
施設名 郵便番号 住所（都道府県から記載） 電話番号 ウェブサイトURL
初診の電話等を用いた
診療の実施の有無

再診の電話等を用いた
診療の実施の有無

対応診療科 担当医師名
対面診療が必要と判断した場合に連携する医療機関名

（複数ある場合は複数、住所も併せて記載）

1 医療法人社団三上医院 989-2351 宮城県亘理郡亘理町字裏城戸179-1 0223-34-3711 ○ ○ 内科
三上裕嗣
三上宏子

2 二瓶内科胃腸科医院 987-0511 宮城県登米市迫町佐沼字中江3-7-7 0220-22-6508 https://www.niheinaika.com/ ○ ○
消化器内科

内科
二瓶次郎
二瓶公佑

登米市民病院（宮城県登米市迫町佐沼下田中25）

3 宮城中央病院 980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉1-9-17 022-224-1307 http://www.miyachu-hp.or.jp ○
内科

整形外科
泌尿器科

西山昭光
佐々木徹
泡渕賢

4
（医法）財団弘慈会

石橋病院
989-5501 宮城県栗原市若柳字川北堤下27 0228-32-2583 http://www.kojikai.jp/ 〇

内科
整形外科

リウマチ科
心療内科

小林恒三郎
松田明広
石橋弘二
高井修

山内祐一

栗原市立栗原中央病院（栗原市築館宮野中央3丁目1-1）

5 医療法人社団仙石病院 981-0501 宮城県東松島市赤井字台53-7 0225-83-2111 https://senseki.com/ 〇

泌尿器科
脳神経外科

内科
循環器内科

皮膚科

神部廣一
新宅一郎
山室拓

白井修一
新妻博

加藤秀明
神部眞理子
神山泰彦
江川南翔
長南明道
宗久雅人
野村丈紘
武川裕之
柴田由比

6 医療法人泉整形外科病院 981-3121 宮城県仙台市泉区上谷刈字丸山6-1 022-373-7377 http://izumiseikei.com/ ○ 整形外科

根本忠信
高原政利
太田吉雄
平山朋幸
花香直美

7
公益財団法人宮城厚生協会

泉病院
981-3212 宮城県仙台市泉区長命ヶ丘2丁目1-1 022-378-5361 https://www.m-kousei.com/izumi/ ○

内科
小児科

浅利まみ
川辺弘明

8 多賀城あかざクリニック 985-0853 宮城県多賀城市高橋2-15-28 022-794-7201 http://akaza-mc.com 〇 〇
内科

皮膚科
黒本暁人
西塚麻代

東北医科薬科大学病院（宮城県仙台市宮城野区福室1-12-1）

9 Town Clinic en 981-3332 宮城県富谷市明石台7-1-5 022-358-1976 https://townclinic-en.jp/ ○ ○
内科

小児科
鵜木和久
鎌田文顕

10 ゆうファミリークリニック 981-0112 宮城県宮城郡利府町利府字新館2-5 022-766-4141 http://www.yu-family-clinic.com/ ○ 内科 高橋裕一

11 ＪＣＨＯ仙台南病院 981-1103 宮城県仙台市太白区中田町前沖143番 022-306-1711 https://sendaiminami.jcho.go.jp/ ○

内科
循環器内科

外科
整形外科
泌尿器科

朝倉徹
秋野能久
遠藤公人

原右
木皿典宏
木村信明

佐々木公美子
田母神宏之
大友泰裕
渡邉順子
齊藤理恵
原田昭彦
佐藤学

四條正浩
後藤昌子
菅野敦子
稲葉康雄

事務連絡に基づく対応について

電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の調査票（宮城県）

基本情報
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12 仙台徳洲会病院 981-3131 宮城県仙台市泉区七北田字駕籠沢15 022-372-1110 https://sendai.tokushukai.jp/ 〇 各科 各担当医

13 吉岡まほろばクリニック 981-3632 宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目５番地の4 022-345-9901 http://www.seisuikai.com/mahoroba ○ 内科
永沼滋

奈良志博

14 髙橋消化器内科 986-0827 宮城県石巻市千石町２番５号 0225-95-1621 http://www.takahashi-shokaki-naika.com/ ○ 内科 髙橋邦広
石巻赤十字病院（宮城県石巻市蛇田字日道下71番地）

石巻市立病院（宮城県石巻市穀町15番1号）

15 ひろせ内科 989-3127 宮城県仙台市青葉区愛子東1-8-8 022-797-0100 ○ ○ 内科
神経科 佐藤峰成
仙台市立病院（宮城県仙台市太白区あすと長町1-1-1）

仙台厚生病院（宮城県仙台市青葉区広瀬町4-15）

16 やまと内科クリニック 984-00178 宮城県仙台市若林区なないろの里１丁目15－11 022-766-8521 https://yamato-naika.jp/ ○ ○

内科
呼吸器内科
神経内科

糖尿病内科

大和博
大和一美

東北医科薬科大学病院
（宮城県仙台市若林区福室1丁目12-1）

東北医科薬科大学若林病院
（宮城県仙台市若林区大和町2丁目29-1）

17 仙台柳生クリニック 981-1106 宮城県仙台市太白区柳生7-16-1 022-241-6651 http://www.yanagiu-clinic.jp/ ○ ○
内科

泌尿器科
皮膚科

福士太郎
高橋佐和子

18 あんどうクリニック 981-1101 宮城県仙台市太白区四郎丸吹上28－38 022-741-7555 〇
内科

消化器内科
外科

安藤健二郎
あいのもりクリニック

（宮城県名取市愛の杜1丁目2－1）

19 医療法人松田会　松田病院 981-3217 宮城県仙台市泉区実沢字立田屋敷１７－１ 022-378-5666 http://www.matsuda-hp.com/ ○ ○ 内科 小西章敦

20 仙台消化器・内視鏡内科クリニック泉中央院 981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央１－１５－２ 022-343-8696 https://www.sendai-naisikyou.jp/ ○
消化器内科
内視鏡内科
一般内科

山岡肇
川端和歌子
高橋裕太

塩塚かおり

仙台厚生病院（宮城県仙台市青葉区広瀬町4-15）
公益財団法人仙台市医療センター仙台オープン病院

（宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷５－２２－１）

21 スズキ記念病院 989-2481 宮城県岩沼市里の杜３－５－５ 0223-23-3111 http://www.suzuki-hospital.jp/ 〇
産科

婦人科
今井潤

22 東北医科薬科大学若林病院 984-8560 宮城県仙台市若林区大和町2-29-1 022-236-5911 http://www.hosp.tohoku-mpu.ac.jp/wakabayashi/ 〇

内科
外科

整形外科
皮膚科

泌尿器科
産婦人科

耳鼻咽喉科

各医師

23 春樹記念眼科診療所 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-8-32 022-227-1360 http://www.heisei-oph.or.jp ○ 眼科

山口千鶴
　岡部仁
渡邊大助
森直樹

阿部さち

24 平成眼科病院 989-3121 宮城県仙台市青葉区郷六字沼田13-3 022-302-1055 http://www.heisei-oph.or.jp ○ 眼科

