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    10210017  石巻赤十字病院 〒986-8522 0225-21-7220日本赤十字社　社長　石橋　悟 平18. 5.16一般       460病院
     (0231209  ) 石巻市蛇田字西道下７１ 常　勤:  180近衞　忠煇 移転 一般（感染） 現存
     (医     145) 平30. 5.16             4
     (歯       3) 内   呼内 神内
     (薬      32) 外   呼外 心外
     非常勤:    2 小外 整外 脳外
     (医       2) 形外 精   小  
     皮   ひ   産婦
     眼   耳い リハ
     救命 麻   歯  
     歯外 病理 他  
     腫瘍内科、乳腺
     外科、緩和医療
     科、他５件
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20210074  こだまホスピタル 〒986-0873 0225-22-5431医療法人有恒会　理事門間　好道 平 8. 4. 1精神       330病院
     石巻市山下町　２－５－７ 常　勤:   15長　樹神　弘郎 移転 精   内   心内現存
     (医      13) 平29. 9. 1
     (薬       2)
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30210140  たてだ医院 〒986-0859 0225-22-2741舘田　治 舘田　治 昭56. 8. 1外   診療所
     石巻市大街道西２－１－６５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    40210389  南鰐山内科 〒986-0832 0225-22-4882佐藤　俊蔵 佐藤　俊蔵 昭36.12.25一般         2診療所
     石巻市泉町　３－２－１１ 常　勤:    1 新規 療養         6休止
     (医       1) 平21.12.25内   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    50211023  川村産婦人科医院 〒986-0878 0225-93-7600川村　尚道 川村　尚道 昭54. 3. 1産婦 診療所
     石巻市新橋　１－６５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    60211114  山内皮膚科医院 〒986-0822 0225-22-0292山内　晢 山内　晢 昭57. 1. 1皮   診療所
     石巻市中央　３－５－２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    70211239  渡辺耳鼻咽喉科医院 〒986-0851 0225-93-1131渡辺　充 渡辺　充 昭61.10. 1耳い 診療所
     石巻市貞山　１－４－５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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    80211270  ささき整形外科医院 〒986-0805 0225-22-3121佐々木　仁行 佐々木　仁行 昭63. 6. 1整外 リハ 診療所
     石巻市大橋　２－２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    90211304  医療法人社団佐藤整形〒986-0822 0225-95-1755医療法人社団佐藤整形佐藤　隆俊 昭64. 1. 1一般    診療所
     外科医院 石巻市中央　１－１３－１７ 常　勤:    2外科医院　理事長　佐 組織変更 整外 リハ リウ現存
     (医       2)藤隆俊 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   100211312  医療法人宏人会石巻ク〒986-0877 0225-22-8822医療法人宏人会　理事武田　裕 平元. 6. 1ひ   診療所
     リニック 石巻市錦町　６－４５ 常　勤:    2長　関野　慎 新規 現存
     (医       2) 平28. 6. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   110211320  齋藤病院 〒986-0873 0225-96-3251医療法人社団仁明会　齋藤　明久 平元. 7. 1一般        94病院
     石巻市山下町　１－７－２４ 常　勤:   11理事長　齋藤仁一 組織変更 療養        85現存
     (医       9) 平28. 7. 1神内 内   呼内
     (薬       2) 心外 リハ 他  
     非常勤:   37 循環器内科、消
     (医      37) 化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   120211353  石巻診療所 〒986-0825 0225-23-0125医療法人社団石巻診療矢崎　重彦 平元. 7. 1内   整外 リウ診療所
     石巻市穀町　５－２４ 常　勤:    2所　理事長　矢崎重彦 組織変更 リハ 現存
     (医       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   130211387  齋藤産婦人科医院 〒986-0822 0225-22-0707医療法人社団齋藤産婦齋藤　潔 平元. 9. 1一般        10診療所
     石巻市中央　３－５－２６ 常　勤:    1人科医院　理事長　齋 組織変更 産婦 現存
     (医       1)藤　潔 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   140211411  小林耳鼻咽喉科医院 〒986-0861 0225-95-9537医療法人社団小林耳鼻小林　義臣 平 7.11. 1耳い 気食 アレ診療所
     石巻市蛇田字北経塚　７２－１ 常　勤:    1咽喉科医院　理事長　 移転 現存
     (医       1)小林　義臣 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   150211429  六郷耳鼻咽喉科 〒986-0826 0225-22-5012医療法人社団六郷耳鼻六郷　正曉 平 2. 1. 1耳い 気食 診療所
     石巻市鋳銭場　５－３５ 常　勤:    1咽喉科　理事長　六郷 組織変更 現存
     (医       1)正暁 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   160211437  おおば小児クリニック〒986-0853 0225-93-9693医療法人おおば小児ク大場　明 平 2. 1. 1小   診療所
     石巻市門脇字青葉西　３８－１ 常　勤:    1リニック　理事長　大 組織変更 現存
     (医       1)場明 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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   170211445  二宮外科 〒986-0821 0225-22-0202医療法人社団二宮外科二宮　健次 平 2. 1. 1一般    診療所
     石巻市住吉町　１－１－５ 常　勤:    1　理事長　二宮健次 組織変更 外   整外 皮ひ現存
     (医       1) 平29. 1. 1こう リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   180211452  ます皮膚科医院 〒986-0866 0225-93-3737医療法人社団医眞会　舛　眞一 平23. 9. 1皮   診療所
     宮城県石巻市茜平１－４－１ 常　勤:    2理事長　舛　眞一 移転 現存
     (医       2) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   190211478  高橋消化器内科 〒986-0827 0225-95-1621医療法人高橋消化器内高橋　邦明 平 2. 1. 1内   消   診療所
     石巻市千石町　２－５ 常　勤:    2科　理事長　高橋邦明 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   200211486  相沢泌尿器科医院 〒986-0834 0225-22-2901医療法人相沢泌尿器科相沢　正俊 平 2. 8. 1ひ   診療所
     石巻市門脇町　１－５－１８ 常　勤:    1医院　理事長　相沢正 組織変更 現存
     (医       1)俊 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   210211544  坂井内科胃腸科 〒986-0815 0225-93-8228医療法人Ｔ＆Ｋ　理事坂井　武昭 平 3. 8. 1内   胃   診療所
     石巻市中里　３－１－１１ 常　勤:    1長　坂井武昭 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   220211551  東海林内科胃腸科 〒986-0853 0225-96-2823医療法人瑞穂会　理事東海林　建一 平 3. 8. 1内   胃   診療所
     石巻市門脇字二番谷地　１３－５常　勤:    1長　東海林建一 組織変更 現存
     ６２ (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   230211569  医療法人社団　健育会〒986-0859 0225-94-9195医療法人社団健育会　勝又　貴夫 平27. 4. 1一般 病院
     　石巻健育会病院 石巻市大街道西３－３－２７ 常　勤:    9理事長　竹川節男 移転     一般    52現存
     (医       7) 平27. 4. 1療養
     (薬       2)     療養   116
     非常勤:    6 内   神内 循  
     (医       5) リハ 
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   240211619  医療法人社団上石内科〒986-0871 0225-22-2602医療法人社団上石内科上石　恵一 平 4. 4. 1内   診療所
     クリニック 石巻市清水町　１－７－１２ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)上石　恵一 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   250211635  鈴木皮膚科医院 〒986-0016 0225-22-3572医療法人社団鈴木皮膚鈴木　明宏 平 5. 1. 1皮   診療所
     石巻市八幡町　２－５－１６ 常　勤:    2科医院　理事長　鈴木 組織変更 現存
     (医       2)明宏 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   260211676  森消化器内科外科 〒986-0878 0225-23-2151森　芳正 森　芳正 平 5. 6. 1一般 診療所
     石巻市新橋　５－３３ 常　勤:    3 新規     一般 現存
     (医       3) 平29. 9. 1消   内   外  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   270211692  医療法人社団かづま内〒986-0042 0225-96-7700医療法人社団かづま内片倉　恒徳 平 6. 1. 1内   胃   心内診療所
     科クリニック 石巻市鹿妻南１－１３－１６ 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 精   現存
     (医       1)　江波戸郁子 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   280211734  池田整形外科医院 〒986-0861 0225-23-2111医療法人池田整形外科池田　理一郎 平 8. 1. 1整外 診療所
     石巻市蛇田字東道下　４８－１ 常　勤:    1医院　理事長　池田理 組織変更 現存
     (医       1)一郎 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   290211742  古山内科・循環器科 〒986-0811 0225-23-0221医療法人古山内科循環古山　元之 平 8. 1. 1内   呼   循  診療所
     石巻市元倉　１－９－９－８ 常　勤:    1器科　理事長　古山元 組織変更 現存
     (医       1)之 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   300211767  宮城クリニック 〒986-0815 0225-22-5410宮城　秀晃 宮城　秀晃 平 9. 5. 1精   神   内  診療所
     石巻市中里　７－３－３５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   310211775  大街道もり眼科医院 〒986-0859 0225-23-3434医療法人天悠会　理事森　秀行 平 9. 7. 1一般    診療所
     石巻市大街道西２－１－２６ 常　勤:    1長　森秀行 組織変更 眼   現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   320211809  阿部こどもクリニック〒986-0827 0225-22-1152医療法人阿部こどもク阿部　淳一郎 平10. 1. 1小   診療所
     石巻市千石町　６－１１ 常　勤:    1リニック　理事長　阿 組織変更 現存
     (医       1)部淳一郎 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   330211817  医療法人あべクリニッ〒986-0859 0225-22-3322医療法人あべクリニッ阿部　洋一 平10. 1. 1一般        17診療所
     ク産科婦人科 石巻市大街道西２－１－８０ 常　勤:    2ク産科婦人科　理事長 組織変更 産婦 現存
     (医       2)　阿部洋一 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   340211825  伊藤内科クリニック 〒986-0815 0225-96-6372医療法人社団伊藤内科伊藤　健一 平10. 1. 1内   循   診療所
