宮城県
（令和元年度）実施機関一覧表
実施機関名
公益財団法人宮城県結核予防会健康相談所興生館

所在地
宮城県仙台市青葉区宮町1-1-5

電話番号
022-221-4461

公益財団法人宮城県結核予防会複十字健診センター 宮城県仙台市青葉区中山吉成2-3-1

022-719-5161

一般財団法人宮城県成人病予防協会

宮城県仙台市泉区本田町８－２６

022-375-7112

公益社団法人宮城県

宮城県塩竈市錦町7番10号

022-364-3301

公益社団法人地域医療振興協会女川町地域医療センター

塩釜医師会

宮城県牡鹿郡女川町鷲神浜字堀切山51-6

0225-53-5511

公立加美病院

宮城県加美郡色麻町四釜字杉成９

0229-66-2500

相沢泌尿器科医院

宮城県石巻市門脇町一丁目5-18

0225-22-2901

茜平クリニック

宮城県石巻市茜平二丁目2-17

0225-98-5108

あべクリニック産科婦人科

宮城県石巻市大街道西二丁目1-80

0225-22-3322

あらい脳神経外科クリニック

宮城県石巻市蛇田字下中埣27-27

0225-98-3671

いしづか内科クリニック

宮城県石巻市恵み野五丁目10-38

0225-92-7311

石巻健育会病院

宮城県石巻市大街道西三丁目3-27

0225-94-9195

石巻診療所

宮城県石巻市穀町5-24

0225-23-0125

いしのまき矢吹クリニック

宮城県石巻市大橋三丁目2-7

0225-21-6117

伊藤内科クリニック

宮城県石巻市中里二丁目12-1

0225-96-6372

駅前北きし内科クリニック

宮城県石巻市駅前北通り一丁目14-21

0225-95-3123

大街道じゅんクリニック

宮城県石巻市大街道北三丁目4-97

0225-92-1092

かづま内科クリニック

宮城県石巻市鹿妻南一丁目13-16

0225-96-7700

上石内科クリニック

宮城県石巻市清水町一丁目7-12

0225-22-2602

亀田内科皮膚科クリニック

宮城県石巻市大街道南五丁目4-31

0225-95-6118

かわらだ内科胃大腸クリニック

宮城県石巻市鋳銭場1-10

0225-21-5335

久門医院

宮城県石巻市垂水町三丁目6-1

0225-97-4141

こばやし医院

宮城県石巻市蛇田字南経塚7-3

0225-22-0789

齋藤病院

宮城県石巻市山下町一丁目7-24

0225-96-3251

坂井内科胃腸科

宮城県石巻市中里三丁目1-11

0225-93-8228

佐藤神経内科医院

宮城県石巻市大手町1-8

0225-22-5522

佐藤内科医院

宮城県石巻市茜平四丁目104ｲｵﾝ石巻ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ1F

0225-22-3020

東海林内科胃腸科

宮城県石巻市門脇字二番谷地13-562

0225-96-2823

しらゆりクリニック

宮城県石巻市蛇田字新立野330-2

0225-22-3717

高橋消化器内科

宮城県石巻市千石町2-5

0225-95-1621

田代診療所

宮城県石巻市田代浜字仁斗田126

0225-98-2005

たてだ医院

宮城県石巻市大街道西二丁目1－65

0225-22-2741

中浦内科医院

宮城県石巻市中浦一丁目2-111

0225-21-7551

二宮外科クリニック

宮城県石巻市不動町一丁目7－3

0225-22-0202

古山内科・循環器科

宮城県石巻市元倉一丁目9-9-8

0225-23-0221

まだらめ内科医院

宮城県石巻市わかば二丁目1-5

0225-24-9133

箕田内科クリニック

宮城県石巻市向陽町二丁目1-19

0225-96-5252

森消化器内科外科

宮城県石巻市新橋5-33

0225-23-2151

やまもと産婦人科

宮城県石巻市大街道北一丁目3-15

0225-93-7000

よしろう内科

宮城県石巻市住吉町一丁目8-46

0225-22-3277

わたのはクリニック

宮城県石巻市さくら町五丁目13-1

0225-24-6350

石巻市医師会

宮城県石巻市鋳銭場1-27

0225-95-6238

森消化器内科外科

宮城県石巻市新橋５－３３

0225-23-2151

明石台内科

宮城県富谷市明石台5‐1‐4

022‐772‐5555

明石台レディースクリニック

宮城県富谷市明石台2‐13‐1

022‐772‐8188

いとうクリニック

宮城県富谷市成田4‐1‐11

022‐348‐3051

大清水内科クリニック

宮城県富谷市大清水1‐2‐3

022‐346‐0482

医療法人恵尚会コミュニティクリニック上桜木

宮城県富谷市上桜木2‐3‐4

022‐358‐1976

宮城県1

実施機関名

所在地

電話番号

佐藤病院

宮城県富谷市三ノ関字坂ノ下116‐1

022‐358‐6855

医療法人和恩会渋谷クリニック

宮城県富谷市日吉台2‐38‐10

022‐348‐5211

仙台リハビリテーション病院

宮城県富谷市成田1‐3‐1

022‐351‐8118

医療法人社団益和会富谷医院

宮城県富谷市ひより台1‐45‐1

022‐358‐2872

医療法人盟陽会富谷中央病院

宮城県富谷市上桜木2‐1‐6

022‐779‐1470

医療法人社団日吉台きむら内科

宮城県富谷市日吉台1‐21‐1

022‐348‐0722

やすこ女性クリニック

宮城県富谷市明石台6‐1‐20

022‐342‐1255

医療法人社団広茂会瀬戸医院

宮城県黒川郡大和町吉岡字上町72

022‐345‐2630

医療法人社団大和クリニック

宮城県黒川郡大和町まいの2‐2‐4

022‐345‐3411

医療法人深見クリニック深見内科循環器科内科医院

宮城県黒川郡大和町吉岡字上道下40‐1

022‐345‐3693

吉岡まほろばクリニック

宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば1‐5‐4

022‐345‐9901

公立黒川病院

宮城県黒川郡大和町吉岡字西桧木60

022‐345‐3101

医療法人社団俊香会杉山医院

宮城県黒川郡大郷町羽生字中ノ町11-1

022‐359‐4123

大衡村診療所

宮城県黒川郡大衡村大衡字河原55‐11

022‐345‐2336

医療法人 順化会 猪苗代病院

宮城県気仙沼市南町１丁目３－７

0226-22-7180

猪苗代医院

宮城県気仙沼市三日町２丁目１－９

0226-24-7180

うちクリニック

宮城県気仙沼市東新城１丁目６－１３

0226-23-0087

医療法人 公孫樹会 大里胃腸科内科婦人科医院

宮城県気仙沼市南郷２－２

0226-22-7157

医療法人 敬仁会 大友病院

宮城県気仙沼市三日町２丁目２－２５

0226-22-6868

医療法人 あさひ会 おだか医院

宮城県気仙沼市田中前４丁目１０－２

0226-22-3210

医療法人 社団泰清会 小野医院

宮城県気仙沼市唐桑町宿浦４０５－８

0226-32-3128

小野寺医院

宮城県気仙沼市赤岩五駄鱈７６－１

0226-23-9890

小松クリニック

宮城県気仙沼市東八幡前２７０－６

0226-21-5770

医療法人 千圃 鈴木医院

宮城県気仙沼市長磯原ノ沢５０－２

0226-27-2315

中原クリニック

宮城県気仙沼市田谷１－２

0226-23-1028

医療法人 華月会 村岡外科クリニック

宮城県気仙沼市田中前４丁目４－７

0226-23-3990

医療法人 尚仁会 森田医院

宮城県気仙沼市八日町１丁目４－１

0226-22-6633

気仙沼市立本吉病院

宮城県気仙沼市本吉町津谷明戸２２２－２

0226-42-2621

医療法人 社団国手医仁会 ささはら総合診療科

宮城県登米市迫町佐沼字江合１丁目８－８

0220-21-5660

医療法人 社団新生会 佐藤徹内科クリニック

宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田１４４－４５

0226-47-1175

医療法人 社団齋藤外科 齋藤外科クリニック

宮城県気仙沼市東新城１丁目１２－１

0226-22-7260

すがわら内科クリニック

宮城県気仙沼市松崎萱１２１－３

0226-25-8825

医療法人 宮川仁隆会 もとよしクリニック

宮城県気仙沼市本吉町津谷長根８６－３

0226-25-7585

医療法人 社団真仁会 歌津八番クリニック

宮城県本吉郡南三陸町歌津字枡沢７７－１

0226-36-9511

こまつ内科医院

宮城県気仙沼市田谷１１－１１

0226-29-6482

医療法人社団 内方医院

宮城県刈田郡蔵王町宮字町32

0224-32-2101

海上内科医院

宮城県白石市字長町56－1

0224-25-1501

医療法人 梅津内科医院

宮城県白石市字銚子ヶ森10－13

0224-24-3571

大泉記念病院

宮城県白石市福岡深谷字一本松5-1

0224-22-2111

こまつ外科内科クリニック

宮城県白石市城南2丁目2－6

0224-22-2115

蔵王町国民健康保険蔵王病院

宮城県刈田郡蔵王町大字円田字和田130

0224-33-2260

医療法人社団 恒心会 佐藤医院