近藤功
岡部仁

渡邊大助
森直樹

阿部さち

25 医療法人社団慈篤会　三浦病院 989-6154 宮城県大崎市古川三日町二丁目3番45号 0229-22-6656 http://www.miurahp.jp/ ○
外科

内科

三浦裕一
赤石節夫
鎌田英一

26 医療法人社団仁明会齋藤病院 986-0873 宮城県石巻市山下町１丁目７番２４号 0225-96-3251 http://www.jinmei.or.jp/saito/ ○
内科

27 かくたこども＆アレルギークリニック 985-0873 宮城県多賀城市中央１丁目１６番８号 022-368-7717 http://kakutaclinic.life.coocan.jp/ ○
小児科

アレルギー科
角田和彦
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28 わたなべ産婦人科内科・小児科 987-1303 宮城県大崎市松山市千石町松山440 0229-55-3060 ○ ○
内科

小児科
渡辺孝紀
渡辺智子

大崎市民病院
（宮城県大崎市古川穂波三丁目8番1号）

29 石巻赤十字病院 986-8522 宮城県石巻市蛇田字西道下７１番地 0225-21-7220 http://www.ishinomaki.jrc.or.jp/ 〇 全診療科 全医師

30
医療法人　金上仁友会

金上病院
981-1505 宮城県角田市角田字田町１２３番地 0224-63-1032 http://www.kanagami.or.jp/ ○ 〇 内科

安藤正夫
安藤由紀子
赤井智子
齊藤弘樹
山本友香

31 中嶋病院 983-0835 宮城県仙台市宮城野区大梶15番27号 022-291-5191 https://www.nakajima-hs.or.jp/ ○
内科
外科

各科担当医

32 東北会病院 981-0933 宮城県仙台市青葉区柏木一丁目８番７号 022-234-0461 http://www.tohokukai.com ○ 精神科
野田由記
他１名

33 なのはなクリニック 981-1505 宮城県角田市角田字扇町10-1 0224-86-3991 https://www.facebook.com/NanohanaClinic/ ○ ○
内科

小児科
阿部成房 仙南病院（宮城県角田市角田字牛舘16）

34 東北大学病院 980-8574 宮城県仙台市青葉区星陵町1-1 022-717-7000 https://www.hosp.tohoku.ac.jp/ ○ 別紙参照 別紙参照

35 佐々木悦子産科婦人科クリニック 982-0022 宮城県仙台市太白区鹿野本町11-21 022-246-7310 http://etsuko-cl.jp ○ ○ 産婦人科 佐々木悦子 当院

脳神経外科
村石健治
松本康史
齋藤拓也

神経内科

中村起也
大沼歩

金原禎子
中島一郎
森悦朗

川上暢子

37 公立加美病院 981-4122 宮城県加美郡色麻町四竃字杉成９番地 0229-66-2500 http://www.kamihp.jp/kamihp/index.html ○ ○ 各科 各担当医

38 光ヶ丘スペルマン病院 983-0083 宮城県仙台市宮城野区東仙台6-7-1 022-257-0231 www.spellman.or.jp ○ ○
内科

小児科
各外来担当医師

39 総合南東北病院 989-2483 宮城県岩沼市里の杜一丁目2-5 0223-23-3151 http://www.minamitohoku.jp 〇

呼吸器内科
循環器内科
整形外科

糖尿病・代謝科
内科

脳神経外科
脳神経内科
泌尿器科

外科
消化器内科

各科担当医

精神・神経科 秋月祐子

循環器内科 髙橋潤
○40 JR仙台病院 980-8508 宮城県仙台市青葉区五橋1-1-5 022-266-9671 http://jrsendai-hospital.jp/

○https://www.kohnan-sendai.or.jp/index.php022-248-2131宮城県仙台市太白区長町南四丁目20番1号952-8523
一般財団法人　広南会

広　南　病　院
36
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41 駅前北きし内科クリニック 986-0813 宮城県石巻市駅前北通り1-14-21 0225-95-3123 http://kishinaika01.byoinnavi.jp/pc/ ○

消化器内科
呼吸器内科
循環器内科
一般内科

岸幹夫
石巻赤十字病院（宮城県石巻市蛇田字日道下71番地）

石巻市立病院（宮城県石巻市穀町15番1号）

42 気仙沼市立病院 988-0181 宮城県気仙沼市赤岩杉ノ沢8番地2 0226-22-7100 http://www.kesennuma-hospital.jp/ ○

内科
呼吸器内科
消化器内科
循環器内科

小児科
外科

整形外科
脳神経外科

皮膚科
泌尿器科
産婦人科

眼科
耳鼻咽喉科

歯科口腔外科

各担当医

43 鬼怒川産婦人科女性内科医院 980-0003 宮城県仙台市青葉区小田原６－６－１ 022-227-2205 www.kinugawasanfujinka.jp 〇 〇
産婦人科
女性内科

鬼怒川知香
髙橋信孝

44 北四番丁クリニック 980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉1-17-20　銅谷ビル1F 022-266-0725 www.kitayobancho.com 〇 〇 内科 堀義生

45 あおば脳神経外科 980-0021
宮城県仙台市青葉区中央２－１１－１９ 仙南ビ
ル

022-215-8818 http://aoba-noushinkeigeka.jp/ 〇
神経内科

脳神経外科

小川達次
志賀裕正
上井英之
小沼武英

46 さど眼科 980-0021
宮城県仙台市青葉区中央２－４－１１水晶堂ﾋﾞﾙ
２F

022-722-1201 http://www.dsfo.ec.com/ 〇 眼科 佐渡一成 東北大学病院（宮城県仙台市青葉区星陵町1-1）

47 瀬野整形外科診療所 980-0021
宮城県仙台市青葉区中央２－２－５　あおば通駅
前５階

022-261-8361 〇 整形外科 瀬野幸治

東北労災病院（宮城県仙台市青葉区台原4-3-21）
東北公済病院（宮城県仙台市青葉区国分町2-3-11）

仙台医療センター（宮城県仙台市宮城野区宮城野2-11-12）
東北大学病院（宮城県仙台市青葉区星陵町1-1）

ほか

48 春樹記念眼科診療所 980-0021
宮城県仙台市青葉区中央２－８－３２　生活文化
ビル

022-227-1360 http://www.heisei-oph.or.jp 〇 眼科

山口千鶴
岡部仁

渡邊大助
森直樹

阿部さち
酒井文明

49 湘南美容クリニック仙台院 980-0021
宮城県仙台市青葉区中央1-2-3　仙台マークワン
17階

0120-562-777 https://www.s-b-c.net/clinic/branch/sendai/ 〇 〇 美容皮膚科

村岡史子
新海郁馬

米ヶ田真之介
中溝晃規
藤瀬恵里香
佐々木信吉

全国　湘南美容クリニック各院

50 仙台画像検診クリニック 980-0022 宮城県仙台市青葉区五橋２－１－２５ 022-211-9877 〇 内科 佐藤由紀夫

51 鈴木耳鼻咽喉科アレルギー科医院 980-0022 宮城県仙台市青葉区五橋2-4-1 022-223-8310 http://www.suzuki-otolaryngology.or.jp/ 〇
耳鼻咽喉科
アレルギー科