     石巻市中里　２－１２－１ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)伊藤健一 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   350211833  久門医院 〒986-2104 0225-97-4141医療法人明尚会　理事久門　俊勝 平10. 1. 1内   診療所
     石巻市垂水町　３－６－１ 常　勤:    1長　久門俊勝 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   360211841  駅前北きし内科クリニ〒986-0813 0225-95-3123医療法人きし内科クリ岸　幹夫 平25. 3. 1消   呼   循  診療所
     ック 石巻市駅前北通り１丁目１４番２常　勤:    1ニック　理事長　岸　 移転 内   現存
     １号 (医       1)幹夫 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   370211858  医療法人　中山こども〒986-0815 0225-95-4121医療法人中山こどもク中山　孝之 平10. 1. 1小   診療所
     クリニック 石巻市中里　３－４－２７ 常　勤:    1リニック　理事長　中 組織変更 現存
     (医       1)山孝之 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   380211965  かわらだ内科・胃大腸〒986-0826 0225-21-5335医療法人社団　かわら川原田　博章 平12. 7. 1内   胃   小  診療所
     クリニック 石巻市鋳銭場　１－１０ 常　勤:    1だ内科・胃大腸クリニ 組織変更 現存
     (医       1)ック　理事長　川原田 平24. 7. 1
     　博章
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   390211973  佐久間眼科小児科医院〒986-0016 0225-92-7651医療法人　佐久間眼科佐久間　健彦 平12. 9. 1一般 診療所
     石巻市八幡町　１－３－２２ 常　勤:    2小児科医院　理事長　 移転     一般     6現存
     (医       2)佐久間　健彦 平24. 9. 1眼   小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   400212013  こばやし医院 〒986-0861 0225-22-0789医療法人　こばやし医小林　龍夫 平14. 1. 1一般        19診療所
     石巻市蛇田字南経塚　７－３ 常　勤:    2院　理事長　小林　龍 組織変更 内   呼   現存
     (医       2)夫 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   410212039  佐藤内科医院 〒986-0861 0225-22-3020医療法人清芳会　理事佐藤　清壽 平23.11. 1内   小   消  診療所
     宮城県石巻市茜平４－１０４ 常　勤:    2長　佐藤　清壽 移転 循   現存
     (医       2) 平29.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   420212047  やまもと産婦人科 〒986-0854 0225-93-7000山本　博尚 山本　博尚 平15. 4. 1産婦 内   診療所
     石巻市大街道北１－３－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   430212054  佐藤神経内科医院 〒986-0838 0225-22-5522医療法人社団景久会　佐藤　信男 平15. 7. 1神内 内   リハ診療所
     石巻市大手町　１ー８ 常　勤:    2理事長　佐藤　信男 組織変更 放   現存
     (医       2) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   440212070  大街道じゅんクリニッ〒986-0854 0225-92-1092医療法人社団大樹会　千葉　淳 平16. 7. 1内   小   診療所
     ク 石巻市大街道北３－４－９７ 常　勤:    1理事長　千葉　淳 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   450212096  舘田耳鼻咽喉科医院 〒986-0101 0225-62-3036舘田　要 舘田　要 昭49. 4. 1一般    診療所
     石巻市相野谷字旧屋敷　１５０ 常　勤:    1 新規 耳い 気食 休止
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   460212112  成田医院 〒986-0101 0225-62-3221医療法人　光義会　理成田　満義 平14. 1. 1内   小   診療所
     石巻市相野谷字飯野川町　１２２常　勤:    1事長　成田　満義 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   470212146  中川内科外科医院 〒987-1101 0225-72-2123医療法人社団中川内科中川　久明 平 2. 1. 1内   外   診療所
     石巻市前谷地字横須賀　１０３－常　勤:    1外科医院　理事長　中 組織変更 現存
     ７ (医       1)川久明 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   480212161  佐々木医院 〒987-1102 0225-72-3122佐々木　俊 佐々木　俊 平11.12.28小   内   診療所
     石巻市和渕字和渕町　８６ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29.12.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   490212179  紫桃内科医院 〒986-1111 0225-75-2325医療法人社団　千裕会紫桃　正裕 平13. 1. 1内   消   循  診療所
     石巻市鹿又字伊勢前　５３ー２ 常　勤:    1　理事長　紫桃　正裕 組織変更 呼   小   現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   500212187  医療法人　簡野医院 〒986-1111 0225-74-2244医療法人簡野医院　理簡野　泰裕 平17. 1. 1内   小   診療所
     石巻市鹿又字八幡前　１７－４ 常　勤:    2事長　簡野　整毅 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   510212229  医療法人社団信和会　〒986-0313 0225-76-4024医療法人社団信和会　河野　秀信 平21.10.13小   内   診療所
     ものうファミリークリ石巻市桃生町中津山字八木１６７常　勤:    2理事長　河野　秀信 移転 現存
     ニック 番地の４ (医       2) 平27.10.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   520212237  ものう眼科クリニック〒986-0313 0225-79-1388河野　政信 河野　政信 平17. 4. 1眼   診療所
     石巻市桃生町中津山字四軒前　７常　勤:    1 組織変更 現存
     ０－１ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   530212245  網小医院 〒986-2525 0225-49-2033医療法人陽気会　理事友田　燁夫 平11. 9. 1内   外   整外診療所
     石巻市長渡浜杉　１３ー３ 常　勤:    2長　近藤　良子 新規 脳外 ひ   現存
     (医       2) 平29. 9. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   540212252  木村医院 〒986-0102 0225-62-3039木村　卓 木村　卓 平11. 3.31内   消   循  診療所
     石巻市成田字小塚　１３２－１ 常　勤:    1 交代 呼   小   現存
     (医       1) 平29. 3.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   550212278  石巻市立牡鹿病院 〒986-2523 0225-45-3185石巻市長　亀山　紘 井上　国彦 平17. 4. 1一般 病院
     (0231027  ) 石巻市鮎川浜清崎山　７ 常　勤:    5 新規     一般    25療養病床
     (医       2) 平29. 9. 1内   外   歯  現存
     (歯       1)
     (薬       2)
     非常勤:   54
     (医      54)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   560212294  石巻市橋浦診療所 〒986-0202 0225-67-2051石巻市長　亀山　紘 只野　光一 平17. 4. 1内   小   診療所
     石巻市北上町橋浦字大須　２１５常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   570212310  石巻市田代診療所 〒986-0023 0225-98-2005石巻市長　亀山　紘 佐藤　仁人 平17. 4. 1内   診療所
     石巻市田代浜字仁斗田　１２６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   580212351  石巻市寄磯診療所 〒986-2404 0225-48-2111石巻市長　亀山　紘 伊勢　秀雄 平28. 1.19内   外   神内診療所
     石巻市寄磯浜赤島２－１ 常　勤:    1 移転 循   現存
     (医       1) 平28. 1.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   590212377  あいかわ小児クリニッ〒986-0865 0225-92-8805医療法人社団遥純会　相川　純一郎 平18. 1. 1小   診療所
     ク 石巻市丸井戸３－４－１０ 常　勤:    2理事長　相川純一郎 組織変更 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   600212385  亀田内科皮膚科クリニ〒986-0856 0225-95-6118亀田　智統 亀田　智統 平18. 2. 1内   胃   外  診療所
     ック 石巻市大街道南５－４－３１ 常　勤:    2 新規 皮   アレ 現存
     (医       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   610212393  医療法人清芳会中浦内〒986-0847 0225-21-7551医療法人清芳会　理事佐藤　純 平18. 4. 1内   小   胃  診療所
     科医院 石巻市中浦１－２－１１１ 常　勤:    1長　佐藤清壽 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   620212427  医療法人社団箕田内科〒986-0863 0225-96-5252医療法人社団箕田内科箕田　紳一郎 平19. 1. 1内   循   診療所
     クリニック 石巻市向陽町２－１－１９ 常　勤:    2クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       2)箕田　紳一郎 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   630212435  佐藤みみはなのどクリ〒986-0867 0225-22-3387医療法人社団　吉萌会佐藤　三吉 平24. 2. 1耳い アレ 気食診療所
     ニック 石巻市わかば２－５－５ 常　勤:    1　理事長　佐藤　三吉 移転 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成     8 頁

   640212443  鈴木整形外科クリニッ〒986-0043 0225-92-7707医療法人鈴木整形外科鈴木　廣 平19. 1. 1整外 リハ 診療所
     ク 石巻市鹿妻北１－６－１５ 常　勤:    1クリニック　理事長鈴 組織変更 現存
     (医       1)木　廣 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   650212450  櫻井内科クリニック 〒987-1222 0225-73-3811医療法人桃桜会　理事桜井　忠実 平19. 1. 1内   胃   小  診療所
     石巻市広渕字町北７０－１ 常　勤:    1長桜井　忠実 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   660212468  医療法人啓仁会石巻ロ〒987-1222 0225-73-5888医療法人啓仁会　理事石橋　清人 平19. 9. 1一般        60病院
     イヤル病院 石巻市広渕字焼巻２ 常　勤:   13長　矢吹　甚吾 新規 療養 現存
     (医       8) 平25. 9. 1    療養   170
     (薬       5) 内   リウ 消  
     非常勤:   32 循   整外 外  
     (医      32) 婦   リハ 神内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   670212484  なかがわ眼科 〒986-0868 0225-92-0211中川　陽一 中川　陽一 平20. 5. 1眼   診療所
     石巻市恵み野５－１０－４１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   680212500  いしづか内科クリニッ〒986-0868 0225-92-7311石塚　圭一 石塚　圭一 平21. 5. 1内   消   診療所
     ク 石巻市恵み野５－１０－３８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   690212518  しらゆりクリニック 〒986-0861 0225-22-3717高屋　りさ 高屋　りさ 平21. 8. 1婦   こう 内  診療所
     石巻市蛇田字新立野３３０番地２常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   700212534  医療法人海邦会　鹿島〒987-1222 0225-73-2420医療法人海邦会　理事木村　勤 平22. 3. 1精神       113病院
     記念病院 石巻市広渕字長山１００番地 常　勤:    3長　東　俊男 交代 精   心内 現存