宮城県刈田郡蔵王町宮字町36

0224-32-2002

医療法人 塚本内科消化器科

宮城県白石市城南1丁目2－29

0224-26-1026

つつみ内科外科こどもｸﾘﾆｯｸ

宮城県白石市字清水小路6-3

0224-25-1181

水野内科クリニック

宮城県白石市沢端町3－43

0224-25-2736

えんどうクリニック

宮城県白石市兎作40‐1

0224-26-3888

亘理内科医院

宮城県白石市城北町1－18

0224-25-8501

加藤小児科内科医院

宮城県白石市大手町3-13

0224-26-2653

かんのリズムハートクリニック

宮城県白石市鷹巣東3丁目8-3

0224-26-6330

金沢内科胃腸科

宮城県名取市小山2-3-32

022-382-3388

東北医科薬科大学名取守病院

宮城県名取市増田1-9-12

022-384-1211

宮城県2

実施機関名

所在地

電話番号

せきのした総合クリニック

宮城県名取市杜せきのした1-8-23

022-383-7557

医療法人武田内科医院

宮城県名取市増田2-6-11

022-382-3100

あいのもりクリニック

宮城県名取市愛の杜1-2-1

022-784-1550

館腰クリニック

宮城県名取市植松4-17-16

022-383-6677

曽我内科こどもクリニック

宮城県名取市杉ヶ袋字前沖71-1

022-381-5988

名取中央クリニック

宮城県名取市増田字柳田8

022-383-5252

医療法人なとり整形外科クリニック

宮城県名取市小山2－1－5

022-382-2362

医療法人徳重会みどり台小児科外科内科

宮城県名取市みどり台1－3－1

022-386-7220

笹川医院

宮城県名取市増田3-3-10

022-382-3025

毛利内科

宮城県名取市増田6-2-8

022-384-8052

医療法人尚真会たんのクリニック

宮城県名取市手倉田字諏訪599-1

022-381-5233

ひまわり内科消化器科クリニック

宮城県名取市みどり台2-4-3

022-386-8333

ゆりあげクリニック

宮城県名取市美田園7-17-3

022-738-7081

エアリ総合内科漢方クリニック

宮城県名取市杜せきのした5-3-1

022-797-8601

森内科クリニック

宮城県名取市下余田字鹿島86-5

022-383-3070

さとうクリニック

宮城県名取市手倉田字諏訪565-1

022-384-1883

那智が丘クリニック

宮城県名取市那智が丘4-19-1

022-386-5311

時計台クリニック

宮城県名取市杜せきのした2-6-7

022-398-3353

めでしまのさと内科クリニック

宮城県名取市愛島郷1-16-28

022-302-6551

青木神経科内科クリニック

宮城県岩沼市中央1-4-13

0223-24-5501

医療法人社団武優会 森整形外科クリニック

宮城県岩沼市桜1-1-11

0223-22-1311

医療法人みやぎ青葉会 佐藤医院

宮城県岩沼市中央2-5-30

0223-22-2848

医療法人北嶺会 おなかのクリニック

宮城県岩沼市たけくま2-4-17

0223-25-6188

医療法人五葉会 山本クリニック

宮城県岩沼市中央1-3-12

0223-22-2630

医療法人恒榮会 中川医院

宮城県岩沼市桜4-1-3

0223-22-2016

医療法人 本郷医院

宮城県岩沼市中央3-4-16

0223-24-2100

社会医療法人将道会 総合南東北病院

宮城県岩沼市里の杜1-2-5

0223-23-3151

あおば内科・胃腸内科クリニック

宮城県岩沼市押分新田東147-1

0223-29-3741

岩沼クリニック

宮城県岩沼市館下2-1-19

0223-25-6858

ありた総合内科クリニック

宮城県岩沼市中央3-4-27

0223-25-2561

脳外科内科すずきクリニック

宮城県岩沼市桑原4-11-18

0223-25-6567

安田内科医院

宮城県岩沼市大手町8-11

0223-22-2693

医療法人社団みやぎ清耀会 緑の里クリニック

宮城県岩沼市北長谷字畑向山南27-2

0223-23-2678

なくい外科内科胃腸内科クリニック

宮城県岩沼市あさひ野1-11-2

0223-35-7461

国民健康保険川崎病院

宮城県柴田郡川崎町大字前川字北原23-1

0224-84-2119

玉渕医院

宮城県柴田郡柴田町槻木上町1丁目1-58

0224-56-1012

高沢内科

宮城県柴田郡柴田町西船迫3-5-1

0224-57-1231

日下内科医院

宮城県柴田郡大河原町字町73

0224-52-1058

乾医院

宮城県柴田郡柴田町槻木下町3-1-20

0224-56-1451

かわち医院

宮城県柴田郡大河原町東新町10-7

0224-52-3115

宮上クリニック

宮城県柴田郡柴田町西船迫2-7-1

0224-55-4103

大沼胃腸科内科外科医院

宮城県柴田郡柴田町槻木上町3-1-10

0224-56-1441

医療法人社団北杜会船岡今野病院

宮城県柴田郡柴田町船岡中央2-5-16

0224-54-1034

安藤医院

宮城県柴田郡大河原町大谷字盛16

0224-52-1216

医療法人社団山家内科小児科医院

宮城県柴田郡川崎町大字前川字中町76-2

0224-84-2023

みやぎ県南医療生活協同組合しばた協同クリニック

宮城県柴田郡柴田町船岡新栄4-4-1

0224-57-2310

町南診療所

宮城県柴田郡村田町大字村田字町南33-1

0224-83-5503

村田内科クリニック

宮城県柴田郡村田町大字小泉字西浦84-1

0224-83-6061

甘糟医院

宮城県柴田郡大河原町大谷字末広81

0224-53-1460

さくら内科消化器科

宮城県柴田郡大河原町住吉町11-1

0224-53-5151

平井内科

宮城県柴田郡大河原町字甲子町3-5

0224-52-2777

宮城県3

実施機関名

所在地

電話番号

医療法人庄司クリニック

宮城県柴田郡大河原町大谷字戸ノ内前35-1

0224-51-3741

太田内科

宮城県柴田郡柴田町船岡中央3-3-34

0224-55-1702

いのまた胃と腸内科クリニック

宮城県柴田郡柴田町槻木上町2-7-25

0224-87-8750

板橋胃腸科肛門科

宮城県亘理郡亘理町逢隈中泉字沼添74-1

0223-34-8911

医療法人 氏家医院

宮城県亘理郡亘理町字舘南86

0223-34-1320

医療法人 三浦クリニック

宮城県亘理郡亘理町字新町40

0223-33-1811

大友医院ヒロミ小児科

宮城県亘理郡亘理町字下小路18-1

0223-34-3204

熊谷内科医院

宮城県亘理郡亘理町字中町東171-1

0223-34-5140

高橋内科乳腺外科

宮城県亘理郡亘理町逢隈中泉字沼添73-1

0223-33-1121

三上医院

宮城県亘理郡亘理町字裏城戸179-1

0223-34-3711

やべ内科クリニック亘理診療所

宮城県亘理郡亘理町吉田字松崎70-1

0223-34-3003

山形外科医院

宮城県亘理郡亘理町字旧舘17-1

0223-34-3171

やまだクリニック

宮城県亘理郡亘理町字下小路16-1

0223-23-1107

浅生原クリニック

宮城県亘理郡山元町浅生原字日向20-2

0223-23-0345

菊地内科医院

宮城県亘理郡山元町浅生原字作田山2-72

0223-37-3300

平田外科医院

宮城県亘理郡山元町山寺字石田21-3

0223-37-4055

松村クリニック

宮城県亘理郡山元町坂元字道合70

0223-38-0005

さくら整形外科クリニック

宮城県亘理郡亘理町字東郷155-1

0223-23-0366

ありまファミリークリニック

宮城県加美郡加美町字西町19

0229-63-2230

医療法人社団 伊藤医院

宮城県加美郡加美町字旧舘一番80-2

0229-63-2025

大山医院

宮城県加美郡加美町字北町二番181-1

0229-63-3054

医療法人 佐々木胃腸科

宮城県加美郡加美町字西町48

0229-63-3324

鈴木内科医院

宮城県加美郡加美町字旧舘一番17

0229-63-3056

医療法人 清仁会 中新田クリニック

宮城県加美郡加美町字大門20

0229-63-7676

公益社団法人 宮城厚生協会 中新田民主医院

宮城県加美郡加美町字矢越345

0229-63-2156

おのだクリニック

宮城県加美郡加美町字下原38-3

0229-67-2228

鈴木診療所

宮城県加美郡加美町宮崎字屋敷5-21-2

0229-68-2121

涌谷町国保病院

宮城県遠田郡涌谷町涌谷字中江南２７８

0229-43-5111

秋山内科医院

宮城県大崎市古川荒谷本町45

0229-28-1909

伊藤内科小児科医院

宮城県大崎市古川小泉字泉40

0229-23-8866

尾花内科クリニック

宮城県大崎市古川中島町2-39

0229-21-0087

鎌田内科クリニック

宮城県大崎市古川諏訪2-2-28

0229-24-1700

佐々木医院

宮城県大崎市古川諏訪1-3-37

0229-22-2290

さとう内科循環器科医院