鈴木直弘

52 海瀬内科クリニック 980-0801 宮城県仙台市青葉区木町通１－６－３２－２０２ 022-723-5155 〇 内科 海瀬信子

53 訪問クリニックちから 980-0802
宮城県仙台市青葉区二日町１８－２６　二日町OAビ
ル４F

022-266-9070 www.h-clinic-chikara.jp 〇 内科 栁町栄司

54 きたのはら女性クリニック 980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町２－２－５　柴崎ビル８Ｆ 022-722-2077 www.kitanohara.com 〇 産婦人科 北野原正高

東北大学病院（宮城県仙台市青葉区星陵町1-1）
東北公済病院（宮城県仙台市青葉区国分町2-3-11）

仙台市立病院（宮城県仙台市太白区あすと長町1-1-1）
宮城県立こども病院（宮城県仙台市青葉区落合4-3-17）

仙台厚生病院（宮城県仙台市青葉区広瀬町4-15）

55 勾当台はやさか内科クリニック 980-0803
宮城県仙台市青葉区国分町３－６－１仙台ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ1
Ｆ

022-217-1452 www.hayasaka-cl.jp 〇 〇
内科

糖尿病代謝内科

早坂恭子
高橋累

本蔵理恵子

東北大学病院（宮城県仙台市青葉区星陵町1-1）
東北労災病院（宮城県仙台市青葉区台原4-3-21）
仙台厚生病院（宮城県仙台市青葉区広瀬町4-15）
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56 かとう内科医院 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-5-35 022-722-5005 〇 内科 加藤俊一

57 川又整形外科クリニック 980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町3-6-1　一番町平和ビル
5F

022-796-8223 https://kawamula-seikei.com 〇 整形外科 川又朋麿

東北公済病院（宮城県仙台市青葉区国分町2-3-11）
仙台整形外科病院（宮城県仙台市若林区伊在3丁目5番地の3）

JR仙台病院（宮城県仙台市青葉区五橋1-1-5）
仙台赤十字病院（宮城県仙台市太白区八木山本町2-43-3）

58 土橋内科医院 980-0871 宮城県仙台市青葉区八幡２－１１－８ 022-272-9220 http://www.dobashinaika.jp 〇 〇 内科 小田倉弘典
仙台厚生病院（宮城県仙台市青葉区広瀬町4-15）
東北大学病院（宮城県仙台市青葉区星陵町1-1）

59 ＬＣクリニック仙台 980-6111 宮城県仙台市青葉区中央1-3-1 ｱｴﾙ11F 022-267-1020 t-sato@lc-sendai.jp 〇 内科 佐藤俊裕

60 さいとう眼科 980-8487 宮城県仙台市青葉区中央1-1-1　エスパル仙台4Ｆ 022-355-8268 〇 眼科 齋藤清文

61 池田クリニック 981-0904 宮城県仙台市青葉区旭ヶ丘２－１５－１５ 022-233-5502 https://www.ikekuri.jp 〇
小児科

耳鼻咽喉科

綿谷かおる
中澤千冬
綿谷秀弥
宮崎博之

長町南めまい耳鼻咽喉科クリニック
（宮城県仙台市太白区長町南４丁目２２−１−１）

62 かわむらこどもクリニック 981-0907 宮城県仙台市青葉区高松１－１６－１ 022-271-5255 http://kodomo-clinic.or.jp 〇 〇 小児科 川村和久

63 松尾けんこうクリニック 981-0907 宮城県仙台市青葉区高松２－１１－７４ 022-727-1033 http://matsuok-2015.byoinnavi.jp/pc/ 〇 内科 松尾兼幸

仙台厚生病院（宮城県仙台市青葉区広瀬町4-15）
仙台オープン病院（宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷5-22-1）

東北労災病院（宮城県仙台市青葉区台原4-3-21）
内科佐藤病院（宮城県仙台市青葉区上杉2-3-17）

64 台原まことクリニック 981-0911 宮城県仙台市青葉区台原５－１－５４ 022-301-5567 〇 内科 高橋誠

65 北山内科クリニック 981-0931 宮城県仙台市青葉区北山３－１－３０ 022-275-2255 〇 内科 佐々木宏

仙台厚生病院（宮城県仙台市青葉区広瀬町4-15）
JCHO仙台病院（宮城県仙台市青葉区堤町3-16-1）
東北労災病院（宮城県仙台市青葉区台原4-3-21）

仙台オープン病院（宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷5-22-1）
仙台市立病院（宮城県仙台市太白区あすと長町1-1-1）

66 佐々木整形外科麻酔科クリニック 981-0931 宮城県仙台市青葉区北山１－４－８ 022-272-1675 www.jcoa.gr.jp/sasaki/ 〇 〇 整形外科
佐々木祐肇
佐々木信之

67 木町ささきクリニック 981-0932 宮城県仙台市青葉区木町9-24 022-341-8121 https://www.kimachisasaki.jp 〇 〇 内科・消化器内科 佐々木昌輝

68 しかない整形外科クリニック 981-0952 宮城県仙台市青葉区中山９－１－３ 022-277-2330 http://www.shikanai.com 〇 整形外科 鹿内正憲

東北大学病院（宮城県仙台市青葉区星陵町1-1）
東北労災病院（宮城県仙台市青葉区台原4-3-21）

仙台市立病院（宮城県仙台市太白区あすと長町1-1-1）
仙台医療センター（宮城県仙台市宮城野区宮城野2-11-12）

松田病院（宮城県仙台市泉区実沢字立田屋敷17-1）

69 錦ヶ丘ヒルズクリニック 989-3123 宮城県仙台市青葉区錦ヶ丘７－２０－２ 022-797-2492 hills-cl.jp 〇 〇
内科

小児科
皮膚科

阿保昌樹

東北公済病院（宮城県仙台市青葉区国分町2-3-11）
仙台厚生病院（宮城県仙台市青葉区広瀬町4-15）
東北労災病院（宮城県仙台市青葉区台原4-3-21）

仙台市医療センター（宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷5-22-1）
など

70 ひろせ内科 989-3127 宮城県仙台市青葉区愛子東1-8-8 022-797-0100 https://byoinnavi.jp/clinic/261719 〇 〇 内科 佐藤峰成
仙台市立病院（宮城県仙台市太白区あすと長町1-1-1）

仙台厚生病院（宮城県仙台市青葉区広瀬町4-15）

71 吉成台内科胃腸科 989-3206 宮城県仙台市青葉区吉成台１－２－５ 022-303-2320 〇 内科 山崎日出雄
東北労災病院（宮城県仙台市青葉区台原4-3-21）
仙台厚生病院（宮城県仙台市青葉区広瀬町4-15）

72 キッズクリニック田子 983-0026 宮城県仙台市宮城野区田子西1丁目10-9 022-290-9377 http://kc-tago.com/ 〇
小児科

アレルギー科
婦人科

箕浦貴則
箕浦純子

73 みやぎの内科クリニック 983-0045 宮城県仙台市宮城野区宮城野１丁目２１－７ 022-292-7801 〇 内科
菱沼民生

菱沼理有子

独立行政法人国立病院機構仙台医療センター
（宮城県仙台市宮城野区宮城野2-11-12）

公益財団法人仙台市医療センター仙台オープン病院
（宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷5-22-1）