     (医       3) 平28. 3. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   710212542  医療法人海邦会　鹿島〒986-0814 0225-93-8181医療法人海邦会　理事大曲　治世 平22. 3. 1精   診療所
     メンタルクリニック 石巻市南中里三丁目１１番２９号常　勤:    1長　東　俊男 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   720212559  いしのまき矢吹クリニ〒986-0805 0225-21-6117医療法人アイワイシー矢吹　法孝 平22. 3. 1内   消   診療所
     ック 石巻市大橋三丁目２番７ 常　勤:    2　理事長　矢吹　法孝 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   730212567  診療所　在宅医療 〒986-0854 0225-98-6255佐藤　保生 佐藤　保生 平22. 4. 1内   診療所
     石巻市大街道北三丁目６番７２号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   740212575  栗原医院 〒986-0314 0225-76-4170医療法人社団博愛仁志栗原　洋志 平22. 8. 1一般         9診療所
     石巻市桃生町寺崎字舟場前２３－常　勤:    1会　理事長　栗原　洋 組織変更 療養        10現存
     １ (医       1)志 平28. 8. 1内   外   整外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   750212591  いとう心療クリニック〒986-0815 0225-98-3201医療法人社団伊藤内科伊藤　健太郎 平22.11. 1精   心内 診療所
     石巻市中里２－１２－２６ 常　勤:    1クリニック　理事長　 新規 現存
     (医       1)伊藤　健一 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   760212609  あけぼのクリニック 〒986-0861 0225-98-3061赤坂　正 赤坂　正 平23. 4. 1精   心内 神内診療所
     石巻市蛇田字新埣寺２２０ 常　勤:    1 新規 神   現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   770212625  あらい脳神経外科クリ〒986-0861 0225-98-3671荒井　啓史 荒井　啓史 平23. 6. 1脳外 神内 診療所
     ニック 石巻市蛇田字下中埣２７－２７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   780212641  祐ホームクリニック石〒986-0867 050-3777-2177医療法人社団鉄祐会　飯田　英和 平27. 6. 1内   診療所
     巻 石巻市わかば２－１３－５ 常　勤:    2理事長　武藤　真祐 移転 現存
     (医       2) 平27. 6. 1
     非常勤:   18
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   790212674  熊井皮膚科医院 〒986-0822 0225-22-1440熊井　則夫 熊井　則夫 平23.12. 1皮   診療所
     石巻市中央１丁目１０－２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   800212708  まだらめ内科医院 〒986-0867 0225-24-9133班目　仁 班目　仁 平24. 3. 1内   神内 診療所
     石巻市わかば２－１－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   810212716  石巻市立病院開成仮診〒986-0031 0225-23-3200石巻市長　亀山　紘 長　純一 平24. 5. 1内   診療所
     療所 石巻市南境字新小堤２５－１ 常　勤:    3 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
     (薬       2)
     非常勤:    2
     (医       2)
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   820212765  わたのはクリニック 〒986-2137 0225-24-6350医療法人　仁泉会　理伊藤　規雄 平28. 4. 1内   診療所
     石巻市さくら町五丁目１３番地１常　勤:    2事長　田中　由紀子 新規 現存
     (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   830212773  茜平クリニック 〒986-0866 0225-98-5108佐藤　尊厳 佐藤　尊厳 平28. 5.10内   他   診療所
     石巻市茜平２－２－１７ 常　勤:    1 新規 循環器内科 現存
     (医       1) 平28. 5.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   840212781  よしろう内科 〒986-0821 0225-22-3277医療法人桐葉会　理事千葉　淑朗 平28. 7. 1内   胃   循  診療所
     石巻市住吉町１－８－４６ 常　勤:    1長　千葉　淑朗 組織変更 呼内 アレ 他  現存
     (医       1) 平28. 7. 1腎臓内科、糖尿
     病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   850212799  石巻市立病院 〒986-0825 0225-25-5555石巻市長　亀山　紘 椎葉　健一 平28. 9. 1一般 病院
     石巻市穀町１５－１ 常　勤:   21 新規     一般   140現存
     (医      17) 平28. 9. 1療養
     (薬       4)     療養    40
     非常勤:    1 内   外   整外
     (医       1) 麻   リハ 他  
     眼   耳い 放  
     消化器内科、循
     環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   860212807  土井眼科クリニック 〒986-0878 0225-25-7315土井　洋 土井　洋 平28.11. 1眼   診療所
     石巻市新橋３－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   870212815  石巻市夜間急患センタ〒986-0861 0225-94-5111石巻市長　亀山　紘 佐藤　仁人 平28.12. 1内   外   小  診療所
     ー 石巻市蛇田字西道下７１ 常　勤:    2 移転 現存
     (医       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   880212823  石巻市雄勝診療所 〒986-1332 0225-25-7641石巻市長　亀山　紘 佐々木　幸則 平29. 1.16内   外   整外診療所
     石巻市雄勝町小島字和田１２３ 常　勤:    2 移転 現存
     (医       2) 平29. 1.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   890212831  須江きむら医院 〒987-1221 0225-24-6311木村　博 木村　博 平29.10. 1内   他   診療所
     石巻市須江皮剥１０５－２ 常　勤:    1 新規 消化器内科　循現存
     (医       1) 平29.10. 1環器内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   900212849  宮城県子ども総合セン〒986-0861 0225-95-1121宮城県知事　村井　嘉佐藤　美和子 平30. 3.15他   精   診療所
     ター附属診療所石巻診石巻市蛇田字新沼田１２番４街区常　勤:    1浩 移転 児童精神科 現存
     療室 １画地 (医       1) 平30. 3.15
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   910310023  塩竈市立病院 〒985-0054 022-364-5521塩竈市長　佐藤　昭 福原　賢治 昭32. 8. 1一般       123病院
     塩竈市香津町　７ー１ 常　勤:   20 新規 療養        38現存
     (医      15) 平29. 9. 1内   小   外  
     (薬       5) 整外 ひ   産婦
     非常勤:    4 眼   耳い リハ
     (医       4) 麻   呼   循  
     消   神内 皮  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   920310171  公益財団法人宮城厚生〒985-8506 022-365-5175公益財団法人宮城厚生内藤　孝 昭32.11. 1一般       357病院
     協会坂総合病院 塩竈市錦町　１６ー５ 常　勤:   85協会　理事長　小熊　 新規 内   神内 精  現存
     (医      85)信 平29.11. 1呼内 小   外  
     非常勤:    9 整外 形外 胸外
     (医       9) 呼外 心外 皮  
     ひ   こう 産婦
     眼   耳い リハ
     麻   放   脳外
     救命 病理 他  
     消化器内科、循
     環器内科、糖尿
     病・代謝内科　
     他４件
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   930310262  塩釜市浦戸診療所 〒985-0193 022-369-2350塩釜市長　佐藤昭 後藤　淳 昭57. 5. 1内   外   診療所
     塩竈市浦戸野々島字河岸　５０ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   940310411  安達医院 〒985-0021 022-364-8905安達　豊 安達　豊 平 4. 3. 1内   小   診療所
     塩竈市尾島町　１４ー１ー１０２常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   950310536  渡辺耳鼻咽喉科気管食〒985-0021 022-364-6005渡辺　孝志 渡辺　孝志 昭47. 6. 1一般         2診療所
     道科医院 塩竈市尾島町　６－３ 常　勤:    1 新規 耳い 気食 アレ現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   960310643  医療法人菅野愛生会緑〒985-0045 022-362-5555医療法人菅野愛生会　菅野　喜與 昭52.11. 1精神       295病院
     ケ丘病院 塩竈市西玉川町　１－１６ 常　勤:    9理事長　菅野　喜與 組織変更 精   内   心内現存
     (医       7) 平28.11. 1
     (薬       2)
     非常勤:   25
     (医      24)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   970310718  鳥越塩釜腎クリニック〒985-0024 022-365-1361鳥越　紘二 鳥越　紘二 昭57.11. 1一般        16診療所
     塩竈市錦町　５ー１３ 常　勤:    1 新規 療養         3現存
     (医       1) 平24.11. 1ひ   内   整外
     非常勤:    1 リウ リハ 
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   980310726  菅原内科胃腸科医院 〒985-0051 022-362-0513菅原　伸夫 菅原　伸夫 昭62. 4. 1内   呼   循  診療所
     塩竈市宮町　２－２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   990310767  鈴木眼科医院 〒985-0051 022-365-1523医療法人社団鈴木眼科鈴木　健史 平元. 7. 1一般         5診療所
     塩竈市宮町　３－２５ 常　勤:    2医院　理事長　鈴木　 組織変更 眼   現存
     (医       2)健史 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1000310775  公益財団法人宮城厚生〒985-0085 022-366-7251公益財団法人宮城厚生宮沼　弘明 平13. 9. 1内   診療所
     協会坂総合病院附属北塩竈市庚塚１－３ 常　勤:    2協会　理事長　小熊　 移転 現存
     部診療所 (医       2)信 平25. 9. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1010310783  平澤内科医院 〒985-0031 022-365-0222医療法人社団平樹会平平澤　善久 平 2. 1. 1内   胃   小  診療所
     塩竈市石堂　１－３３ 常　勤:    2澤内科医院　理事長　 組織変更 現存
     (医       2)平澤　賴久 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1020310791  おばた皮膚科クリニッ〒985-0003 022-362-0770小幡　正明 小幡　正明 平 2. 4. 1皮   診療所
     ク 塩竈市北浜　１－２－２０ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1030310817  横山小児科医院 〒985-0024 022-364-2255医療法人社団横山小児横山　義正 平 2. 8. 1小   アレ 診療所
     塩竈市錦町　７－１５ 常　勤:    1科医院　理事長　横山 組織変更 現存
     (医       1)義正 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1040310825  及川内科医院 〒985-0021 022-364-8986医療法人及川内科医院及川　潤一 平 3. 1. 1一般         6診療所
     塩竈市尾島町　５ー１６ 常　勤:    1　理事長　及川潤一 組織変更 療養        13現存
     (医       1) 平30. 1. 1内   呼   消  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1050310841  高橋ジェネラルクリニ〒985-0004 022-365-9005医療法人高橋外科肛門髙橋　輝兆 平 3. 1. 1外   こう 麻  診療所