宮城県大崎市古川中里3-11-59

0229-23-0006

寛内科胃腸科クリニック

宮城県大崎市古川駅前大通1-1-10

0229-24-8822

渋谷皮膚科泌尿器科医院

宮城県大崎市古川東町1-28

0229-23-9783

すずき脳神経外科クリニック

宮城県大崎市古川李埣1-1-23

0229-24-3770

髙橋医院

宮城県大崎市古川中里2-2-25

0229-22-0791

千葉医院

宮城県大崎市古川駅前大通6-2-44

0229-22-3228

冨樫クリニック

宮城県大崎市古川大宮8-9-15

0229-23-4456

長井内科医院

宮城県大崎市古川三日町1-3-25

0229-91-1020

まつうら内科小児科クリニック

宮城県大崎市古川大宮1-1-79

0229-23-5677

佐藤病院

宮城県大崎市古川中里1-3-18

0229-22-0207

片倉病院

宮城県大崎市古川浦町1-37

0229-22-0016

徳永整形外科病院

宮城県大崎市古川北町2-5-12

0229-22-1111

佐久間内科医院

宮城県大崎市鹿島台平渡字新屋敷下87-1

0229-56-3700

渡辺外科胃腸科医院

宮城県大崎市鹿島台平渡字巳待田430-1

0229-56-5211

大崎市民病院 鹿島台分院

宮城県大崎市鹿島台平渡字東要害20

0229-56-2611

岩渕胃腸科内科クリニック

宮城県大崎市三本木字南町40番地2

0229-52-6211

近江医院

宮城県大崎市三本木字しらとり17-3

0229-52-3057

わたなべ産婦人科 内科・小児科

宮城県大崎市松山千石字松山440

0229-55-3535

宮城県4

実施機関名

所在地

電話番号

高橋医院

宮城県大崎市岩出山上川原町24-3

0229-72-1005

大崎市民病院 鳴子温泉分院

宮城県大崎市鳴子温泉末沢1

0229-82-2311

佐藤医院

宮城県大崎市鳴子温泉字湯元92-1

0229-82-2656

早坂愛生会病院

宮城県仙台市青葉区川内澱橋通38

022-261-1611

貝山中央病院

宮城県仙台市青葉区大町二丁目12-8

022-222-5945

清水医院

宮城県仙台市青葉区錦町二丁目1-6

022-223-2532

鬼怒川産婦人科女性内科医院

宮城県仙台市青葉区小田原六丁目6-1

022-227-2205

松沢医院

宮城県仙台市青葉区中央二丁目4-11

022-261-3752

宮城中央病院

宮城県仙台市青葉区上杉一丁目9-17

022-224-1307

シャンボール青葉産婦人科医院

宮城県仙台市青葉区二日町6-6 シャンボ－ル青葉306

022-263-3677

佐藤医院

宮城県仙台市青葉区中山四丁目10-33

022-278-7050

斎藤内科医院

宮城県仙台市青葉区上杉五丁目3-65

022-221-2977

北田内科小児科医院

宮城県仙台市青葉区八幡三丁目6-15

022-223-0208

北山内科クリニック

宮城県仙台市青葉区北山三丁目1-30 根本ビル2F

022-275-2255

市川内科電力ビルクリニック

宮城県仙台市青葉区一番町三丁目7-1 電力ビル2F

022-262-5755

佐藤茂内科医院

宮城県仙台市青葉区中山八丁目23-2

022-278-5865

南條クリニック

宮城県仙台市青葉区台原五丁目5-5

022-301-3711

内科・循環器科 佐藤韶矩医院

宮城県仙台市青葉区通町一丁目7-33

022-234-0803

粟野内科医院

宮城県仙台市青葉区立町25-13

022-265-2050

宮城厚生協会仙台錦町診療所

宮城県仙台市青葉区上杉三丁目2-28 アクス上杉ビル3Ｆ

022-222-7997

笹森医院

宮城県仙台市青葉区本町二丁目13-13

022-222-9081

胃腸科内科北川医院

宮城県仙台市青葉区中央三丁目8-20

022-223-2652

佐藤内科医院

宮城県仙台市青葉区愛子東一丁目7-28

022-392-5151

西仙台病院

宮城県仙台市青葉区芋沢字新田54-4

022-394-5721

早川医院

宮城県仙台市青葉区上愛子字大道18-1

022-392-3214

岩崎医院

宮城県仙台市青葉区愛子中央六丁目7-23

022-392-3161

広瀬病院

宮城県仙台市青葉区郷六字大森4-2

022-226-2661

菊地胃腸科内科医院

宮城県仙台市青葉区春日町10-30

022-261-3344

宮城共立医院

宮城県仙台市青葉区上愛子字上遠野原9-76

022-392-6631

澁川内科医院

宮城県仙台市青葉区宮町五丁目10-15

022-272-5780

相田内科医院

宮城県仙台市青葉区荒巻本沢三丁目16-5

022-278-9170

はちまん石川内科クリニック

宮城県仙台市青葉区八幡二丁目18-2

022-272-9767

佐々木内科医院

宮城県仙台市青葉区子平町15-36

022-234-2267

青葉通クリニック

宮城県仙台市青葉区一番町三丁目8-2

022-221-5756

山口胃腸科外科医院

宮城県仙台市青葉区上杉一丁目4-28 アップシｰダｰ2F

022-223-3533

千田内科

宮城県仙台市青葉区荒巻神明町19-9

022-271-1183

長野内科胃腸科

宮城県仙台市青葉区通町二丁目17-19

022-272-6677

小泉内科医院

宮城県仙台市青葉区上杉四丁目2-47

022-222-8703

橋本クリニック

宮城県仙台市青葉区柏木一丁目7-28 柏木ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ2F

022-718-6886

大野内科医院

宮城県仙台市青葉区昭和町5-46

022-234-4171

小松脳神経外科

宮城県仙台市青葉区昭和町3-24-1F

022-271-9356

漆山医院

宮城県仙台市青葉区木町通一丁目4-20

022-225-0255

南吉成クリニック

宮城県仙台市青葉区南吉成三丁目9-5

022-277-6611

迫内科消化器科

宮城県仙台市青葉区米ケ袋一丁目2-13

022-263-5711

柴崎内科小児科医院

宮城県仙台市青葉区八幡四丁目2-11

022-271-7575

千葉クリニック

宮城県仙台市青葉区三条町16-13

022-275-7333

貝ヶ森きむら医院

宮城県仙台市青葉区貝ヶ森六丁目15-8

022-279-7200

桜ケ丘あおぞら内科

宮城県仙台市青葉区桜ヶ丘二丁目13-3

022-279-0255

松原医院

宮城県仙台市青葉区愛子東二丁目3-63

022-392-3111

台原高柳病院

宮城県仙台市青葉区台原六丁目3-33

022-273-2525

内山内科医院

宮城県仙台市青葉区広瀬町4-1

022-225-4568

宮城県5

実施機関名

所在地

電話番号

おおひら内科クリニック

宮城県仙台市青葉区二日町16-27

022-224-1627

羽二生クリニック

宮城県仙台市青葉区柏木二丁目2-14

022-273-1182

仙台中江病院

宮城県仙台市青葉区中江一丁目10-18

022-263-3031

一番町クリニック

宮城県仙台市青葉区一番町三丁目5-16 アクアビル2F

022-222-0082

土橋内科医院

宮城県仙台市青葉区八幡二丁目11-8

022-272-9220

大平メンタルクリニック

宮城県仙台市青葉区八幡三丁目2-11

022-723-5573

かきさかクリニック外科・肛門科・内科

宮城県仙台市青葉区八幡ニ丁目1-27

022-275-0212

海瀬内科クリニック

宮城県仙台市青葉区木町通一丁目6-32 晩翠ウィングビル2F

022-723-5155

会川クリニック内科呼吸器科

宮城県仙台市青葉区北山一丁目4-12

022-234-5927

白根胃腸クリニック

宮城県仙台市青葉区上杉二丁目1-30

022-263-3151

仙台すこやかクリニック

宮城県仙台市青葉区八幡二丁目4-13

022-219-0052

ささきクリニック

宮城県仙台市青葉区旭ヶ丘三丁目15-31

022-727-7855

西村アレルギー科小児科

宮城県仙台市青葉区木町9-26

022-727-6322

栗生内科胃腸科医院

宮城県仙台市青葉区落合六丁目1-1

022-392-1333

河北診療所内科

宮城県仙台市青葉区五橋一丁目2-28

022-211-1457

佐々木整形外科麻酔科クリニック

宮城県仙台市青葉区北山一丁目4-8

022-272-1675

笠原内科循環器科クリニック

宮城県仙台市青葉区木町17-3

022-301-5111

ひがしかつやまクリニック

宮城県仙台市青葉区東勝山二丁目14-13

022-728-6501

松尾けんこうクリニック

宮城県仙台市青葉区高松二丁目11-74

022-727-1033

まつばら水の森クリニック

宮城県仙台市青葉区水の森三丁目41-15-3F

022-303-7855

花壇医院

宮城県仙台市青葉区花壇5-3

022-222-0052

江川クリニック

宮城県仙台市青葉区旭ヶ丘四丁目35-27

022-274-1205

台原まことクリニック

宮城県仙台市青葉区台原五丁目1-54

022-301-5567

東勝山なかざわ内科・アレルギー科