仙台厚生病院（宮城県仙台市青葉区広瀬町4-15）

74 あいざわクリニック 983-0047 宮城県仙台市宮城野区銀杏町２６－７ 022-296-0520 〇 内科 相澤敏也
独立行政法人国立病院機構仙台医療センター

（仙台市宮城野区宮城野2-11-12）
仙台厚生病院（仙台市青葉区広瀬町4-15）
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75 湯村医院 983-0821 宮城県仙台市宮城野区岩切字若宮前８２－１ 022-255-8011 〇 〇 内科 湯村和博

公益財団法人仙台市医療センター仙台オープン病院
（宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷5-22-1）

独立行政法人国立病院機構仙台医療センター
（宮城県仙台市宮城野区宮城野2-11-12）

76 クリニック斎藤泌尿器科 983-0824 宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷５丁目20－17 022-251-0170 http://uromiyagi.jp/ 〇 泌尿器科 齋藤敏典

77 ひかりクリニック 983-0824 宮城県仙台市宮城野区鶴ｹ谷字京原７ 022-781-9948 〇 内科 矢島健也
公益財団法人仙台市医療センター仙台オープン病院

（宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷5-22-1）

78 タカジン眼科 983-0838 宮城県仙台市宮城野区二の森１２－５０ 022-295-7121 http://www.takajin-ganka.com/ 〇 〇 眼科
高橋美智子
飯森さやか

79 庄司内科小児科医院 983-0841 宮城県仙台市宮城野区原町１丁目１－８０ 022-293-7236 〇 内科 庄司聡

80 オウクリニック 983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡１丁目２－10－4階 022-355-9010 http://o-cl.com/ 〇 精神科 本堂徹郎

81 てっぽう町かず内科 983-0867 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町東3番地の16 022-355-4183 http://www.kazu-naika.jp/ 〇 内科
中條和志
中條瑞枝

公益財団法人仙台市医療センター仙台オープン病院
（宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷5-22-1）

　仙台厚生病院（宮城県仙台市青葉区広瀬町4-15）
東北大学病院（宮城県仙台市青葉区星陵町1-1）

ＪＲ仙台病院（宮城県仙台市仙台市青葉区五橋1-1-5）

82
角田記念　まつだクリニック　内科・消化器内

科
984-0012 宮城県仙台市若林区六丁の目中町1番17号 022-287-8611 https://k-matsudaclinic.com/ 〇

松田泰徳
角田英樹

83 おろしまちクリニック　内科・内視鏡内科 984-0015
宮城県仙台市若林区卸町3丁目1番地2号　卸町コ
ミュニティプラザほるせ2階

022-353-5725 https://www.oroshimachi-clinic.com/ 〇 内科 野口謙治
仙台オープン病院（宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷5-22-1）

仙台医療センター（宮城県仙台市宮城野区宮城野2-11-12）

84 やまと内科クリニック 984-0017 宮城県仙台市若林区なないろの里1丁目15番地の11 022-766-8521 https://yamato-naika.jp/ 〇 〇
内科

神経内科
糖尿病内科

大和博
大和一美

東北医科薬科大学病院（宮城県仙台市宮城野区福室1-12-1）
東北医科薬科大学若林病院（宮城県仙台市若林区大和町2-29-1）

仙台医療センター（宮城県仙台市宮城野区宮城野2-11-12）

85 なないろの里クリニック 984-0017 宮城県仙台市若林区なないろの里1丁目19-4 022-352-7022 https://www.nanairo-cl.com/page1 〇 〇 内科 佐々木剛
東北医科薬科大学病院（宮城県仙台市宮城野区福室1-12-1）

仙台市立病院（宮城県仙台市太白区あすと長町1-1-1）
仙台医療センター（宮城県仙台市宮城野区宮城野2-11-12）

86 荒井駅前のぐち内科クリニック 984-0030
宮城県仙台市若林区荒井東1丁目3-1　ＥａｓｔＦｏｒｔ2
階

022-762-7221 https://www.arainoguchicl.com/ 〇 内科 野口哲也
仙台医療センター（宮城県仙台市宮城野区宮城野2-11-12）

東北医科薬科大学病院（宮城県仙台市宮城野区福室1-12-1）

87 かんのキッズクリニック 984-0042 宮城県仙台市若林区大和町2丁目6-3 2階 022-762-5684 https://yamatomachi-kannokids.jp/ 〇 〇 小児科 菅野弘之

88 はやし内科クリニック 984-0042
宮城県仙台市若林区大和町2丁目6-3　大和町メディ
カルセンター2階

022-762-5686 http://hayashinaika-cl.jp/ 〇 内科 林克敏

89 新寺内科 984-0051 宮城県仙台市若林区新寺1丁目8番1号　2階 022-355-9623 https://sites.google.com/site/sinteranaika/ 〇 〇 内科 石川泉

90 石田医院 984-0053 宮城県仙台市若林区連坊小路53 022-256-1237 http://www.ishida-iin.jp/ 〇 内科 石田一彦

91 しろうまる浅田クリニック 981-1101 宮城県仙台市太白区四郎丸字神明２９－１０ 022-395-5161 http://www.shiroumaruasadaclinic.com 〇 〇 内科 浅田成紀
仙台市立病院（宮城県仙台市太白区あすと長町1-1-1）

JCHO仙台南病院（宮城県仙台市太白区中田町字前沖143）

92 クリニック西中田 981-1105 宮城県仙台市太白区西中田７－２３－１ 022-242-0032 〇 内科 堅岡誠喜

93 柳生吉田こどもクリニック 981-1106 宮城県仙台市太白区柳生字田中８－８ 022-306-0133 http://paa.jp/t/103601/ 〇 小児科
吉田真

吉田玲子

94 青沼内科医院 982-0003 宮城県仙台市太白区郡山３－２２－６ 022-248-6630 〇 〇 内科 青沼清一

95 あすと耳鼻科 982-0007
宮城県仙台市太白区あすと長町１－３－１
ＳＨＩＰ仙台ビル　2Ｆ

022-796-7387 asto3387.com/ 〇 耳鼻咽喉科 長谷川純

96 ユキクリニック 982-0011 宮城県仙台市太白区長町７－１９－２６ 022-304-5222 http://yuki-clinic2000.com/ 〇 内科 目黒由紀 JR仙台病院（宮城県仙台市仙台市青葉区五橋1-1-5）

97 森元クリニック 982-0012 宮城県仙台市太白区長町南１－１－８　２階 022-304-3531 http://www.myclinic.ne.jp/t_morimo/ 〇 内科 森元富造

仙台市立病院（宮城県仙台市太白区あすと長町1-1-1）
東北大学病院（宮城県仙台市青葉区星陵町1-1）

仙台赤十字病院（宮城県仙台市太白区八木山本町2-43-3）
仙台厚生病院（宮城県仙台市青葉区広瀬町4-15）

98 医療法人すずき整形外科・小児科内科 982-0012 宮城県仙台市太白区長町南３－３５－１ 022-248-1665 〇
小児科

整形外科
鈴木カツ子
鈴木堅太郎

99 花水こどもクリニック 982-0031 宮城県仙台市太白区泉崎１－３２－１５ 022-743-2525 http://www.hanamizu-kodomo.jp 〇
小児科