     ック 塩竈市藤倉　３ー６ー４ 常　勤:    1科医院　理事長　高橋 組織変更 内   皮   リハ現存
     (医       1)　輝兆 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  1060310866  清水沢クリニック 〒985-0061 022-367-6822小杉　茂 小杉　茂 平 5.12. 1内   小   診療所
     塩竈市清水沢　３ー１４ー２４ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1070310874  いけの医院 〒985-0004 022-367-1110医療法人社団いけの医池野　暢子 平 4. 1. 1産婦 小   形外診療所
     塩釜市藤倉　３ー１７ー５ 常　勤:    2院　理事長　池野暢子 組織変更 他   現存
     (医       2) 平28. 1. 1漢方内科
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1080310882  塩釜地区休日急患診療〒985-0024 022-363-0630塩釜市長 横山　義正 平 4. 4. 1内   小   診療所
     センター 塩竈市錦町　７ー１０ 常　勤:    2 移転 現存
     (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1090310924  杉山内科 〒985-0003 022-362-1715医療法人社団杉山内科杉山　健二郎 平 5. 1. 1内   小   胃  診療所
     塩竈市北浜　１－６－９ 常　勤:    2　理事長　杉山健二郎 新規 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1100310957  遠藤レディスクリニッ〒985-0023 022-362-5603医療法人敬仁会　理事遠藤　英敬 平 7. 7. 1一般 診療所
     ク 塩竈市花立町　１－３２ 常　勤:    1長　遠藤英敬 組織変更     一般    14現存
     (医       1) 平28. 7. 1産婦 麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1110310973  渡辺眼科医院 〒985-0021 022-362-8784渡邉　広己 渡邉　広己 平 9. 4. 4一般         5診療所
     塩竈市尾島町　６ー３ 常　勤:    1 交代 眼   現存
     (医       1) 平30. 4. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1120310981  本間医院 〒985-0052 022-364-1760医療法人社団中正会　本間　正明 平 9. 7. 1内   呼   循  診療所
     塩竈市本町　３ー２０ 常　勤:    1理事長　本間　正明 組織変更 アレ 小   現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1130310999  川合整形外科クリニッ〒985-0004 022-365-6818川合　淳 川合　淳 平 9.10. 1整外 リハ リウ診療所
     ク 塩竈市藤倉　２ー４ー２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1140311005  赤石病院 〒985-0023 022-362-8131医療法人社団赤石会　赤石　隆 平11. 2. 1一般        51病院
     塩竈市花立町　２２－４２ 常　勤:    6理事長　赤石　隆 組織変更 療養        28現存
     (医       6) 平29. 2. 1呼   消   小外
     非常勤:   20 外   こう 麻  
     (医      20) 整外 脳外 内  
     リハ 放   気食
     形外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  1150311013  たかはし耳鼻科クリニ〒985-0031 022-363-3387高橋　由紀子 高橋　由紀子 平11. 6. 1耳い 診療所
     ック 塩竈市石堂　１ー３２ 常　勤:    1 新規 休止
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1160311062  大井産婦人科医院 〒985-0022 022-362-3231医療法人社団　大井産大井　嗣和 平13. 1. 1一般        17診療所
     塩竈市新富町　２８ー３４ 常　勤:    1婦人科　理事長　大井 組織変更 療養         2現存
     (医       1)　嗣和 平25. 1. 1産婦 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1170311070  藤谷内科クリニック 〒985-0034 022-361-0211医療法人社団　藤谷内藤谷　浩 平13. 1. 1内   消   診療所
     塩竈市南錦町　８ー１０ 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　藤谷　浩 平25. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1180311088  宮町脳神経・眼科クリ〒985-0051 022-362-2121杉山　泰二 杉山　泰二 平13. 5. 1神内 内   眼  診療所
     ニック 塩竈市宮町８ー１５ 常　勤:    2 新規 他   現存
     (医       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1190311096  無量井内科クリニツク〒985-0036 022-361-3577医療法人　社団無量井無量井　泰 平14. 1. 1内   アレ リウ診療所
     塩竈市東玉川町　２ー２８ 常　勤:    1内科クリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　無量井　泰 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1200311104  新浜クリニック 〒985-0001 022-363-3363医療法人社団　恒心会齋　恒夫 平14. 7. 1精   内   心内診療所
     塩竈市新浜町　１ー６ー１８ 常　勤:    1　理事長　齋　恒夫 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1210311112  ももせクリニック 〒985-0061 022-361-8201医療法人財団五倫会　髙橋　正倫 平26. 1. 1一般 診療所
     塩竈市清水沢４－３７－２０ 常　勤:    2理事長　髙橋　正倫 移転     一般    19現存
     (医       1) 平26. 1. 1外   内   整外
     (薬       1) リハ 麻   
     肛門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1220311120  金医院 〒985-0026 022-362-2026金　俊夫 金　俊夫 平15.12.20内   胃   診療所
     塩竈市旭町　５－１０ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27.12.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1230311138  ちば整形外科クリニッ〒985-0042 022-361-6711千葉　伸一 千葉　伸一 平16. 6. 1整外 リハ リウ診療所
     ク 塩竈市玉川　１－９－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1240311146  ささき内科・呼吸器科〒985-0042 022-365-6201佐々木　泰夫 佐々木　泰夫 平17. 1. 1内   呼   診療所
     クリニック 塩竈市玉川　１－３－３０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
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  1250311161  公益社団法人　宮城県〒985-0024 022-364-3301公益社団法人　宮城県関口　淳一 平20. 3. 1内   診療所
     塩釜医師会臨床検査セ塩竈市錦町７－１０ 常　勤:    1塩釜医師会　会長　鳥 新規 現存
     ンター (医       1)越　紘二 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1260311179  永沼外科整形外科医院〒985-0051 022-363-1866永沼　亨 永沼　亨 平22. 4. 1外   整外 内  診療所
     塩竈市宮町４番１９号 常　勤:    1 交代 皮   リハ ひ  現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1270311187  ふくちゃんクリニック〒985-0062 022-365-2238木原　政博 木原　政博 平22. 8. 1内   精   心内診療所
     塩竈市泉沢町２２－１０－１Ｆ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1280311195  くろさわ脳外科 〒985-0024 022-366-9638黒沢　久三 黒沢　久三 平23.11. 1脳外 外   内  診療所
     塩釜市錦町６－３２ 常　勤:    1 移転 整外 神内 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1290311211  やまとクリニック 〒985-0087 022-367-7611社会福祉法人　大和福佐野　望 平26.12. 1他   内   胃  診療所
     塩竈市伊保石２１－１ 常　勤:    1壽会　会長　髙橋　政 新規 小   休止
     (医       1)俊 平26.12. 1内視鏡内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1300311237  本塩釜耳鼻咽喉科クリ〒985-0003 022-355-9933医療法人本塩釜耳鼻咽沖津　尚弘 平29. 7. 1耳い 診療所
     ニック 塩竈市北浜一丁目７番７号 常　勤:    1喉科クリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　沖津　尚弘 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1310311245  冨永内科医院 〒985-0071 022-365-7188医療法人社団永健会　冨永　泰之 平29. 7.18内   呼内 小  診療所
     塩竈市松陽台一丁目１番２－２号常　勤:    1理事長　冨永　泰之 移転 他   現存
     (医       1) 平29. 7.18循環器内科　消
     化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1320510135  光ケ丘保養園 〒988-0813 0226-22-6920医療法人くさの実会　新階　敏恭 昭32.12. 9精神       240病院
     気仙沼市浪板　１４０ 常　勤:    4理亊長　猪苗代　盛貞 新規 精   心内 現存
     (医       4) 平29.12. 9
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1330510150  医療法人移川哲仁会三〒988-0141 0226-22-6685医療法人移川哲仁会　連記　成史 昭34. 3.10精神       220病院
     峰病院 気仙沼市松崎柳沢　２１６ー５ 常　勤:    4理亊長　移川　哲 新規 精   神   内  現存
     (医       3) 平28. 3.10
     (薬       1)
     非常勤:    7
     (医       7)
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  1340510440  医療法人順化会猪苗代〒988-0017 0226-22-7180医療法人順化会　理亊猪苗代　盛貞 昭57. 8. 1一般        60病院
     病院 気仙沼市南町　１ー３ー７ 常　勤:    4長　猪苗代　盛貞 組織変更 消   外   整外現存
     (医       3) 平24. 8. 1形外 皮   ひ  
     (薬       1) こう リハ 内  
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1350510473  大里胃腸科内科医院 〒988-0043 0226-22-7157医療法人公孫樹会　理大里　篤志 昭62. 1. 1一般        19診療所
     気仙沼市南郷　２－２ 常　勤:    1事長　大里篤志 組織変更 胃   内   現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1360510523  武田眼科医院 〒988-0043 0226-23-3285医療法人武田眼科医院武田　宜之 平20.11.28眼   診療所
     気仙沼市南郷９－７ 常　勤:    1　理事長　武田　宜之 移転 現存
     (医       1) 平26.11.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1370510549  大友病院 〒988-0085 0226-22-6868医療法人敬仁会　理事渡部　準 平 2. 8. 1一般        40病院
     気仙沼市三日町　２ー２ー２５ 常　勤:    5長　大友　岳 組織変更 内   リハ 神内現存
     (医       3) 平29. 9. 1
     (薬       2)
     非常勤:   27
     (医      27)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1380510556  医療法人華月会　村岡〒988-0053 0226-23-3990医療法人華月会　理事村岡　正朗 平24. 5.22外   胃   診療所
     外科クリニック 気仙沼市田中前四丁目４－７ 常　勤:    1長　村岡　正朗 移転 現存
     (医       1) 平30. 5.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1390510564  三条小児科医院 〒988-0053 0226-23-0088医療法人社団三条小児三条　雅英 平 3. 1. 1小   診療所
     気仙沼市田中前　２ー８ー４ 常　勤:    1科医院　理事長　三条 組織変更 現存