宮城県仙台市青葉区東勝山三丁目14-11

022-728-8181

柏木クリニック

宮城県仙台市青葉区柏木二丁目6-2

022-275-1310

佐藤玄德内科クリニック

宮城県仙台市青葉区本町一丁目13-32

022-216-5601

東西クリニック仙台

宮城県仙台市青葉区南吉成三丁目1-23

022-277-6221

みやぎ台かねこ医院

宮城県仙台市青葉区みやぎ台三丁目26-8

022-391-3611

仙台腎泌尿器科

宮城県仙台市青葉区南吉成三丁目1-32

022-719-6622

桜ケ丘クリニック

宮城県仙台市青葉区桜ケ丘七丁目22-8

022-303-2555

台原内科クリニック

宮城県仙台市青葉区台原一丁目7-28

022-727-1311

森るり子内科クリニック

宮城県仙台市青葉区五橋一丁目6-23

022-221-2119

すずきクリニック

宮城県仙台市青葉区栗生四丁目12-3

022-391-0765

草刈内科医院

宮城県仙台市青葉区東照宮二丁目1-2

022-271-9251

杜のホスピタル・あおば

宮城県仙台市青葉区八幡六丁目9-3

022-718-8871

川平内科

宮城県仙台市青葉区川平三丁目40-10

022-303-2523

くにみ内科クリニック

宮城県仙台市青葉区国見四丁目2-5

022-301-6530

堀田内科

宮城県仙台市青葉区立町12-3

022-223-2660

あきもとクリニック

宮城県仙台市青葉区栗生七丁目10-7

022-392-3371

仙台星陵クリニック

宮城県仙台市青葉区木町通二丁目4-45

022-273-3533

荒巻なべ胃腸科・内科クリニック

宮城県仙台市青葉区荒巻本沢三丁目1-7

022-719-6071

奥口内科クリニック

宮城県仙台市青葉区中央二丁目10-12 仙台マルセンビル2Ｆ

022-215-7171

高野原曽木医院

宮城県仙台市青葉区高野原四丁目10-14

022-391-3311

棚橋よしかつ＋泌尿器科

宮城県仙台市青葉区国分町二丁目2-11 オパール仙台ビル3F

022-722-0028

吉成台内科胃腸科

宮城県仙台市青葉区吉成台一丁目2-5

022-303-2320

宮町通りクリニック

宮城県仙台市青葉区宮町一丁目1-48

022-223-2082

いつつばしクリニック

宮城県仙台市青葉区五橋一丁目1-58 ダイアパレス仙台中央909

022-797-8625

神経内科クリニック仙台

宮城県仙台市青葉区中央三丁目1-22 エキニア青葉通り6F

022-723-6523

北仙台診療所

宮城県仙台市青葉区通町二丁目5-6

022-272-5850

上愛子クリニック

宮城県仙台市青葉区上愛子字街道77-3

022-392-0330

大内医院

宮城県仙台市青葉区福沢町1-34

022-222-9870

宮城県6

実施機関名

所在地

電話番号

小野寺内科小児科胃腸科医院

宮城県仙台市青葉区昭和町1-29

022-234-4743

東北福祉大学せんだんホスピタル

宮城県仙台市青葉区国見ケ丘六丁目65-8

022-303-0125

南町通り内科クリニック

宮城県仙台市青葉区一番町二丁目2-8 ＩＫＩビル2Ｆ

022-716-6277

野村宏脳神経内科クリニック

宮城県仙台市青葉区木町通一丁目5-12 レイール木町4F

022-224-3741

あおば脳神経外科

宮城県仙台市青葉区中央二丁目11-19 仙南ビル1･2F

022-215-8818

東二番丁診療所

宮城県仙台市青葉区一番町一丁目9-1 仙台トラストタワー3F

022-221-5226

仙台内科総合クリニック

宮城県仙台市青葉区上杉三丁目9-25 ボナハウス上杉2F

022-217-1733

ひろせ中央クリニック

宮城県仙台市青葉区落合二丁目4-12

022-391-0755

さがら内科クリニック

宮城県仙台市青葉区小松島四丁目27-33

022-728-8558

阿部内視鏡内科

宮城県仙台市青葉区川内川前丁5

022-223-5645

小野よしあき内科クリニック

宮城県仙台市青葉区米ケ袋二丁目3-4

022-211-0125

さはた内科クリニック

宮城県仙台市青葉区一番町三丁目6-1 平和ビル5F

022-265-0515

一番町南診療所 仙台心臓血圧総合クリニック

宮城県仙台市青葉区北目町3-9-2F

022-393-5615

周行会上杉クリニック

宮城県仙台市青葉区上杉二丁目3-3

022-221-5668

やすだクリニック

宮城県仙台市青葉区桜ヶ丘四丁目19-16

022-278-1731

ふくじゅ草クリニック

宮城県仙台市青葉区八幡三丁目1-50 レキシントンプラザ八幡2F

022-224-2910

河村内科外科クリニック

宮城県仙台市青葉区中山五丁目6-1

022-278-0533

一番町南診療所あかねクリニック

宮城県仙台市青葉区北目町3-9-3F

022-797-3070

宮町整形外科クリニック

宮城県仙台市青葉区宮町四丁目6-10

022-796-3271

矢野内科クリニック

宮城県仙台市青葉区中山台二丁目26-14

022-279-6551

勾当台はやさか内科クリニック

宮城県仙台市青葉区国分町三丁目6-1 仙台パークビル1F

022-217-1452

青葉通り一番町内科クリニック

宮城県仙台市青葉区一番町二丁目4-19 シリウス・一番町3Ｆ

022-302-7025

イムス明理会仙台総合病院

宮城県仙台市青葉区中央四丁目5-1

022-268-3150

錦ケ丘ヒルズクリニック

宮城県仙台市青葉区錦ケ丘七丁目20-2

022-797-2492

上杉胃腸科内科クリニック

宮城県仙台市青葉区上杉一丁目6-10 仙台北辰ビル3F

022-724-7822

若山医院 内科・循環器内科

宮城県仙台市青葉区東勝山三丁目4-5

022-341-5575

ひろせ内科

宮城県仙台市青葉区愛子東一丁目8-8

022-797-0100

医の森クリニック仙台

宮城県仙台市青葉区中央一丁目1-1 エスパル仙台東館4F

022-352-3786

片倉胃腸科内科医院

宮城県仙台市青葉区北根黒松9-23

022-233-2071

かんとうクリニック

宮城県仙台市青葉区本町二丁目17-23

022-397-7762

北四番丁クリニック

宮城県仙台市青葉区上杉一丁目17-20 第6銅谷ﾋﾞﾙ1F

022-266-0725

なかやま医院

宮城県仙台市青葉区中山四丁目13-36

022-725-6910

かとう内科医院

宮城県仙台市青葉区一番町一丁目5-35

022-722-5005

クレアクリニック

宮城県仙台市青葉区中央三丁目1-22 EQUINIA青葉通り6F

022-226-7608

山形内科医院

宮城県仙台市青葉区木町通一丁目1-18

022-221-5678

ＬＣクリニック仙台

宮城県仙台市青葉区中央一丁目3-1 AERﾋﾞﾙ11F

022-267-1020

三浦りょう内科クリニック

宮城県仙台市青葉区栗生六丁目13-8

022-302-8757

北仙台はせがわクリニック

宮城県仙台市青葉区昭和町4-3 北仙台ひまわりﾋﾞﾙ2F

022-346-0630

日野クリニック

宮城県仙台市青葉区愛子東二丁目3-18

022-797-6131

旭ヶ丘ハート内科クリニック

宮城県仙台市青葉区旭ヶ丘四丁目1-1

022-341-8180

光ヶ丘スペルマン病院

宮城県仙台市宮城野区東仙台六丁目7-1

022-257-0231

庄司内科小児科医院

宮城県仙台市宮城野区原町一丁目1-80

022-293-7236

阿部内科神経科医院

宮城県仙台市宮城野区小鶴一丁目1-11

022-251-1804

福井医院

宮城県仙台市宮城野区東宮城野4-2

022-236-8831

宮千代加藤内科医院

宮城県仙台市宮城野区宮千代一丁目2-9

022-235-8876

中嶋病院

宮城県仙台市宮城野区大梶15-27

022-291-5191

たかはし内科

宮城県仙台市宮城野区東仙台二丁目5-3

022-257-3227

丹野皮膚科内科小児科

宮城県仙台市宮城野区原町二丁目1-69

022-297-1158

永井小児科医院

宮城県仙台市宮城野区宮城野一丁目25-10

022-256-3466

星内科小児科医院

宮城県仙台市宮城野区幸町二丁目20-13

022-256-1973

色川内科小児科医院

宮城県仙台市宮城野区福田町二丁目5-13

022-258-1051

宮城県7

実施機関名

所在地

電話番号

清水外科医院

宮城県仙台市宮城野区新田一丁目20-10

022-284-4648

福室クリニック

宮城県仙台市宮城野区福室五丁目13-15

022-259-5856

岩切病院

宮城県仙台市宮城野区岩切字稲荷21

022-255-5555

おおかた内科胃腸科医院

宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷北一丁目14-21

022-251-5515

岩切阿部医院

宮城県仙台市宮城野区岩切字洞ノ口190-4

022-255-8218

千葉内科クリニック

宮城県仙台市宮城野区栄二丁目25-7

022-258-8776

内科循環器科田子中央クリニック

宮城県仙台市宮城野区田子西二丁目2-2

022-387-9333