アレルギー科
花水啓
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100 仙台市生出診療所 982-0251 宮城県仙台市太白区茂庭字新熊野６４ 022-281-2250
http://city.sendai.jp/sesakukoho/kurashi/sisetsu/k

okyo/byoin/1193118_1867.html
〇

内科
眼科

山根由理子
馬場安彦

東北大学病院（宮城県仙台市青葉区星陵町1-1）
仙台赤十字病院（宮城県仙台市太白区八木山本町2-43-3）

仙台市立病院（宮城県仙台市太白区あすと長町1-1-1）
仙台医療センター（宮城県仙台市宮城野区宮城野2-11-12）
仙台オープン病院（宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷5-22-1）

東北厚生病院（宮城県仙台市青葉区広瀬町4-15）
JCHO仙台南病院（宮城県仙台市太白区中田町字前沖143）
仙台西多賀病院（宮城県仙台市太白区鈎取本町2-11-11）

仙台南病院（宮城県仙台市太白区中田町字前沖143）
宮城県立がんセンター（宮城県名取市愛島塩手字野田山47-1）

広南病院（宮城県仙台市太白区長町南4-20-1）

101 ないとうクリニック 982-0252 宮城県仙台市太白区茂庭台３－３０－３０ 022-281-5490 http://www.naitoclinic.jp/clinic/ 〇 内科
内藤久実子
二井谷友公
内藤広郎

102 今野医院 982-0804 宮城県仙台市太白区鈎取１－６－１７ 022-245-0660 http:/www.konnoiin.jp/ 〇 内科
今野豊

今野まり

仙台市立病院（宮城県仙台市太白区あすと長町1-1-1）
仙台赤十字病院（宮城県仙台市太白区八木山本町2-43-3）

仙台厚生病院（宮城県仙台市青葉区広瀬町4-15）
ＪＲ仙台病院（宮城県仙台市仙台市青葉区五橋1-1-5）

103 富沢ホームケアクリニック 982-0814 宮城県仙台市太白区大野田４－１８－２ 022-796-1720 〇 内科 島田憲宏

104 大腸肛門科　仙台桃太郎クリニック 981-3101 宮城県仙台市泉区明石南６－１３－３ 022-771-5155 senmomo.ｊｐ 〇 肛門外科
木村光宏
阿部忠義

105 向陽台クリニック 981-3102 宮城県仙台市泉区向陽台３－３－１６ 022-373-6800 〇 内科 永井豊子

106 泉七北田こどもの杜クリニック 981-3131 宮城県仙台市泉区七北田字東裏２７－２ 022-344-6315 www.nanakita-kodomo.com 〇 小児科 窪智宏

107 Ｔ＆Ａ内科クリニック 981-3132 宮城県仙台市泉区将監８－１５－３１ 022-855-7666 〇 内科 佐藤るり子
仙台徳洲会病院（宮城県仙台市泉区七北田字駕籠沢15）

東北労災病院（宮城県仙台市青葉区台原4-3-21）
仙台循環器病センター（宮城県仙台市泉区泉中央１丁目６－１２）

108 宮澤循環器科・内科クリニック 981-3133
宮城県仙台市泉区泉中央１－１４－１　インテレクト２
１ビル５Ｆ

022-374-5588 〇
循環器内

内科
宮澤佑二

仙台循環器病センター（宮城県仙台市泉区泉中央１丁目６－１２）
仙台オープン病院（宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷5-22-1）

109 いずみ向日葵クリニック 981-3135 宮城県仙台市泉区八乙女中央５－１８－１６ 022-344-8315 http://izumi-himawari.com 〇
内科

リウマチ科
鈴木陽子

110 岡村婦人科クリニック 981-3203 宮城県仙台市泉区高森１－１－２８７ 022-378-0511 〇 婦人科 岡村けい子

111 紫山公園ファミリークリニック 981-3205 宮城県仙台市泉区紫山４丁目２０－１１ 022-343-6231 https://murasakiyamapark-clinic.com 〇 〇
内科

呼吸器内科
小児科/皮膚科

遠藤千顕
仙台オープン病院（宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷5-22-1）
仙台徳洲会病院（宮城県仙台市泉区七北田字駕籠沢15）

112 岡部クリニック 981-3213 宮城県仙台市泉区南中山２－３８－３ 022-376-0180 www.okabeclinic.net 〇 内科 岡部慎一

113 実沢クリニック 981-3217 宮城県仙台市泉区実沢字道祖神２ 022-703-4121 〇
内科

心療内科
精神科

呉燦文

114 ほし外科医院 981-8002 宮城県仙台市泉区南光台南３－４－10 022-251-5059 www.hoshi-geka.or.jp 〇 内科 星光世
仙台オープン病院（宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷5-22-1）

東北労災病院（宮城県仙台市青葉区台原4-3-21）

115 南光台やまもと小児科 981-8003 宮城県仙台市泉区南光台３－２３－２２ 022-727-2577 〇 小児科 山本克哉

116 おかだ小児科 981-8006 宮城県仙台市泉区黒松1丁目３－５ 022-728-6057 http://okada-kids.com/ 〇 小児科 岡田美穂

117 黒松内科すぎもとクリニック 981-8006 宮城県仙台市泉区黒松１丁目31-9 022-347-3477 kuromatsunaika.com 〇 〇 内科 杉本是明

118 虹の丘小児科内科クリニック 981-8007 宮城県仙台市泉区虹の丘１－１１－１６ 022-373-9088 〇 〇
小児科
内科

奥村秀定 東北労災病院（宮城県仙台市青葉区台原4-3-21）

119 大内医院 980-0002 宮城県仙台市青葉区福沢町１－３４ 022-222-9870 〇 内科 大内英郎

120 上杉胃腸科内科クリニック 980-0011
宮城県仙台市青葉区上杉1-6-10　EARTH BLUE 仙
台勾当台 3F

022-724-7822 kamisugi.mycl.me 〇 〇 内科
三島利之
三宅直人

121 公益財団法人宮城厚生協会仙台錦町診療所 980-0011
宮城県仙台市青葉区上杉3-2-28　アクス上杉ビル
301号室

022-222-7997 https://www.m-kousei.com/snc/ 〇 内科
齋藤慶史
広瀬俊雄

仙台厚生病院（宮城県仙台市青葉区広瀬町4-15）
仙台オープン病院（宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷5-22-1）
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122 あかかぶクリニック 980-0021
宮城県仙台市青葉区中央２－４－３　ナカジマビ
ル３階

022-224-6788 akakabucl@mirror.ocn.ne.jp 〇 心療内科 古暮恒夫

123 胃腸科内科北川医院 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央３－８－２０ 022-223-2652 http://www.kitagawa-iin.jp 〇 内科 北川正基