     (医       1)雅英 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1400510572  森産婦人科医院 〒988-0083 0226-22-6808森　良一郎 森　良一郎 平 3. 6. 1一般        13診療所
     気仙沼市入沢　４ー５ 常　勤:    1 交代 産婦 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1410510580  森田医院 〒988-0084 0226-22-6633医療法人尚仁会森田医森田　潔 平 4. 1. 1一般         3診療所
     気仙沼市八日町　１ー４ー１ 常　勤:    1院　理事長　森田　潔 組織変更 内   胃   循  現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1420510614  佐々木小児科医院 〒988-0042 0226-22-6811佐々木　文秀 佐々木　文秀 平23. 4.20小   診療所
     気仙沼市本郷９番地２ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29. 4.20
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  1430510630  おだか医院 〒988-0053 0226-22-3210医療法人あさひ会おだ小高　庸一郎 平 6. 7. 1胃   外   内  診療所
     気仙沼市田中前　４ー１０ー２ 常　勤:    1か医院　理事長　小高 組織変更 皮   現存
     (医       1)庸一郎 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1440510655  葛内科胃腸科医院 〒988-0053 0226-22-6750葛　但寛 葛　但寛 平23. 4.18内   胃   診療所
     気仙沼市田中前２丁目８－８ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29. 4.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1450510713  医療法人社団晃和会あ〒988-0066 0226-21-1160医療法人社団晃和会　鈴木　文彦 平11. 4. 1内   診療所
     いざわクリニック 気仙沼市東新城　２－９－１ 常　勤:    1理事長　宜保淳一 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1460510739  齋藤外科クリニック 〒988-0066 0226-22-7260医療法人社団齋藤外科齊藤　穂積 平11.12. 1外   麻   皮  診療所
     気仙沼市東新城　１ー１２ー１ 常　勤:    1　理事長　齊藤　穂積 新規 こう 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1470510754  中原クリニック 〒988-0045 0226-23-1028中原　明 中原　明 平14.10. 1一般 診療所
     気仙沼市田谷　１－２ 常　勤:    1 新規     一般 現存
     (医       1) 平26.10. 1脳外 内   整外
     リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1480510762  小林直樹眼科 〒988-0066 0226-23-5855小林　直樹 小林　直樹 平15. 2. 1一般 診療所
     気仙沼市東新城　３－１０－８ 常　勤:    1 新規     一般     3現存
     (医       1) 平27. 2. 1眼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1490510804  小野医院 〒988-0534 0226-32-3128医療法人社団泰清会　菊地　淳一 平 4. 1. 1一般    診療所
     気仙沼市唐桑町宿浦　４０５ー８常　勤:    1理事長　菊地淳一 組織変更 内   小   循  現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1500510812  宮城県子ども総合セン〒988-0066 0226-21-1020宮城県知事　村井嘉浩小野寺　滋実 平18. 5. 1精   診療所
     ター附属診療所気仙沼気仙沼市東新城３－３－３ 常　勤:    1 新規 現存
     診療室 (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1510510846  うちクリニック 〒988-0066 0226-23-0087内　啓一郎 内　啓一郎 平19. 6. 1内   皮   ひ  診療所
     気仙沼市東新城１－６－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1520510887  小松クリニック 〒988-0811 0226-21-5770小松　孝男 小松　孝男 平23. 5.22心内 内   精  診療所
     気仙沼市東八幡前２７０－６ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29. 5.22
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  1530510895  猪苗代医院 〒988-0085 0226-24-7180猪苗代　勇 猪苗代　勇 平23. 7. 1整外 内   外  診療所
     気仙沼市三日町２丁目１－９ 常　勤:    1 移転 リハ 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1540510911  条南整形外科 〒988-0053 0226-29-6711森戸　伸吾 森戸　伸吾 平21. 7. 1整外 リウ リハ診療所
     気仙沼市田中前二丁目１番地１０常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1550510929  気仙沼市立本吉病院 〒988-0382 0226-42-2621気仙沼市長　菅原　茂齊藤　稔哲 平21. 9. 1一般        38病院
     気仙沼市本吉町津谷明戸２２２番常　勤:    3 その他 内   小   外  現存
     地２ (医       3) 平27. 9. 1整外 精   
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1560510937  医療法人進整会　志田〒988-0066 0226-22-6838医療法人進整会　理事志田　章 平24. 5. 1整外 リハ 診療所
     整形外科医院 気仙沼市東新城２丁目６番４ 常　勤:    1長　志田　章 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1570510945  医療法人千圃　鈴木医〒988-0234 0227-27-2315医療法人千圃　理事長鈴木　裕道 平26. 1. 1内   診療所
     院 気仙沼市長磯原ノ沢５０－２ 常　勤:    1　鈴木　裕道 組織変更 腎臓内科 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1580510952  すがわら内科クリニッ〒988-0121 0226-25-8825菅原　大介 菅原　大介 平26. 4. 1内   循   診療所
     ク 気仙沼市松崎萱１２１－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1590510960  小野寺医院 〒988-0104 0226-23-9890小野寺　滋 小野寺　滋 平26. 6.11内   消   診療所
     気仙沼市赤岩五駄鱈　７６ー１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 6.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1600510986  大島医院 〒988-0613 0226-28-2603森田　良平 森田　良平 平29. 6. 1整外 内   診療所
     気仙沼市高井２１５番地２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1610510994  気仙沼市立病院 〒988-0181 0226-22-7100気仙沼市長　菅原　茂安海　清 平29.10.29一般 病院
     (0530543  ) 気仙沼市赤岩杉ノ沢８番地２ 常　勤:   58 移転     一般   340現存
     (医      56) 平29.10.29内   呼内 心内
     (歯       2) 小   外   脳外
     非常勤:    8 整外 産婦 眼  
     (医       8) 耳い ひ   皮  
     リハ 放   麻  
     歯外 他   
     消化器内科　循
     環器内科
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  1620511000  もとよしクリニック 〒988-0305 0226-25-7585医療法人宮川仁隆会　宮川　利史 平30. 3. 1内   リハ 診療所
     気仙沼市本吉町津谷長根８６番地常　勤:    1理事長　宮川　利史 組織変更 現存
     ３ (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1630610026  公立刈田綜合病院 〒989-0231 0224-25-2145白石市外二町組合　管大橋　洋一 平14. 5. 1一般 病院
     白石市福岡蔵本字下原沖　３６ 常　勤:   27理者白石市長　山田　 移転     一般   300現存
     (医      26)裕一 平26. 5. 1結核         4
     (薬       1) 一般（感染）
     非常勤:   22              4
     (医      22) 内   消   呼  
     循   外   小  
     整外 産婦 眼  
     耳い 皮   ひ  
     リハ 麻   脳外
     心外 神内 放  
     病理 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1640610109  亘理内科医院 〒989-0255 0224-25-8501亘理　健一 亘理　健一 昭40. 8. 1一般        19診療所
     白石市城北町　１－１８ 常　勤:    1 新規 内   現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1650610240  三浦内科・胃腸科クリ〒989-0253 0224-25-6854三浦　義邦 三浦　義邦 昭56. 4. 1内   胃   診療所
     ニック 白石市東小路　１１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1660610307  海上内科医院 〒989-0274 0224-25-1501海上　寛 海上　寛 昭62.11. 1内   呼内 他  診療所
     白石市長町　５６ー１ 常　勤:    2 新規 循環器内科、消現存
     (医       2) 平29.11. 1化器内科、糖尿
     病・代謝内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1670610323  朝倉医院 〒989-0275 0224-25-2101医療法人社団朝倉会　馬場　英行 昭63. 8. 1内   診療所
     白石市本町　８９ 常　勤:    1理事長　朝倉　秀雄 新規 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1680610331  水野内科クリニック 〒989-0277 0224-25-2736水野　圭司 水野　圭司 平元. 9. 1内   呼   消  診療所
     白石市沢端町　３－４３ 常　勤:    1 新規 循   現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1690610364  浅野眼科医院 〒989-0242 0224-24-4603医療法人社団浅野眼科木村　洋子 平 2. 8. 1一般         4診療所
     白石市柳町　７２ー４ 常　勤:    3医院　理事長　浅野俊 組織変更 眼   現存
     (医       2)弘 平29. 9. 1
     (薬       1)
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  1700610398  橋本整形外科医院 〒989-0223 0224-25-1616医療法人社団橋本整形橋本　昌美 平元.10. 1整外 リハ リウ診療所
     白石市旭町　２－９－１７ 常　勤:    1外科医院　理事長　橋 組織変更 現存
     (医       1)本昌美 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1710610414  おおぬまクリニック 〒989-0267 0224-24-2333大沼　秀行 大沼　秀行 平 8.11. 1耳い 気食 診療所
     白石市延命寺北　１ー６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1720610430  精神科病院　仙南サナ〒989-0213 0224-26-3101医療法人社団蔵王会　本多　修 平 9. 1. 1精神       212病院
     トリウム＋ 白石市大鷹沢三沢字中山　７４ー常　勤:    8理事長　本多　三學 組織変更 精   神内 心内現存
     １０ (医       6) 平30. 1. 1
     (薬       2)
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1730610448  医療法人梅津内科医院〒989-0229 0224-24-3571医療法人梅津内科医院梅津　佳英 平10. 7. 1内   消   診療所
     白石市銚子ケ森　１０－１３ 常　勤:    1　理事長　梅津佳英 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1740610471  たかはし内科クリニッ〒989-0255 0224-22-2535髙橋　昌宏 髙橋　昌宏 平15. 5. 1内   消   循  診療所
     ク 白石市城北町　４－１１ 常　勤:    1 新規 呼   現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1750610489  えんどうクリニック 〒989-0228 0224-26-3888医療法人社団えんどう遠藤　雅人 平15. 7. 1循   内   外  診療所
     白石市兎作　４０－１ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)遠藤　雅人 平27. 7. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1760610497  こまつ外科内科クリニ〒989-0245 0224-22-2115小松　和久 小松　和久 平16. 5. 1外   内   小外診療所