北村神経内科クリニック

宮城県仙台市宮城野区福室二丁目6-24

022-254-6030

塩沢消化器内科

宮城県仙台市宮城野区燕沢二丁目15-30

022-251-2233

大山内科胃腸科

宮城県仙台市宮城野区燕沢三丁目19-1

022-253-1733

内科・胃腸科 小田原クリニック

宮城県仙台市宮城野区小田原一丁目6-40

022-792-8080

みやぎの内科クリニック

宮城県仙台市宮城野区宮城野一丁目21-7

022-292-7801

湯村医院

宮城県仙台市宮城野区岩切字若宮前82-1

022-255-8011

福住クリニック

宮城県仙台市宮城野区福住町4-16

022-387-2322

田所ハートクリニック

宮城県仙台市宮城野区岩切字洞ノ口229-5

022-396-0810

遠藤クリニック

宮城県仙台市宮城野区福田町一丁目1-18

022-258-3600

仙台森ビル内科クリニック

宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目2-3 仙台ＭＴビル2Ｆ

022-292-5678

木下内科クリニック

宮城県仙台市宮城野区原町二丁目4-43

022-257-0505

田島内科医院

宮城県仙台市宮城野区萩野町一丁目11-1 萩野町Ｍビル1F

022-231-7222

やまだ内科・胃腸科クリニック

宮城県仙台市宮城野区新田東一丁目8-1 新田東メディカルビル2F

022-237-8221

木村貞之進記念まひと内科クリニック

宮城県仙台市宮城野区高砂一丁目24-39

022-388-8228

さのクリニックアレルギー科・呼吸器科・内科

宮城県仙台市宮城野区小田原弓ノ町100-1 アンサンブルメディカルビル4F

022-291-2680

あいざわクリニック

宮城県仙台市宮城野区銀杏町26-7

022-296-0520

東仙台クリニック

宮城県仙台市宮城野区東仙台一丁目7-1

022-792-8661

みなとクリニック

宮城県仙台市宮城野区中野五丁目1-1

022-388-7617

のむら内科心療内科クリニック

宮城県仙台市宮城野区岩切一丁目26-27

022-396-8755

内科小児科本間医院

宮城県仙台市宮城野区新田二丁目2-17

022-237-1024

菅野医院

宮城県仙台市宮城野区小田原一丁目3-27

022-256-4261

庄子内科クリニック

宮城県仙台市宮城野区田子二丁目6-12

022-387-2666

野口胃腸内科医院

宮城県仙台市宮城野区幸町一丁目17-32

022-234-7305

内科萱場クリニック

宮城県仙台市宮城野区小田原一丁目5-32

022-256-5101

鶴ヶ谷クリニック

宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷字舘下35-1

022-355-6121

新田東クリニック

宮城県仙台市宮城野区新田東二丁目10-4

022-797-6700

仙台駅東クリニック

宮城県仙台市宮城野区榴岡二丁目1-12 KIビル3Ｆ

022-299-3210

清水内科・小児科医院

宮城県仙台市宮城野区萩野町二丁目17-6

022-231-0280

榴ヶ岡公園前クリニック

宮城県仙台市宮城野区宮城野一丁目2-45

022-290-6257

岩切中央クリニック

宮城県仙台市宮城野区岩切分台一丁目2-5

022-255-2131

佐藤彰内科消化器科医院

宮城県仙台市宮城野区高砂一丁目29-4

022-388-6338

クリニック斎藤泌尿器科

宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷五丁目20-17

022-251-0170

さいわい町ファミリークリニック

宮城県仙台市宮城野区幸町二丁目21-8

022-781-9815

てっぽう町かず内科

宮城県仙台市宮城野区鉄砲町東3-16

022-355-4183

榴岡わたなべクリニック

宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目11-18 プレノ榴岡1F

022-298-6201

新田さいとうクリニック

宮城県仙台市宮城野区新田四丁目33-18

022-353-5780

宮千代内科クリニック

宮城県仙台市宮城野区宮千代二丁目19-7

022-797-3777

光が丘内科クリニック

仙台市宮城野区幸町五丁目4-1 渡幸ベルメゾン1号棟203号室

022-766-8511

五十嵐内科

宮城県仙台市宮城野区福室三丁目37-5

022-355-9988

原町ささき内科

宮城県仙台市宮城野区原町一丁目3-50

022-355-8880

とざわクリニック

宮城県仙台市宮城野区東仙台四丁目7-1

022-298-6770

安田病院

宮城県仙台市宮城野区小田原二丁目2-40

022-256-5166

なかむら脳神経外科

宮城県仙台市宮城野区新田東一丁目8-1 新田東ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ1F

022-232-0770

おのでらクリニック

宮城県仙台市宮城野区銀杏町35-1

022-236-7522

宮城県8

実施機関名

所在地

電話番号

千葉内科医院

宮城県仙台市若林区南鍛冶町130

022-266-0832

長島内科医院

宮城県仙台市若林区一本杉町18-11

022-235-8331

石田医院

宮城県仙台市若林区連坊小路53

022-256-1237

氏家クリニック

宮城県仙台市若林区一本杉町14-19

022-284-7551

今野外科整形外科

宮城県仙台市若林区南鍛冶町196

022-223-3285

杉山内科消化器科医院

宮城県仙台市若林区中倉二丁目1-20

022-239-5611

門脇神経科内科クリニック

宮城県仙台市若林区三百人町100

022-711-3288

結城クリニック

宮城県仙台市若林区上飯田字天神108-4

022-289-3322

やべ内科クリニックおきの

宮城県仙台市若林区沖野四丁目3-20

022-285-3151

七郷クリニック

宮城県仙台市若林区荒井三丁目25-4

022-287-1475

宮城厚生協会若林クリニック

宮城県仙台市若林区下飯田字遠谷地174

022-289-8588

スガワラクリニック

宮城県仙台市若林区中倉一丁目1-5

022-284-1831

高柳内科医院

宮城県仙台市若林区堰場1

022-222-4784

佐藤内科クリニック

宮城県仙台市若林区蒲町27-21

022-781-2521

松永女性クリニック

宮城県仙台市若林区河原町一丁目3-17

022-722-3288

ながぬま内科胃腸科クリニック

宮城県仙台市若林区沖野七丁目43-29

022-781-2551

仙台中央病院

宮城県仙台市若林区新寺三丁目13-6

022-297-0208

入野田内科小児科

宮城県仙台市若林区河原町一丁目2-58

022-223-0459

はんざわ内科胃腸科

宮城県仙台市若林区南石切町14-10

022-726-5381

河原町病院

宮城県仙台市若林区南小泉字八軒小路4

022-222-8657

沖野内科医院

宮城県仙台市若林区沖野六丁目26-30

022-285-8266

あらい内科・胃腸内科クリニック

宮城県仙台市若林区荒井一丁目1-3

022-294-6633

あらまち内科クリニック

宮城県仙台市若林区荒町123 123ビル2F

022-225-0271

五十人町おおとも内科

宮城県仙台市若林区五十人町35

022-286-8541

やまもと内科クリニック

宮城県仙台市若林区古城三丁目6-11

022-781-0766

清水内科外科医院

宮城県仙台市若林区若林五丁目4-50

022-286-1586

猪岡内科医院

宮城県仙台市若林区木ノ下一丁目25-31

022-295-3751

からだとこころのクリニック ラポール

宮城県仙台市若林区堰場12-5 ソレアード舟丁1F

022-217-0855

愛宕橋にしざわ脳神経外科クリニック

宮城県仙台市若林区土樋62

022-263-2438

ＧＩスズキクリニック

宮城県仙台市若林区新寺二丁目2-11 新寺211ビル4F

022-293-0211

しばた整形外科

仙台市若林区大和町二丁目6-3 大和町メディカルセンター1F

022-762-5682

五橋駅前クリニック

宮城県仙台市若林区清水小路8 マルタマファイブリッジビル2F

022-796-3120

こうのすクリニック

宮城県仙台市若林区河原町一丁目5-26

022-796-5662

はやし内科クリニック

仙台市若林区大和町二丁目6-3 大和町メディカルセンター2Ｆ

022-762-5686

堀田修クリニック

宮城県仙台市若林区六丁の目南町2-39

022-390-6033

やまだクリニック

宮城県仙台市若林区南小泉二丁目14-17

022-352-3655

六丁の目 胃と腸クリニック

宮城県仙台市若林区六丁の目南町8-10 レジデンス大一

022-288-9006

さくらい循環器・内科クリニック

宮城県仙台市若林区河原町一丁目1-5 リライアンス河原町2F

022-217-6757

黒沢医院

宮城県仙台市若林区連坊一丁目1-43