124 神経内科クリニック仙台 980-0021
宮城県仙台市青葉区中央３－１－２２　エキニア
青葉通６Ｆ

022-723-6523 〇 神経内科
沖田直

樋口じゅん

125 一番町南診療所あかねクリニック 980-0023 宮城県仙台市青葉区北目町３－９ 022-797-3070 www.1stsc.co.jp 〇
皮膚科
内科

本田元子
山田立子
山本伸一

126 朴澤耳鼻いんこう科 980-0803
宮城県仙台市青葉区国分町２－１４－１８　定禅
寺パークビル３０４

022-397-8338 https://hozawa.jp 〇 耳鼻咽喉科 朴澤孝治

127 仙台医療福祉会　ＥＭＧクリニック 980-0821
宮城県仙台市青葉区春日町９－１５　チェリス春
日町２階

022-796-0064 〇 糖尿病代謝内科 野々垣勝則

128
一般財団法人宮城県成人病予防協会中央診

療所
980-6112 宮城県仙台市青葉区中央１－３－１　ＡＥＲ１２Ｆ 022-263-4050 www.mygsji.or.jp 〇

循環器科
内科

消化器科

田中徹
椎川彰

佐藤文敏
前田忠雄
千葉正道
中里雄一
三浦由紀

熊谷磨理子

129 栗生内科胃腸科医院 989-3126 宮城県仙台市青葉区落合６－１－１ 022-392-1333 〇
内科

胃腸科
佐々木健三

130 りきおこどもクリニック 989-3126 宮城県仙台市青葉区落合6-10-1 022-797-4288 https://rikio_kodomo.com 〇 小児科 鈴木力生

131 みやぎ台かねこ医院 989-3214 宮城県仙台市青葉区みやぎ台３－２６－８ 022-391-3611 〇 内科 金子道也

132 いのうえ小児科クリニック 983-0005 宮城県仙台市宮城野区福室２丁目６－２４ 022-254-1101 〇 〇 小児科 井上重夫

133 北村神経内科クリニック 983-0005 宮城県仙台市宮城野区福室２丁目６－２４ 022-254-6030 〇 神経内科 北村龍男

134 新田東クリニック 983-0039 宮城県仙台市宮城野区新田東２丁目１０－４ 022-797-6700 http://www.secl.jp/ 〇 〇 内科 王文輝

135 福井医院 983-0042 宮城県仙台市宮城野区東宮城野４－２ 022-236-8831 〇 内科 福井俊彦

独立行政法人国立病院機構仙台医療センター
（宮城県仙台市宮城野２丁目１１番１２号）

公益財団法人仙台市医療センター仙台オープン病院
（宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷５丁目２２番地の１）

136 森川小児科アレルギー科クリニック 983-0812
宮城県仙台市宮城野区小田原弓ノ町100番地の１　2
Ｆ

022-256-6211 http://morikawa-ped.com/ 〇 小児科 森川みき

137 野口胃腸科内科医院 983-0836 宮城県仙台市宮城野区幸町１丁目１７－３２ 022-234-7305 https://noguchi-clinic.net/ 〇 内科 野口光徳

138 丹野皮膚科内科小児科 983-0841 宮城県仙台市宮城野区原町２丁目１－６９ 022-297-1158 〇 〇 内科 福井晃矢

139 六丁の目　胃と腸クリニック 984-0013
宮城県仙台市若林区六丁の目南町8-10　レジデンス
大一1階

022-288-9006 http://www.itochoucl.jp/ 〇
内科 

消化器科 
胃腸科

前川浩樹

140 みみ・はな・のどクリニックもも 984-0073 宮城県仙台市若林区荒町123　123ビル3階 022-796-0188 〇 耳鼻咽喉科 末武光子

141 前川眼科医院 984-0816 宮城県仙台市若林区河原町1丁目5-28 022-223-3727 http://maekawa-eye-clinic.com/ 〇 眼科
前川暢男
小原純子

佐々木紀子

142 佐藤内科外科クリニック 981-1106 宮城県仙台市太白区柳生４－１４－３ 022-741-5631 http://www.myclinic.ne.jp/sathocl/ 〇 〇
内科
外科

佐藤康満
仙台厚生病院（宮城県仙台市青葉区広瀬町4-15）

仙台市立病院（宮城県仙台市太白区あすと長町1-1-1）

143 浅沼整形外科 982-0011 宮城県仙台市太白区長町４－７－１２ 022-247-7533 http://asanuma-clinic.jp/ 〇 整形外科 浅沼達二

東北大学病院（宮城県仙台市青葉区星陵町1-1）
仙台市立病院（宮城県仙台市太白区あすと長町1-1-1）

仙台赤十字病院（宮城県仙台市太白区八木山本町2-43-3）
ＪＲ仙台病院（宮城県仙台市仙台市青葉区五橋1-1-5）

仙台医療センター（宮城県仙台市宮城野２丁目１１番１２号）
東北医科薬科大学病院（宮城県仙台市宮城野区福室1-12-1）

144 医療法人社団廣仁会 石橋皮膚科クリニック 982-0011 宮城県仙台市太白区長町１－１２－１６ 022-248-1974 http://www.kojinkai.org/clinic/ishibashi/ 〇 皮膚科
石橋昌也
鈴木弘実

145 尾子クリニック 982-0036 宮城県仙台市太白区富沢南２－１７－８ 022-786-5178 〇 精神科 尾子眞人
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基本情報

146 八乙女あらい内科クリニック 981-3112 宮城県仙台市泉区八乙女4丁目４－３ 022-725-5722 http://www.yaotome-arai.com/ 〇 内科 荒井康仁 仙台オープン病院（宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷５丁目２２番地の１）

147 おがわ皮フ科クリニック 981-3131 宮城県仙台市泉区七北田字野山10番地の34 022-773-1255 〇 〇 皮膚科
小川朗子
桑原理

148 シオノ眼科医院 981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央３－２５－１９ 022-375-6691 〇 眼科 塩野貴
東北大学病院（宮城県仙台市青葉区星陵町1-1）

東北医科薬科大学病院（宮城県仙台市宮城野区福室1-12-1）

149 桂島いずみクリニック 981-3134 宮城県仙台市泉区桂１－１７－７ 022-771-8876 http://www.myclinic.ne.jp/ki_clinic/pc/ 〇 〇 内科 助川泉

150 瑞泉会宮城クリニック 981-3135
宮城県仙台市泉区八乙女中央２丁目３番８号
東北療院２階

022-739-8035 〇
心療内科
精神科

蝦名玄大
蝦名玄大

151 大崎市民病院 989-6183 宮城県大崎市古川穂波三丁目8番1号 0229-23-3311 http://www.h-osaki.jp

○
（休日当番医（二次救
急）時における高熱又
は不明熱を有する自家
用車等待機患者につい
て電話を用いた問診等
が必要と医師が認めた
場合及び高熱又は不明
熱を有する紹介患者に
ついて電話を用いた問
診等が必要と医師が認