     ック 白石市城南　２－２－６ 常　勤:    1 新規 こう 皮   現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1770610505  大手町おおはし眼科 〒989-0255 0224-24-3161大橋　利史 大橋　利史 平20. 1. 1眼   診療所
     白石市城北町４－４１ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1780610513  大泉記念病院 〒989-0731 0224-22-2111医療法人浄仁会　理事松本　純 平17. 9. 1一般        48病院
     白石市福岡深谷字一本松５－１ 常　勤:    8長　松本純 移転 療養       144現存
     (医       8) 平29. 9. 1内   外   胃  
     非常勤:   17 循   呼   整外
     (医      17) 脳外 婦   麻  
     神内 心外 精  
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  1790610521  白石今野医院 〒989-0203 0224-25-2822今野　英繁 今野　英繁 平18.10. 1精   心内 内  診療所
     白石市郡山字虎子沢山１－３ 常　勤:    1 新規 神   現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1800610539  塚本内科消化器科 〒989-0245 0224-26-1026医療法人　塚本内科消塚本　和彦 平19. 1. 1内   消   胃  診療所
     白石市城南１－２－２９ 常　勤:    1化器科　理事長　塚本 組織変更 循   呼   心内現存
     (医       1)　和彦 平25. 1. 1小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1810610562  つつみ内科外科こども〒989-0272 0224-25-1181堤　栄克 堤　栄克 平22. 4. 1内   外   小  診療所
     クリニック 白石市清水小路６番地３ 常　勤:    3 交代 他   現存
     (医       3) 平28. 4. 1糖尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1820610570  加藤小児科内科医院 〒989-0276 0224-26-2653相原　彰子 相原　彰子 平24. 7.10小   内   診療所
     白石市大手町３番１３号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24. 7.10
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1830610596  おおはし整形外科 〒989-0248 0224-22-2888医療法人三省会　理事大橋　隆 平28. 1. 1整外 リハ 診療所
     白石市南町１－３－３３ 常　勤:    1長　大橋　隆 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1840610604  かんのリズムハートク〒989-0218 0224-26-6330菅野　裕幸 菅野　裕幸 平28.10. 3他   診療所
     リニック 白石市鷹巣東３－８－３ 常　勤:    1 新規 循環器内科 現存
     (医       1) 平28.10. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1850610620  三八北クリニック 〒989-0243 0224-26-6646良藤　恵理子 良藤　恵理子 平30. 1. 1内   神内 整外診療所
     白石市沢目１２４－１パルデンス常　勤:    1 新規 眼   現存
     アトベ１ (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1860610638  引地泌尿器科内科クリ〒989-0223 0224-26-2823医療法人白悠会　理事引地　功侃 平30. 1. 1ひ   内   診療所
     ニック 白石市旭町四丁目１番６号 常　勤:    1長　引地　功侃 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1870610646  柿崎小児科 〒989-0277 0224-25-2210柿崎　周平 柿崎　周平 平30. 3.16小   診療所
     白石市沢端町１－３７ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 3.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1880710198  丹野小児科医院 〒981-1232 022-382-3780丹野　兼夫 丹野　兼夫 平 5.12. 1小   診療所
     名取市大手町　３ー６２０ー１ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  1890710362  毛利内科 〒981-1224 022-384-8052毛利　虎一 毛利　虎一 平 7.12. 1内   循   神内診療所
     名取市増田　６－２－８ 常　勤:    1 移転 消   呼   現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1900710370  医療法人社団公成会　〒981-1224 022-384-3428医療法人社団公成会　涌沢　成功 平元. 7. 1一般         8診療所
     わく沢眼科医院 名取市増田　２－６－１２ 常　勤:    2涌沢　成功 組織変更 眼   現存
     (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1910710388  わたぬき耳鼻咽喉科ク〒981-1224 022-384-7894医療法人社団わたぬき綿貫　幸三 平元. 7. 1一般         7診療所
     リニック 名取市増田　５－１８－５２ 常　勤:    1耳鼻咽喉科クリニック 組織変更 耳い アレ 現存
     (医       1)　理事長　綿貫幸三 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1920710412  さとうクリニック 〒981-1231 022-384-1883佐藤　滋彰 佐藤　滋彰 平 3. 5. 1ひ   小   内  診療所
     名取市手倉田字諏訪　５６５ー１常　勤:    2 新規 皮   現存
     (医       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1930710438  金沢内科胃腸科 〒981-1233 022-382-3388金澤　義彦 金澤　義彦 平 5.11. 1一般    診療所
     名取市小山　２ー３ー３２ 常　勤:    1 交代 内   胃   現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1940710446  医療法人武田内科医院〒981-1224 022-382-3100医療法人武田内科医院小林　芳江 平 6. 1. 1内   診療所
     名取市増田　２ー６ー１１ 常　勤:    1　理事長　小林　芳江 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1950710487  名取中央クリニック 〒981-1224 022-383-5252医療法人社団洞口会　洞口　淳 平 8. 1. 1内   消   整外診療所
     (0730226  ) 名取市増田字柳田　８ 常　勤:    6理事長　洞口　淳 組織変更 リハ 歯   リウ現存
     (医       4) 平29. 1. 1循   他   
     (歯       1) 消化器内視鏡科
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1960710511  浜田エイアンドビイク〒981-1231 022-384-7225医療法人社団浜田エイ浜田　幸男 平 9. 7. 1外   内   整外診療所
     リニック 名取市手倉田字堰根　３７７ー１常　勤:    2アンドビイクリニック 組織変更 リハ 循   現存
     (医       2)　理事長　浜田　幸男 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1970710537  名取市休日夜間急患セ〒981-1223 022-384-0001名取市長　佐々木　一曽我　良輔 平28. 2.20内   外   小  診療所
     ンター 名取市下余田字鹿島７４－３ 常　勤:    1十郎 移転 現存
     (医       1) 平28. 2.20
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1980710578  桑島内科消化器科クリ〒981-1234 022-381-5080桑島　一郎 桑島　一郎 平11. 4. 1内   胃   消  診療所
     ニック 名取市箱塚　１－１９－３５ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
     (薬       1)
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  1990710586  あべ脳神経クリニツク〒981-1222 022-381-5035阿部　秀一 阿部　秀一 平11. 8. 1脳外 神内 リハ診療所
     名取市上余田字市の坪　２７０ 常　勤:    1 新規 内   外   現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2000710602  那智が丘クリニック 〒981-1244 022-386-5311医療法人秀友会　理事佐々木　昌子 平12. 1. 1内   小   診療所
     名取市那智が丘　４ー１９ー１ 常　勤:    1長　佐々木　晴邦 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2010710610  岡部医院 〒981-1226 022-381-1236医療法人社団爽秋会　佐藤　隆裕 平12. 3. 1内   診療所
     名取市植松　１ー１ー２４ 常　勤:    1理事長　鈴木　雅夫 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2020710628  いとう肛門科医院 〒981-1224 022-384-8883医療法人社団　いとう伊藤　公志 平13. 1. 1一般        19診療所
     名取市増田字柳田　３２９ー１ 常　勤:    1肛門科医院　理事長　 組織変更 こう 現存
     (医       1)伊藤　公志 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2030710677  名取熊野堂病院 〒981-1241 022-386-2131医療法人社団　熊野会沼倉　堅一 平14. 7. 1精神       112病院
     名取市高舘熊野堂字岩口下　６８常　勤:    3　理事長　林　義智 組織変更 精   内   現存
     ー１ (医       2) 平26. 7. 1
     (薬       1)
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2040710685  松永眼科 〒981-1233 022-383-5445医療法人社団　光喜会松永　浩一 平27.12. 1眼   診療所
     名取市小山２－３－２６ 常　勤:    1　理事長　松永　浩一 移転 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2050710693  なとり耳鼻咽喉科アレ〒981-1224 022-384-8887医療法人正樹会　理事稲村　直樹 平15. 1. 1耳い アレ 診療所
     ルギー科医院 名取市増田字柳田　２１０－６ 常　勤:    1長　稲村　直樹 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2060710750  館腰クリニック 〒981-1226 022-383-6677医療法人社団祐人会　益子　啓 平16. 7. 1内   外   小  診療所
     名取市植松　４－１７－１６ 常　勤:    1理事長　益子　啓 組織変更 胃   リハ 皮ひ現存
     (医       1) 平28. 7. 1こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2070710768  ひまわり内科消化器科〒981-1247 022-386-8333星　勝彦 星　勝彦 平16.12. 1内   消   他  診療所
     クリニック 名取市みどり台　２－４－３ 常　勤:    1 新規 他；糖尿病内科現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  2080710784  たんのクリニック 〒981-1231 022-381-5233医療法人尚真会たんの丹野　尚昭 平22. 9.21内   消   診療所
     名取市手倉田字諏訪５９９番地の常　勤:    1クリニック　理事長　 移転 現存
     １ (医       1)丹野　尚昭 平28. 9.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2090710818  鈴木ゆうクリニック 〒981-1231 022-381-6868医療法人　鈴木ゆうク鈴木　裕 平19. 1. 1内   消   診療所
     名取市手倉田字八幡３３８－８ 常　勤:    1リニック　理事長　鈴 組織変更 現存
     (医       1)木　裕 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2100710834  野田眼科クリニック 〒981-1224 022-382-1117医療法人永昇　理事長野田　邦雄 平19. 1. 1眼   診療所
     名取市増田７－３－９ 常　勤:    1　野田　邦雄 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2110710842  みどり台小児科外科内〒981-1247 022-386-7220医療法人徳重会　理事山口　佳子 平19. 1. 1内   小   外  診療所
     科 名取市みどり台１－３－１ 常　勤:    2長山口　佳子 組織変更 アレ 皮   ひ  現存
     (医       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2120710859  なとり整形外科クリニ〒981-1233 022-382-2362医療法人なとり整形外半田　勉 平19. 1. 1整外 リハ 内  診療所