022-256-3769

おざわ女性総合クリニック

宮城県仙台市若林区荒町192

022-222-9716

東北医科薬科大学若林病院

宮城県仙台市若林区大和町二丁目29-1

022-236-5911

おきのメディカルクリニック

宮城県仙台市若林区沖野五丁目7-6

022-352-3126

はなクリニック

宮城県仙台市若林区荒井二丁目18-11

022-288-8777

おろしまちクリニック内科・内視鏡内科

宮城県仙台市若林区卸町三丁目1-2 卸町ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ2F

022-353-5725

やまと内科クリニック

宮城県仙台市若林区なないろの里一丁目15-11

022-766-8521

葵会仙台病院

宮城県仙台市若林区荒井東一丁目6-8

022-380-1000

角田記念まつだクリニック内科消化器内科

宮城県仙台市若林区六丁の目中町1-17

022-287-8611

仙台産業医科診療所

宮城県仙台市若林区六丁の目西町1-43

022-288-7701

荒井駅前のぐち内科クリニック

宮城県仙台市若林区荒井東一丁目3-1 EastFort2Ｆ

022-762-7221

新寺内科

宮城県仙台市若林区新寺一丁目8-1-2F

022-355-9623

なないろの里クリニック

宮城県仙台市若林区なないろの里一丁目19-4

022-352-7022

宮城県9

実施機関名

所在地

電話番号

地域医療機能推進機構仙台南病院

宮城県仙台市太白区中田町字前沖143

022-306-1721

宮城厚生協会長町病院

宮城県仙台市太白区長町三丁目7-26

022-746-5161

仙台市生出診療所

宮城県仙台市太白区茂庭字新熊野64

022-281-2250

猪股内科医院

宮城県仙台市太白区長町四丁目5-33

022-247-4602

村田医院

宮城県仙台市太白区泉崎二丁目14-20

022-245-8802

袋原内科医院

宮城県仙台市太白区東中田四丁目14-3

022-242-2883

門間医院

宮城県仙台市太白区八本松一丁目4-17

022-246-7151

京極クリニック

宮城県仙台市太白区鈎取本町一丁目24-10

022-243-3388

茂庭台診療所

宮城県仙台市太白区茂庭台二丁目16-10

022-281-3133

山家内科医院

宮城県仙台市太白区金剛沢一丁目4-26

022-245-2841

内科星クリニック

宮城県仙台市太白区袋原六丁目10-31

022-241-3366

青沼内科医院

宮城県仙台市太白区郡山三丁目22-6

022-248-6630

仙台柳生クリニック

宮城県仙台市太白区柳生七丁目16-1

022-241-6651

西中田中央内科小児科

宮城県仙台市太白区西中田五丁目12-12

022-241-1131

平沢内科

宮城県仙台市太白区砂押南町1-47

022-246-3511

小林内科医院

宮城県仙台市太白区鹿野二丁目4-15

022-248-3063

わたなべクリニック

宮城県仙台市太白区長町南四丁目12-27

022-247-7786

山田医院

宮城県仙台市太白区金剛沢三丁目14-33

022-245-5711

渡辺内科胃腸科医院

宮城県仙台市太白区長町七丁目2-7

022-247-3105

藤原外科医院

宮城県仙台市太白区長町五丁目9-15

022-248-4588

クリニック西中田

宮城県仙台市太白区西中田七丁目23-1

022-242-0032

新井川内科クリニック

宮城県仙台市太白区泉崎一丁目29-15

022-243-4141

すけの医院

宮城県仙台市太白区三神峯二丁目2-3

022-244-0546

中田内科胃腸科医院

宮城県仙台市太白区中田四丁目16-3

022-306-1511

浅沼整形外科

宮城県仙台市太白区長町四丁目7-12

022-247-7533

ないとうクリニック

宮城県仙台市太白区茂庭台三丁目30-30

022-281-5490

みうら医院

宮城県仙台市太白区東中田二丁目27-26

022-241-4161

ユキクリニック

宮城県仙台市太白区長町七丁目19-26 リーブスビル2F

022-304-5222

富沢南とだクリニック

宮城県仙台市太白区富沢南一丁目14-3

022-243-7288

河野医院

宮城県仙台市太白区旗立二丁目4-18

022-307-0271

菊地内科クリニック

宮城県仙台市太白区東中田一丁目18-30

022-306-1010

さとう胃腸科内科

宮城県仙台市太白区鈎取本町一丁目5-5

022-245-8434

かさい内科クリニック

宮城県仙台市太白区富沢南一丁目25-1

022-746-5885

うちだクリニック

宮城県仙台市太白区長町一丁目6-3-3F

022-748-0567

わたるクリニック

宮城県仙台市太白区山田新町74-1

022-307-6645

鈴木研一内科クリニック

宮城県仙台市太白区長町三丁目3-6 ロイヤルシャトー長町

022-304-5660

大波医院

宮城県仙台市太白区大塒町6-1

022-247-7212

南大野田こいけクリニック

宮城県仙台市太白区南大野田10-4

022-247-4228

あんどうクリニック

宮城県仙台市太白区四郎丸字吹上28-38

022-741-7555

佐々木悦子産科婦人科クリニック

宮城県仙台市太白区鹿野本町11-21

022-246-7310

きんぱらクリニック

宮城県仙台市太白区西中田三丁目6-46

022-306-1166

大岡内科医院

宮城県仙台市太白区八木山緑町8-33

022-229-0201

本島内科胃腸科クリニック

宮城県仙台市太白区西中田七丁目26-30

022-306-0620

内科・循環器科ちばクリニック

宮城県仙台市太白区緑ケ丘一丁目3-19

022-248-5778

佐藤内科外科クリニック

宮城県仙台市太白区柳生四丁目14-3

022-741-5631

興野内科医院

宮城県仙台市太白区松が丘8-10

022-229-6868

今井クリニック

宮城県仙台市太白区太白一丁目7-1

022-244-5331

くまがいクリニック内科・消化器科

宮城県仙台市太白区西多賀一丁目19-15

022-243-7050

中田公園前クリニック

宮城県仙台市太白区東中田四丁目5-5

022-241-5555

宮田医院

宮城県仙台市太白区四郎丸字吹上71-4

022-241-4623

クリニックソアーズ

宮城県仙台市太白区西中田二丁目19-1

022-306-3515

宮城県10

実施機関名

所在地

電話番号

今野医院

宮城県仙台市太白区鈎取一丁目6-17

022-245-0660

菅原医院

宮城県仙台市太白区秋保町長袋字大原31-1

022-399-2153

かねこクリニック

宮城県仙台市太白区西の平一丁目25-27

022-307-5666

ばば内科ゆうこ整形外科クリニック

宮城県仙台市太白区中田五丁目7-16

022-399-8750

丸山アレルギークリニック

宮城県仙台市太白区あすと長町四丁目2-10

022-304-1191

おおのだ田中クリニック

宮城県仙台市太白区大野田四丁目18-1

022-398-7235

仙台クリニック

宮城県仙台市太白区秋保町湯元字木戸保1-1

022-398-2201

めざきクリニック

宮城県仙台市太白区八木山本町一丁目12-1

022-229-1118

あすと長町えだクリニック

宮城県仙台市太白区あすと長町三丁目3-33

022-308-1555

仙台クローバークリニック

仙台市太白区あすと長町一丁目2-1 長町メディカルプラザ3Ｆ

022-797-5164

宍戸クリニック

宮城県仙台市太白区柳生七丁目2-9

022-242-7060

仙台今村クリニック

宮城県仙台市太白区長町五丁目3-1 たいはっくる2F

022-249-7611

あすと長町みんなのクリニック

宮城県仙台市太白区あすと長町一丁目3-1 SHIP仙台ビル2F

022-796-8020

森元クリニック

宮城県仙台市太白区長町南一丁目1-8 K’sビル長町南2F

022-304-3531

みやざきクリニック

宮城県仙台市太白区長町七丁目20-5 ララガーデン長町4Ｆ

022-738-7103

花だて内科循環器科

宮城県仙台市太白区大野田五丁目38-3

022-797-3466

八木山内科クリニック

宮城県仙台市太白区八木山本町一丁目13-6-2F

022-724-7501

とみざわ腎泌尿器科

宮城県仙台市太白区富沢南一丁目10-4

022-302-7230

まきこ内科クリニック

仙台市太白区あすと長町一丁目2-1 仙台長町メディカルプラザ2F

022-797-2794

矢口クリニック

宮城県仙台市太白区富沢字鍛冶屋敷37-1 (52B-7L)

022-724-7511

八木山すずきクリニック

宮城県仙台市太白区八木山本町一丁目21-17

022-796-8868

すずき整形外科・小児科内科

宮城県仙台市太白区長町南三丁目35-1

022-248-1665

みのりファミリークリニック

宮城県仙台市太白区長町五丁目9-13-1F

022-226-7264

太白クリニック

宮城県仙台市太白区富沢字鍛冶屋敷前23 (51B-4L)

