11現在不通 

留理歯科医院 儂ﾘﾝ��4／11現在不通 

黒田歯科医院 儂ﾘﾝ��4／11現在不通 

石川歯科医院 儂ﾘﾝ��4／11現在不通 

国保岩泉歯科診療所 祷�c�����x�c�X�佇���ｾ��｢� 

大川歯科クリニック 祷�c���ﾃ�(�c3����H�c�������c���佇���懆��m���ｾ��ｨ����c�����(�c3����X��7��｢� 

おがわ歯科 祷�c�������c���佇���ｾ��ｨ����c�����(�c�����c(���c97况ｩ?ｨ�｢� 

八重樫歯科 祷�c3����(�c3����H�c�������c3��佇���ｾ��ｨ����c3����H6｣����7��｢� 

こがわ歯科診療所 祷�c�������c���佇���懆���X��ｾ���7��｢� 

国保田野畑村単科診療所 兌ﾙ?ｨ��7�?ｨ���?ｨ,ﾃ��c3����(�c�����H�c3��ﾃ���c��� 

前原歯科クリニック 祷�c�����(6｣3����H�c������6｣3��佇���懆���X��ｾ��ｨ����c�����8�c3��冦��｢� 

※診療時間は通常と異なる場合あり

※電話は回線の混雑状況により、つながりにくい場合があります。



岩寧◎深緑胎ギヰ対応支援院等雛竃

食物アレルギー・ぜん息・アトピー性皮膚炎などでお困りの方々
メーカー各社、全国アレルギー連絡会、その他多くの方々のご協力によりアレルギー対応

食品、製品などの物資支援ができるようになりました。ご連絡を：長ければ、ご本人まで直

接お届けしています。医薬品については医師の診断・処方箋が必要なためボランティアによ

る物資のお届けは出来ません。近隣の診療所への送迎やアレルギー専門医のご紹介などが

可能です。

主な支援物資（アレルギー特定原材料7品目・25品目不使用の食品等）

●ミルク（Mん1、ミノフィーほか、ご指定の銘柄）　　　回

●ペビ」フード

●米粉パン、米麺、米パスタ

●レトルト製品各種

●野菜ス－．プ、コーンス十フ

●アルファ化米

●お菓子類（アレルゲン除去クッキー、おせんべいなど）

●低刺激の肌着・下着類・ぜんそく用吸入器

その他にも、できるだけ多くのリクエストにお答えできるような体制を作っています

連絡先

盛岡アレルギーつ子サークルrミルクJ

TEL：090・723312736（鈴木・藤田）

ホームページ　http：／／iwateauergy．migiuejp／

メールアドレスiwateaLLergy＠gmaiL・COm

NPO（特定非営利活動法人）アレルギー支援ネットワーク

TEL：052・485・5208／070－5451．2347（中西）

ホームページ　http：／／www．aue－net．COm／

メールアドレスinfo＠aLle－net．COm

アレルギーの症状・必要とされる物・情報、お名前・ご連絡先・避難場所などをご連絡いただ

ければ、物資の配送・手配等を出来る限り迅速に行っています。現在は沿岸の避難所を重点的

に支援を行っておりますが、内陸部に避難してきた方、内陸部にお住まいの方からのご相談も継

続して受け付けております。



F■　幸三！＿＿＿！＿‥　′＿＿一・1

消費者月間事業の一環として、関係機関の協力を得て消費生活に関するトラフルの相談に応じます。

①面接相談…受付時間内に会場までお越しください。

②電話相談…受付時間内に次の専用ダイヤルにおかけください。

臨時専用電話番号 ����9Uﾈ�｣����ﾃc#(�ﾃCSc���9i?ｨﾌ�.��｢�

関係団体

岩手県消費者行政推進ネットワークー（事務局：岩手県立県民生活センター）

岩手弁護士会・盛岡市消費生活センター・消費者信用生活協同組合ほか
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会場の案内図