     ック 名取市小山２－１－５ 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　半田　勉 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2130710867  医療法人社団　名取駅〒981-1231 022-382-5955医療法人社団　名取駅栗田　正武 平19. 1. 1精   心内 診療所
     西口クリニック 名取市手倉田八幡４２８－１コン常　勤:    2西口クリニック　理事 組織変更 現存
     フォート１号館１Ｆ (医       2)長　栗田　正武 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2140710883  ストレスケア・クリニ〒981-1227 022-784-3033内海　厚 内海　厚 平23. 7.16心内 内   精  診療所
     ック　ルメート 名取市杜せきのした５丁目１２－常　勤:    1 移転 現存
     １ (医       1) 平29. 7.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2150710917  曽我内科こどもクリニ〒981-1214 022-381-5988医療法人良睦会　理事曽我　良輔 平19. 5. 1内   小   診療所
     ック 名取市杉ケ袋字前沖７１－１ 常　勤:    2長　曽我　良輔 組織変更 現存
     (医       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2160710933  あいのもりクリニック〒981-1230 022-784-1550医療法人ライヴズ　理千田　元 平19.11. 1内   消   外  診療所
     名取市愛の杜１－２－１ 常　勤:    1事長　安藤　健二郎 新規 小   現存
     (医       1) 平25.11. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2170710941  笹川医院 〒981-1224 022-382-3025笹川　哲哉 笹川　哲哉 平20. 7. 1内   小   診療所
     名取市増田３－３－１０ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
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  2180711014  原田乳腺クリニック 〒981-1231 022-398-7703原田　雄功 原田　雄功 平22.11. 1外   診療所
     名取市手倉田字八幡４２３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2190711022  宮城県立精神医療セン〒981-1231 022-384-2236地方独立行政法人宮城角藤　芳久 平23. 4. 1精神       258病院
     (0730416  ) ター 名取市手倉田字山無番地 常　勤:   19県立病院機構　理事長 交代 精   歯   他  現存
     (医      19)　西條　茂 平29. 4. 1他：児童精神科
     非常勤:    6
     (医       4)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2200711030  宮城県立がんセンター〒981-1239 022-384-3151地方独立行政法人宮城荒井　陽一 平23. 4. 1一般       383病院
     (0730424  ) 名取市愛島塩手字野田山４７－１常　勤:   80県立病院機構　理事長 交代 循   消   呼内現存
     (医      79)　西條　茂 平29. 4. 1呼外 整外 形外
     (歯       1) 脳外 眼   ひ  
     非常勤:    5 婦   麻   放  
     (医       5) 病理 臨床 歯  
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2210711048  鈴村眼科 〒981-1294 022-341-6288医療法人社団鈴村眼科鈴村　幸史 平23. 6. 1眼   診療所
     名取市杜せきのした五丁目３番地常　勤:    1　理事長　鈴村　幸史 組織変更 現存
     １イオンモール名取エアリ１階 (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2220711063  洞口・佐藤クリニック〒981-1224 022-382-2333佐藤　滋 佐藤　滋 平24.11.25産婦 内   ひ  診療所
     名取市増田１丁目５番１２号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24.11.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2230711071  ゆりあげクリニック 〒981-1217 022-738-7081医療法人　東北国際医溝井　賢幸 平25. 1. 1内   外   整外診療所
     名取市美田園７丁目１７番地の３常　勤:    1療会　理事長　溝井　 交代 現存
     (医       1)賢幸 平25. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2240711089  時計台クリニック 〒981-1227 022-398-3353医療法人　イルソーレ佐々木　英彦 平25. 1. 1循   呼   消  診療所
     名取市杜せきのした２丁目６番７常　勤:    1　理事長　佐々木　英 組織変更 内   アレ 小  現存
     号 (医       1)彦 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2250711097  宮城県子ども総合セン〒981-1217 022-784-3575宮城県知事　村井　嘉小野寺　滋実 平25. 4. 1精   診療所
     ター附属診療所 名取市美田園二丁目１－４ 常　勤:    1浩 移転 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
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  2260711105  宮城県リハビリテーシ〒981-1217 022-784-3587宮城県知事　村井　嘉樫本　修 平25. 4. 1リハ 整外 脳外診療所
     ョン支援センター附属名取市美田園二丁目１番地の４ 常　勤:    2浩 移転 現存
     診療所 (医       2) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2270711121  森内科クリニック 〒981-1223 022-383-3070森　精一 森　精一 平25.10. 1内   診療所
     名取市下余田字鹿島８６－５ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2280711139  名取たにぐちクリニッ〒981-1227 022-302-7125谷口　宏 谷口　宏 平26. 4. 1精   心内 診療所
     ク 名取市杜せきのした２－５－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2290711147  せきのした皮フ科 〒981-1227 022-302-7135菅原　良徳 菅原　良徳 平26. 4. 1皮   アレ 診療所
     名取市杜せきのした２－５－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2300711154  春ウイメンズクリニッ〒981-1221 022-302-3188医療法人　春ウイメン安井　友春 平26. 7. 1一般 診療所
     ク 名取市田高字南２７－１ 常　勤:    1ズクリニック　理事長 組織変更     一般    15現存
     (医       1)　安井　友春 平26. 7. 1産   婦   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2310711162  こせき皮膚科クリニッ〒981-1230 022-382-5612医療法人こせき皮膚科小関　邦彦 平27. 1. 1皮   アレ 他  診療所
     ク 名取市愛の杜２－１－６ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 小児皮膚科 現存
     (医       1)小関　邦彦 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2320711170  かとうこどもクリニッ〒981-1227 022-399-9152医療法人　かとうこど加藤　晴一 平27. 7. 1小   診療所
     ク 名取市杜せきのした２－６－８ 常　勤:    1もクリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　加藤　晴一 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2330711196  名取透析クリニック 〒981-1217 022-302-7522医療法人社団泉松会　村田　弥栄子 平27.11. 2内   ひ   診療所
     名取市美田園６－２－６ 常　勤:    2理事長　佐藤　和人 新規 現存
     (医       2) 平27.11. 2
     非常勤:   23
     (医      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2340711204  せきのした総合クリニ〒981-1227 022-383-7557医療法人宏智会　理事川村　義宏 平28. 1. 1内   外   皮  診療所
     ック 名取市杜せきのした１－８－２３常　勤:    1長　川村　義宏 組織変更 他   現存
     (医       1) 平28. 1. 1消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2350711220  めでしまのさと内科ク〒981-1240 022-302-6551石橋　信之 石橋　信之 平28.10. 1内   胃   小  診療所
     リニック 名取市愛島郷１丁目１６番地２８常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
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  2360711246  東北医科薬科大学名取〒981-1224 022-384-1211学校法人東北医科薬科東郷　暁 平29. 9. 1療養 病院
     守病院 名取市増田１丁目９番１２号 常　勤:    3大学　理事長　高柳　 交代     療養    62現存
     (医       3)元明 平29. 9. 1内   呼内 他  
     非常勤:    2 循環器内科
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2370711253  エアリ総合内科漢方ク〒981-1227 022-797-8601医療法人天助会　理事屈原　文子 平30. 1. 1内   小   他  診療所
     リニック 名取市杜せきのした五丁目３番地常　勤:    1長　屈原　文子 組織変更 漢方内科 現存
     １イオンモール名取１階 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2380711261  おおくぼ統合医療クリ〒981-1226 022-765-0783大久保　愉一 大久保　愉一 平30. 6. 1呼内 心内 他  診療所
     ニック 名取市植松３－５－２４ 常　勤:    1 新規 緩和ケア内科 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2390810055  医療法人本多友愛会仙〒981-1505 0224-63-2003医療法人本多友愛会　早坂　弘人 昭32.11. 1一般 病院
     南病院 角田市角田字牛舘　１６ 常　勤:    7理事長　本多正久 新規     一般    35現存
     (医       5) 平29.11. 1療養
     (薬       2)     療養    80
     非常勤:    7 内   外   呼  
     (医       7) 消   循   リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2400810071  医療法人金上仁友会金〒981-1505 0224-63-1032医療法人金上仁友会　安藤　正夫 昭32.11. 1一般        52病院
     上病院 角田市角田字田町　１２３ 常　勤:    4理事長　安藤　正夫 新規 療養        39現存
     (医       4) 平29.11. 1内   外   リハ
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2410810139  医療法人安達同済会同〒981-1522 0224-63-0360医療法人安達同済会　三浦　徳之 昭34. 2. 3一般 病院
     済病院 角田市佐倉字上土浮　２ 常　勤:    3理亊長　三浦　徳之 新規     一般    24現存
     (医       3) 平28. 2. 3内   外   小  
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2420810238  笹森整形外科医院 〒981-1505 0224-63-3166笹森　紀男 笹森　紀男 昭53.11. 1整外 リハ リウ診療所
     角田市角田字町　２０６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2430810246  油井眼科医院 〒981-1505 0224-62-5711油井　秀夫 油井　秀夫 昭62. 8. 1一般    診療所
     角田市角田字牛舘　５８ 常　勤:    1 新規 眼   現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2440810253  高山内科胃腸科医院 〒981-1505 0224-63-2304高山　敦 高山　敦 昭63. 4. 1胃   内   診療所
     角田市角田字町　２４３ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平30. 4. 1
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  2450810279  阿部内科医院 〒981-1505 0224-63-3335医療法人社団阿部内科阿部　文明 平 3. 8. 1内   循   胃  診療所
     角田市角田字牛舘　８９ー３ 常　勤:    1医院　理事長　阿部　 組織変更 呼   現存