022-226-8339

青葉産婦人科医院

宮城県仙台市泉区八乙女中央三丁目2-20

022-373-9811

井上胃腸科内科医院

宮城県仙台市泉区高森一丁目1-197

022-378-0303

宮城厚生協会泉病院

宮城県仙台市泉区長命ヶ丘二丁目1-1

022-378-5361

仙台徳洲会病院

宮城県仙台市泉区七北田字駕籠沢15

022-218-0510

松田病院

宮城県仙台市泉区実沢字立田屋敷17-1

022-378-5666

大澤内科医院

宮城県仙台市泉区住吉台東二丁目8-20

022-376-3631

春山内科小児科医院

宮城県仙台市泉区松陵四丁目2-5

022-375-8023

泉パークタウンクリニック

宮城県仙台市泉区高森七丁目45-3

022-378-7550

寺岡クリニック

宮城県仙台市泉区寺岡五丁目8-2

022-378-0811

櫻井内科医院

宮城県仙台市泉区南光台南一丁目4-20

022-251-5520

さいとう呼吸器科内科

宮城県仙台市泉区南光台東一丁目13-30

022-251-9567

佐竹医院

宮城県仙台市泉区南光台五丁目28-3

022-271-7111

髙木外科胃腸科医院

宮城県仙台市泉区南中山二丁目27-1

022-379-3811

泉ケ丘佐藤内科医院

宮城県仙台市泉区泉ケ丘四丁目27-10

022-373-7240

五十嵐内科クリニック

宮城県仙台市泉区向陽台二丁目25-3

022-374-2077

泉内科消化器科

宮城県仙台市泉区泉中央二丁目15-8

022-372-5556

金渕整形外科クリニック

宮城県仙台市泉区将監二丁目12-1

022-373-1517

虹の丘小児科内科クリニック

宮城県仙台市泉区虹の丘一丁目11-16

022-373-9088

北原整形外科

宮城県仙台市泉区南光台南二丁目16-24

022-252-7735

いずみクリニック

宮城県仙台市泉区加茂四丁目4-2

022-377-0551

桂内科・こどもクリニック

宮城県仙台市泉区桂三丁目1-4

022-375-7220

泉整形外科病院

宮城県仙台市泉区上谷刈字丸山6-1

022-373-7377

宮澤循環器科内科クリニック

宮城県仙台市泉区泉中央一丁目14-1 インテレクト21ビル5F

022-374-5588

畑岡内科クリニック

宮城県仙台市泉区寺岡一丁目2-1

022-378-8511

森整形外科リウマチ科クリニック

宮城県仙台市泉区南中山一丁目42-5 判場ビル3F

022-279-1184

仙台北クリニック

宮城県仙台市泉区八乙女中央五丁目11-11

022-371-6511

須藤内科クリニック

宮城県仙台市泉区上谷刈字治郎兵衛下48-1

022-773-2888

宮城県11
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根白石診療所

宮城県仙台市泉区根白石字堂の沢9

022-376-7577

南光台伊藤クリニック

宮城県仙台市泉区南光台南二丁目4-22

022-252-1234

いずみの杜診療所

宮城県仙台市泉区松森字下町8-1

022-772-9801

フォレスト内科クリニック

宮城県仙台市泉区泉中央四丁目20-5

022-374-0100

仙台胃腸クリニック

宮城県仙台市泉区上谷刈二丁目4-30

022-218-3888

向陽台クリニック

宮城県仙台市泉区向陽台三丁目3-16

022-373-6800

小松クリニック

宮城県仙台市泉区泉中央一丁目38-17

022-772-8801

松陵かきざきクリニック

宮城県仙台市泉区松陵二丁目22-3

022-772-2666

岡部クリニック

宮城県仙台市泉区南中山二丁目38-3

022-376-0180

泉ケ丘クリニック

宮城県仙台市泉区桂一丁目18-1

022-373-7715

牛込医院

宮城県仙台市泉区南光台七丁目5-27

022-253-0838

やかた内科・小児科クリニック

宮城県仙台市泉区館三丁目37-1

022-348-2252

花田消化器科・内科

宮城県仙台市泉区南光台三丁目18-5

022-233-5720

泉中央内科

宮城県仙台市泉区泉中央二丁目22-6

022-371-7772

桂島いずみクリニック

宮城県仙台市泉区桂一丁目17-7

022-771-8876

八乙女クリニック

宮城県仙台市泉区八乙女二丁目12-2

022-374-3555

おおさか内科外科クリニック

宮城県仙台市泉区明石南三丁目5-7

022-773-8761

福田内科クリニック

宮城県仙台市泉区泉中央一丁目17-1

022-374-7550

南中山内科クリニック

宮城県仙台市泉区南中山三丁目16-4

022-348-2301

東岡内科醫院

宮城県仙台市泉区松森字岡本前10-1

022-218-2121

長命ヶ丘内科クリニック

宮城県仙台市泉区長命ヶ丘六丁目15-7

022-377-6066

せき内科・脳神経内科クリニック

宮城県仙台市泉区松森字新田107

022-771-2882

杜の泉内科・循環器科

宮城県仙台市泉区寺岡五丁目1-25

022-378-9975

高森こういちクリニック

宮城県仙台市泉区野村字筒岫屋敷18-2

022-777-9001

Ｔ＆Ａ内科クリニック

宮城県仙台市泉区将監八丁目15-31

022-355-7666

仙台北部整形外科

宮城県仙台市泉区大沢二丁目13-4

022-776-1888

千田医院

宮城県仙台市泉区南光台南二丁目7-7

022-251-8256

仙台脳外科クリニック泉中央

宮城県仙台市泉区泉中央一丁目39-2

022-343-0655

高森クリニック

宮城県仙台市泉区高森四丁目6-6

022-777-1888

ホーム・ドクターズ奥山

宮城県仙台市泉区加茂四丁目4-5

022-377-2882

泉黒澤クリニック

宮城県仙台市泉区松森字陣ケ原24-3

022-373-9755

長命ヶ丘針生・舟田クリニック

宮城県仙台市泉区長命ケ丘二丁目17-2

022-378-6021

北中山クリニック

宮城県仙台市泉区北中山二丁目1-24

022-348-2650

いずみ向日葵クリニック

宮城県仙台市泉区八乙女中央五丁目18-16-1F

022-344-8315

しょうげん内科クリニック

宮城県仙台市泉区将監殿三丁目21-7

022-772-2130

泉中央心療内科クリニック

宮城県仙台市泉区泉中央三丁目29-7 ウイング医療ビル3F

022-725-4123

八乙女あらい内科クリニック