めた場合のみ）

○
（外来予約済の患者に
対する電話を用いた再
診のみ。ただし，対面
診療が必要となる場合

あり）

内科
呼吸器内科
消化器内科
循環器内科

腎臓・内分泌内科
脳神経内科
血液内科

糖尿病・内分泌内科
肝臓内科

疼痛緩和内科
腫瘍内科
精神科

リウマチ科
小児科
皮膚科
外科

呼吸器外科
消化器外科
肛門外科
血管外科
脳神経外科
乳腺外科
内分泌外科
食道外科
肝臓外科

心臓血管外科
小児外科
整形外科
形成外科
内視鏡外科
泌尿器科
産科
婦人科
眼科

耳鼻咽喉科
リハビリテーション科

歯科口腔外科

島田　哲　他
小林誠　他

五十嵐勇彦　他
岩渕薫　他
工藤正孝　他
清水洋　他
高橋太郎　他
薄井正寛　他
五十嵐勇彦

応援医師等による
坂本康寛　他
大室則幸

武藤智之　他
北西龍太　他
塚田全　他
神波力也　他
島田和佳　他
神波力也　他

応援医師等による
小ヶ口恭介　他
吉田昌弘　他
吉田龍一　他
福島啓介
神波力也
福島啓介

本吉直孝　他
応援医師等による
今泉秀樹　他
清野広人　他

安齋実
池田義弘　他
我妻理重　他
我妻理重　他
竹下孝之　他

佐々木高綱　他
吉田一徳　他
豊田丈爾　他

左記施設

152 柏木クリニック 981-0933 宮城県仙台市青葉区柏木2-6-2 022-275-1310 http://bunanomori.info/ 〇 内科
浅沼義博
臼井惠二

153 川平内科 981-0954 宮城県仙台市青葉区川平３－４０－１０ 022-303-2523 www/kawadairanaika.com/ 〇 内科
堀籠郁夫
千葉茂実

JCHO仙台病院（宮城県仙台市青葉区堤町３丁目１６−１）
仙台厚生病院（宮城県仙台市青葉区広瀬町4-15）

仙台市立病院（宮城県仙台市太白区あすと長町1-1-1）

154
公益財団法人

宮城県結核予防会健康相談所 興生館
980-0004 宮城県仙台市青葉区宮町１－１－５ 〇

内科
循環器科

鈴木修治
齋藤泰紀
蓮池美樹
大久田和弘
西條芳文

仙台医療センター（宮城県仙台市宮城野２丁目１１番１２号）
仙台厚生病院（宮城県仙台市青葉区広瀬町4-15）

仙台市立病院（宮城県仙台市太白区あすと長町1-1-1）
東北大学病院（宮城県仙台市青葉区星陵町1-1）

155 渋谷耳鼻咽喉科医院 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央２－７－１２ 022-222-5310 〇 〇 耳鼻咽喉科 渋谷守

東北公済病院（宮城県仙台市青葉区国分町2-3-11）
東北労災病院（宮城県仙台市青葉区台原4-3-21）

仙台市立病院（宮城県仙台市太白区あすと長町1-1-1）
東北大学病院（宮城県仙台市青葉区星陵町1-1）

仙台医療センター（宮城県仙台市宮城野２丁目１１番１２号）

156 仙台甲状腺クリニック 980-0021
宮城県仙台市青葉区中央３－１－２２　EQUINIA
青葉通り３Ｆ

022-722-0321 ua@sendaikojosen.com 〇 内科
中川吉則
中林佐依子

157 広瀬通クリニック 980-0021
宮城県仙台市青葉区中央２－１１－１９　仙南ビ
ル６F

022-722-1670 〇 精神科 千葉英明

158 師小児科医院 980-0021
宮城県仙台市青葉区中央２－１０－１７   モロ
ビルディング２Ｆ

022-222-6247 〇 〇 小児科 師保之

159 ゴリラクリニック仙台院 980-0021
宮城県仙台市青葉区中央2-4-5　アルボーレ仙台
4F

0120-264-223 gorila.clinic 〇 美容皮膚科
小篠隆広
柳田邦昭

160 一番町堀耳鼻咽喉科 980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町3-6-1　一番町平和ビ
ル5階502号室

022-261-4779 http://horijibika.com 〇 耳鼻咽喉科
堀容子
堀克孝
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161 東仙台リウマチ科内科クリニック 983-0039 宮城県仙台市宮城野区新田東１丁目１７－５ 022-237-5311 〇 リウマチ科 泉山朋政

東北大学病院（宮城県仙台市青葉区星陵町1-1）
仙台市立病院（宮城県仙台市太白区あすと長町1-1-1）

独立行政法人国立病院機構　仙台医療センター
（宮城県仙台市宮城野区宮城野2-11-12）

公益財団法人仙台市医療センター仙台オープン病院
（宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷5-22-1）

みやぎ県南中核病院（宮城県柴田郡大河原町字西38-1）
大崎市民病院（宮城県大崎市古川穂波三丁目8番1号）

162 徳永クリニック 983-0039 宮城県仙台市宮城野区新田東２－１４－３ 022-343-8353 http://www.tokunaga-clinic.jp 〇
皮膚科
泌尿器科

徳永英夫

東北医科薬科大学病院（宮城県仙台市宮城野区福室1-12-1）
独立行政法人国立病院機構仙台医療センター
（宮城県仙台市宮城野区宮城野2-11-12）

東北大学病院（宮城県仙台市青葉区星陵町1-1）
医療法人寶樹会仙塩総合病院（宮城県多賀城市桜木2-1-1）

163 さいわい町ファミリークリニック 983-0836 宮城県仙台市宮城野区幸町２－２１－８ 022-781-9815 http://saiwai-family-cl.jp/ 〇 〇 内科皮膚科 赤羽勉

164 仙台駅東クリニック 983-0852
宮城県仙台市宮城野区榴岡２丁目１－１２－３０
１

022-299-3210
http://www.sendai-ekihigashi-

clinic.jp/introduction.html
〇 内科 佐藤清春

165 湘南美容クリニック仙台院 980-0021
宮城県仙台市青葉区中央1-2-3　仙台マークワン
17階

0120-91-215 https://www.sbc-aga.jp/clinic/branch/agasendai/ 〇 〇 美容皮膚科 藤井傑

湘南AGAクリニック新宿オーガード院
（東京都新宿区西新宿７丁目１０−１ O-GUARD新宿7階）

湘南AGAクリニック新宿本院
（東京都渋谷区代々木２丁目２−１３ 新宿TRビル 4階）

湘南AGAクリニック大阪院
（大阪府大阪市北区曾根崎新地１丁目４−12 6F 桜橋プラザビル）

湘南AGAクリニック福岡院
（福岡県福岡市中央区天神３丁目３−１４ ホテルアセント福岡 ２階）

166 東仙台さとう整形外科 983‐0823 宮城県仙台市宮城野区燕沢二丁目１１－１ 022-781-7022 〇 整形外科 佐藤明弘

167 つつじが岡メンタルクリニック 983-0852
宮城県仙台市宮城野区榴岡４丁目２－３　ＭＴ２
Ｆ

022-292-7315 〇 精神科 望月美知子 個別に判断して決めるため、医療機関は特定していない。

168 なみ皮ふ科クリニック 984-0063 宮城県仙台市若林区石名坂5 022-797-6839 http://namihifuka-clinic.jp/ 〇 皮膚科 鍵本香子