宮城県仙台市泉区八乙女四丁目4-3

022-725-5722

たんぽぽクリニック

宮城県仙台市泉区泉中央南14

022-772-2181

松永厚生クリニック

宮城県仙台市泉区泉中央一丁目26-4

022-772-6801

七北田クリニック

宮城県仙台市泉区市名坂字東裏40-2-1

022-739-7781

八乙女駅前内科小児科クリニック

宮城県仙台市泉区八乙女中央一丁目3-26

022-739-8804

仙台循環器病センター

宮城県仙台市泉区泉中央一丁目6-12

022-375-7113

ほし外科医院

宮城県仙台市泉区南光台南三丁目4-10

022-251-5059

ふるさと往診クリニック

宮城県仙台市泉区明石南二丁目4-5

022-344-8987

佐治クリニック

宮城県仙台市泉区鶴が丘一丁目38-2

022-372-5055

黒松内科すぎもとクリニック

宮城県仙台市泉区黒松一丁目31-9

022-347-3477

いずみ野村ファミリークリニック

宮城県仙台市泉区野村字桂島東1-5

022-342-1537

おおつか内科醫院

宮城県仙台市泉区将監八丁目8-1

022-343-6620

南光台みやぐち内科クリニック

宮城県仙台市泉区南光台三丁目27-17

022-343-8270

泉大沢ファミリークリニック

宮城県仙台市泉区大沢二丁目12-4

022-341-8642

宮城県成人病予防協会中央診療所

宮城県仙台市青葉区中央一丁目3-1 アエル12F

022-375-7113

宮城県12

実施機関名

所在地

電話番号

宮城県予防医学協会附属勾当台診療所

宮城県仙台市青葉区上杉一丁目6-6 イースタンビル5F

022-262-2621

みやぎ健診プラザ

宮城県仙台市若林区卸町一丁目6-9

022-231-3655

医療法人社団横山医院

宮城県遠田郡美里町関根字道明４３

0229-34-2230

袖井クリニック

宮城県遠田郡美里町北浦字姥ヶ沢72-3

0229-31-1188

医療法人 米谷医院

宮城県遠田郡涌谷町田町裏191-1

0229-44-1133

涌谷中央医院

宮城県遠田郡涌谷町涌谷字日向町35

0229-42-2351

医療法人社団博亮会野崎内科胃腸科

宮城県遠田郡美里町字藤ケ崎町178

0229-32-2770

医療法人章眞会熱海医院

宮城県遠田郡美里町字素山町18-1

0229-33-2020

医療法人清仁会小牛田内科クリニック

宮城県遠田郡美里町牛飼字牛飼77-2

0229-32-5959

医療法人社団常仁会東泉堂病院

宮城県遠田郡涌谷町字追廻町70-3

0229-42-3333

医療法人七龍会髙城利江整形外科

宮城県遠田郡美里町牛飼字牛飼77-5

0229-31-1230

熊坂医院

宮城県栗原市一迫字川口中野１０

0228-54-2311

一迫内科クリニック

宮城県栗原市一迫真坂字真坂町東６６－１

0228-52-2122

宮城島クリニック

宮城県栗原市一迫真坂字清水山王前６－５

0228-52-2881

佐藤外科医院

宮城県栗原市築館伊豆一丁目６－２５

0228-22-2661

佐藤内科小児科医院

宮城県栗原市築館伊豆一丁目１０－２５

0228-22-3205

日野外科内科

宮城県栗原市築館薬師三丁目３－３３

0228-22-2005

高橋ハートクリニック

宮城県栗原市瀬峰下田１７０－３

0228-59-2005

志波姫診療所

宮城県栗原市志波姫新沼崎１４６

0228-25-3133

氏家医院

宮城県栗原市若柳字川南南大通２－１０

0228-32-2328

若柳消化器内科

宮城県栗原市若柳字川北古川１４

0228-32-2316

平田内科整形外科歯科

宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎上小路１１２

0228-45-2126

くりこまクリニック

宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎上小路１５３

0228-45-2128

佐々木内科医院

宮城県栗原市若柳字川北欠２１－１

0228-32-6633

大坂医院

宮城県登米市中田町石森字駒牽240-1

0220-34-6625

小澤医院

宮城県登米市米山町中津山字明神前16-1

0220-55-2552

おおたおおたにクリニック

宮城県登米市中田町石森字加賀野2-25-24

0220-35-1161

おおともクリニック

宮城県登米市津山町柳津字幣崎422

0225-68-3210

佐幸医院

宮城県登米市迫町佐沼字錦10

0220-22-7003

桜井医院

宮城県登米市登米町寺池前舟橋6-1

0220-52-3936

佐藤内科医院

宮城県登米市迫町佐沼字光ヶ丘51-1

0220-22-2160

しのはらクリニック

宮城県登米市米山町西野字西野前202-1

0220-23-7387

菅原内科クリニック

宮城県登米市迫町佐沼字八幡3-4-2

0220-22-0888

千葉医院

宮城県登米市迫町佐沼字天神前80

0220-22-3725

二瓶内科胃腸科医院

宮城県登米市迫町佐沼字中江三丁目7-7

0220-22-6508

八木小児科医院

宮城県登米市迫町佐沼字西佐沼125

0220-22-2566

八嶋中央診療所

宮城県登米市石越町南郷字矢作138

0228-34-2013

米川診療所

宮城県登米市東和町米川字町下59-1

0220-45-2301

一般財団法人宮城県予防医学協会

宮城県仙台市青葉区貝ヶ森４－３－１

022-274-3131

医療法人 陽気会網小医院

宮城県石巻市長渡浜杉13-3

0225-49-2033

丸森町国民健康保険丸森病院

宮城県伊具郡丸森町字鳥屋27

0224-72-2131

金上病院

宮城県角田市角田字田町123

0224-63-1032

同済病院

宮城県角田市佐倉字上土浮2

0224-63-0360

仙南病院

宮城県角田市角田字牛舘16

0224-63-2003

阿部内科医院

宮城県角田市角田字牛舘89-3

0224-63-3335

高山内科胃腸科医院

宮城県角田市角田字町243

0224-63-2304

名取医院

宮城県角田市角田字南61-1

0224-63-2347

三澤医院

宮城県伊具郡丸森町字大舘3丁目110

0224-72-1166

山本医院

宮城県丸森町字町西62-1

0224-72-1351
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