169 こうのすクリニック 984-0816 宮城県仙台市若林区河原町1丁目5-26 022-796-562 http://kounosu.byoinnavi.jp/pc/ 〇
内科

脳神経内科
呼吸器内科

鴻巣武

仙台市立病院（宮城県仙台市太白区あすと長町1-1-1）
仙台厚生病院（宮城県仙台市青葉区広瀬町4-15）
東北大学病院（宮城県仙台市青葉区星陵町1-1）

広南病院（宮城県仙台市太白区長町南４丁目２０−１）
仙台医療センター（宮城県仙台市宮城野２丁目１１番１２号）

170 沖野内科医院 984-0831 宮城県仙台市若林区沖野6丁目26-30 022-285-8266 〇 〇 内科 浅沼孝和

171 宮田医院 981-1101 宮城県仙台市太白区四郎丸字吹上７１－４ 022-241-4623 〇 内科 宮田隆光

172 さとう腎臓内科ひ尿器科 982-0011 宮城県仙台市太白区長町２－９－３１ 022-302-6672 http://www.satojin.jp 〇
腎臓内科
泌尿器科

佐藤正嗣

東北大学病院（宮城県仙台市青葉区星陵町1-1）
仙台市立病院（宮城県仙台市太白区あすと長町1-1-1）
東北公済病院（宮城県仙台市青葉区国分町2-3-11）

仙台赤十字病院（宮城県仙台市太白区八木山本町2-43-3）
仙台厚生病院（宮城県仙台市青葉区広瀬町4-15）

ＪＣＨＯ仙台病院（宮城県仙台市青葉区堤町３丁目１６−１）
ＪＲ仙台病院（宮城県仙台市青葉区五橋１丁目１−５）

173 なるみ赤ちゃんこどもクリニック 982-0012
宮城県仙台市太白区長町南３－９－２８
バリーハイツ２Ｆ

022-746-8452 http://narumi-ped.com/ 〇 小児科 鳴海僚彦

仙台市立病院（宮城県仙台市太白区あすと長町1-1-1）
仙台赤十字病院（宮城県仙台市太白区八木山本町2-43-3）

仙台医療センター（宮城県仙台市宮城野２丁目１１番１２号）
宮城県立こども病院（宮城県仙台市青葉区落合４丁目３−１７）

東北大学病院（宮城県仙台市青葉区星陵町1-1）

174 しな子女性クリニック 982-0012 宮城県仙台市太白区長町南３－１－５０　４Ｆ 022-304-0475 http://www.shinako-lc.com 〇 婦人科 橋本志奈子

175 花だて内科循環器科 982-0014 宮城県仙台市太白区大野田５－３８－３ 022-797-3466 http://website2.infomity.net/8070000281/ 〇 内科 花立安志

176 富沢南とだクリニック 982-0036 宮城県仙台市太白区富沢南１－１４－３ 022-243-7288 http://tm-toda-clinic.com/ 〇
内科

胃腸科
戸田守彦

仙台市立病院（宮城県仙台市太白区あすと長町1-1-1）
仙台赤十字病院（宮城県仙台市太白区八木山本町2-43-3）

177 太子堂駅前ひふ科 982-0007 宮城県仙台市太白区あすと長町３－１０－２３ 022-395-6207
http://www2.gol.com/users/ip1206118881/index.ht

ml
〇 〇 皮膚科 紺野嘉宣

178 あすと長町皮ふ科クリニック 982-0007
宮城県仙台市太白区あすと長町１－３－１
ＳＨＩＰ仙台ビル　2Ｆ

022-796-7381 http://nagamachi-derma.com 〇 皮膚科 笹井収

179 医療法人すがわら小児科クリニック 982-0007
宮城県仙台市太白区あすと長町１－２－１
仙台長町メディカルプラザ２F

022-797-7607 http://www.sugawara-kodomo.com/ 〇 小児科 菅原伸
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180
障害者支援施設

太白ありのまま舎医務室
982-0252 宮城県仙台市太白区茂庭台２－１５－３０ 022-281-1200 〇 神経内科 今野秀彦

181 興野内科医院 982-0821 宮城県仙台市太白区松が丘８－１０ 022-229-6868 http://www.kyono-naika.com/ 〇 〇 内科 興野春樹
仙台赤十字病院（宮城県仙台市太白区八木山本町2-43-3）
仙台市立病院（宮城県仙台市太白区あすと長町1-1-1）

仙台厚生病院（宮城県仙台市青葉区広瀬町4-15）

182 かねこクリニック 982-0825 宮城県仙台市太白区西の平１－２５－２７ 022-307-5666 〇 内科
金子健蔵
金子久美

183 宍戸クリニック 981-1106 宮城県仙台市太白区柳生７－２－９ 022-242-7060 〇 内科 宍戸輝彦

仙台市立病院（宮城県仙台市太白区あすと長町1-1-1）
ＪＣＨＯ仙台南病院（宮城県仙台市青葉区堤町３丁目１６−１）

仙台赤十字病院（宮城県仙台市太白区八木山本町2-43-3）
ＪＲ仙台病院（宮城県仙台市青葉区五橋１丁目１−５）
東北公済病院（宮城県仙台市青葉区国分町2-3-11）
仙台厚生病院（宮城県仙台市青葉区広瀬町4-15）

184 長町三好耳鼻咽喉科医院 982-0011 宮城県仙台市太白区長町３－２－１－１ 022-247-5515 〇 耳鼻咽喉科 三好豊

185 みやざきクリニック 982-0011
宮城県仙台市太白区長町７－２０－５
ララガーデン長町４Ｆ

022-738-7103 http://www2.odn.ne.jp/miyazaki-clinic/ 〇 〇 内科
消化器内科 宮崎敦史
仙台市立病院（宮城県仙台市太白区あすと長町1-1-1）

仙台赤十字病院（宮城県仙台市太白区八木山本町2-43-3）

186 南光台みやぐち内科クリニック 981-8003 宮城県仙台市泉区南光台３丁目２７－１７ 022-343-8270 https://itp.ne.jp/info/520000089184630001/ 〇 内科
糖尿病内科 宮口修一
東北労災病院（宮城県仙台市青葉区台原4-3-21）

仙台オープン病院（宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷５丁目２２番地の１）

187 八乙女さとうはじめ眼科 981-3112 宮城県仙台市泉区八乙女４丁目4-1 022-725-5231 http://www.yaotome-eye.jp/ 〇 眼科 佐藤肇

188 いずみ野村ファミリークリニック 981-3124 宮城県仙台市泉区野村字桂島東１－５ 022-342-1537 https://www.izumi-nomura-fc.com/ 〇 〇

胃腸内科
外科
内科

内視鏡内科
糖尿病内科

小児科

櫻井直

189 長命ヶ丘　針生・舟田クリニック 981-3212 宮城県仙台市泉区長命ヶ丘２－１７－２ 022-378-6021 〇 内科 舟田仁
せき内科・脳神経内科クリニック(宮城県仙台市泉区松森新田１０７)

北中山クリニック（宮城県仙台市泉区北中山２丁目１−２４）
福田内科クリニック宮城県仙台市泉区泉中央１丁目１７−１
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