     (医       1)文明 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2460810295  大槻眼科医院 〒981-1505 0224-62-2222医療法人社団大槻明徳石川　明 平 5. 7. 1一般         6診療所
     角田市角田字田町　９０ 常　勤:    1会　理事長　大槻潔 組織変更 眼   現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2470810311  医療法人社団小川整形〒981-1505 0224-63-3311医療法人社団小川整形小川　俊哉 平 7. 9. 1整外 診療所
     外科クリニック 角田市角田字田町　６８ 常　勤:    1外科クリニック　理事 移転 現存
     (医       1)長　小川俊哉 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2480810345  ウィメンズクリニック〒981-1505 0224-61-2001医療法人社団良仁会　安藤　順一 平12. 1. 1一般        16診療所
     金上 角田市角田字田町　１１４ー１２常　勤:    2理事長　安藤順一 新規 産婦 小   内  現存
     (医       2) 平30. 1. 1麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2490810352  産婦人科、内科、小児〒981-1505 0224-63-2352鈴木　俊明 鈴木　俊明 平13.12. 7一般        15診療所
     科鈴木医院 角田市角田字大町　１４ー５ 常　勤:    1 交代 産婦 内   小  休止
     (医       1) 平25.12. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2500810386  角田ふれあいクリニッ〒981-1505 0224-63-0062医療法人社団井上恩和井上　晴之 平23. 5. 9外   内   こう診療所
     ク 角田市角田字豊町１－３ 常　勤:    1会　理事長　井上　晴 移転 リハ 他   現存
     (医       1)之 平29. 5. 9消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2510810394  なのはなクリニック 〒981-1505 0224-86-3991阿部　成房 阿部　成房 平23. 3. 1内   小   診療所
     角田市角田字扇町１０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2520810402  かくだ耳鼻咽喉科クリ〒981-1505 0224-86-4138西川　仁 西川　仁 平25. 4. 1耳い アレ 診療所
     ニック 角田市角田字町１９２番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2530810410  名取医院 〒981-1505 0224-63-2347医療法人名取会　理事名取　德彦 平30. 1. 1内   外   神内診療所
     角田市角田字南６１番地１ 常　勤:    1長　名取　德彦 組織変更 皮   現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2540910178  仙塩診療所 〒985-0872 022-362-3003鈴木　室生 鈴木　室生 昭54. 9. 1内   呼   胃  診療所
     多賀城市伝上山　１ー５ー５ 常　勤:    2 新規 小   消   循  現存
     (医       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  2550910210  医療法人寶樹会仙塩総〒985-0842 022-367-4111医療法人寳樹会　理事橋口　良一 昭57. 8. 1一般        98病院
     合病院 多賀城市桜木　２ー１ー１ 常　勤:    6長　鈴木　寛寿 組織変更 療養        45現存
     (医       5) 平24. 8. 1内   整外 形外
     (薬       1) 耳い リハ ひ  
     非常勤:    7 外   
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2560910269  氏家胃腸科内科医院 〒985-0832 022-367-5558医療法人社団　幸和会氏家　絋一 平 2. 1. 1内   胃   診療所
     多賀城市大代　５－４－３ 常　勤:    1　理事長　氏家絋一 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2570910277  多賀城眼科 〒985-0874 022-366-7439医療法人社団多賀城ア渡邊　誠一 平 2. 8. 1眼   診療所
     多賀城市八幡　２－１６－４１ 常　勤:    1イクリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　渡邊誠一 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2580910285  浅井整形外科医院 〒985-0841 022-365-1811医療法人浅井整形外科浅井　龍彦 平 3. 1. 1整外 診療所
     多賀城市鶴ケ谷　２ー１８ー１ 常　勤:    1医院　理事長　浅井龍 組織変更 現存
     (医       1)彦 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2590910293  医療法人岩井内科クリ〒985-0873 022-368-8067医療法人社団岩井内科岩井　修一 平 3. 1. 1内   胃   診療所
     ニック 多賀城市中央　３ー１１ー３３ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)岩井修一 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2600910319  関口内科胃腸科医院 〒985-0874 022-362-2668医療法人社団関口内科関口　淳一 平 4. 1. 1一般         2診療所
     多賀城市八幡　３ー５ー９ 常　勤:    1胃腸科医院　理事長　 組織変更 療養        10現存
     (医       1)関口淳一 平28. 1. 1内   胃   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2610910343  今井医院 〒985-0874 022-366-7337今井　信行 今井　信行 平 6. 5. 1内   胃   小  診療所
     多賀城市八幡　２ー１２ー７０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2620910350  石井小児科 〒985-0862 022-368-8081石井　アケミ 石井　アケミ 平 6.11. 1小   内   精  診療所
     多賀城市高崎　３ー２７ー２７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2630910368  山田憲一内科医院 〒985-0852 022-368-2200医療法人社団山田憲一山田　憲一 平 7. 1. 1内   消   診療所
     多賀城市山王字中山王　１３ー１常　勤:    1内科医院　理事長　山 組織変更 現存
     (医       1)田憲一 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  2640910376  さとう整形外科クリニ〒985-0853 022-309-3050医療法人社団さとう整佐藤　正光 平 8. 4. 1整外 リハ 診療所
     ック 多賀城市高橋　１－４－１３ 常　勤:    2形外科クリニック　理 新規 現存
     (医       2)事長　佐藤正光 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2650910400  大井耳鼻咽喉科 〒985-0874 022-366-4387大井　聖幸 大井　聖幸 平 9.12. 1耳い 診療所
     多賀城市八幡　４ー３ー８大井ク常　勤:    2 新規 現存
     リニックビル１Ｆ (医       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2660910418  大井皮膚科泌尿器科医〒985-0874 022-364-1312大井　知教 大井　知教 平 9.12. 1皮   ひ   診療所
     院 多賀城市八幡　４ー３ー８大井ク常　勤:    1 新規 現存
     リニックビル２階 (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2670910426  藤野整形外科 〒985-0832 022-365-5050医療法人社団景雄会藤藤野　茂 平10. 1. 1整外 リハ 診療所
     多賀城市大代　５ー１ー１ 常　勤:    1野整形外科　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)藤野茂 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2680910434  笠井皮膚科 〒985-0863 022-364-0180笠井　達也 笠井　達也 平10. 4. 1皮   診療所
     多賀城市東田中　２ー４０ー３２常　勤:    1 新規 現存
     多賀城ロジュマンＧ棟１階１０５(医       1) 平28. 4. 1
     号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2690910442  公益財団法人宮城厚生〒985-0835 022-361-7011公益財団法人宮城厚生高橋　洋 平11. 3. 1内   呼内 心外診療所
     協会坂総合クリニック多賀城市下馬　２－１３－７ 常　勤:    8協会　理事長　小熊　 新規 神内 リウ 小  現存
     (医       8)信 平29. 3. 1外   呼外 こう
     非常勤:    2 整外 脳外 皮  
     (医       2) ひ   産婦 形外
     眼   耳い 精  
     他   
     消化器内科、循
     環器内科　他３
     件
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2700910517  関クリニック 〒985-0862 022-309-6070医療法人社団　関クリ関　晴夫 平13. 7. 1内   婦   小  診療所
     多賀城市高崎　３－２６－３５ 常　勤:    1ニック　理事長　関　 組織変更 消   皮   外  現存
     (医       1)晴夫 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2710910533  沼崎小児科眼科クリニ〒985-0832 022-366-8855医療法人　沼崎クリニ沼崎　好子 平14. 1. 1小   眼   診療所
     ック 多賀城市大代　５ー２ー５ 常　勤:    2ック　理事長　沼崎　 組織変更 現存
     (医       2)好子 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2720910541  神経科・多賀城メンタ〒985-0874 022-367-9136医療法人社団高緩会　吉田　伯美 平15. 1. 1神   精   皮  診療所
     ルクリニック 多賀城市八幡　３－６－２１我妻常　勤:    1理事長　吉田　伯美 組織変更 内   心内 眼  現存
     不動産第５ビル　２階 (医       1) 平27. 1. 1
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  2730910558  まえひらクリニック 〒985-0853 022-389-2575医療法人卓敬会まえひ真栄平　昇 平15. 7. 1内   呼   アレ診療所
     多賀城市高橋５－３－２ 常　勤:    1らクリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　真栄平　昇 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2740910574  いづつ内科循環器科 〒985-0853 022-389-1760医療法人いづつ内科循井筒　憲司 平16. 7. 1内   呼   循  診療所
     多賀城市高橋　４－１４－６ 常　勤:    1環器科　理事長　井筒 組織変更 現存
     (医       1)　憲司 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2750910582  笠神ハートクリニック〒985-0831 022-361-8010医療法人恵仁会　理事薗部　太郎 平16. 7. 1循   内   呼  診療所
     多賀城市笠神　４－６－１６ 常　勤:    1長　薗部　太郎 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2760910608  かくたこども＆アレル〒985-0873 022-368-7717角田　和彦 角田　和彦 平16.10. 1小   アレ 診療所
     ギークリニック 多賀城市中央　１－１６－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2770910616  医療法人敬仁会遠藤医〒985-0845 022-361-1230医療法人敬仁会遠藤医遠藤　和敬 平17. 9. 1一般        18診療所
     院遠藤マタニティクリ多賀城市町前２－２－８ 常　勤:    1院　理事長　遠藤英敬 新規 産   麻   現存
     ニック (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2780910624  内科・胃腸科ひろとク〒985-0853 022-389-0773鈴木　仁人 鈴木　仁人 平17.10. 1胃   内   診療所
     リニック 多賀城市高橋２－１５－２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2790910632  おだかクリニック 〒985-0873 022-309-4970医療法人日和会　理事小鷹　日出夫 平18. 1. 1循   内   診療所
     多賀城市中央１－１６－６ 常　勤:    2長　小鷹日出夫 組織変更 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2800910640  高砂さとう耳鼻咽喉科〒985-0853 022-389-1123佐藤　利德 佐藤　利德 平18. 1. 1耳い 診療所
     多賀城市高橋２－１９－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2810910657  おおば医院 〒985-0835 022-363-0213樋渡　奈奈子 樋渡　奈奈子 平21. 1. 5一般 診療所
     多賀城市下馬３－１－２８ 常　勤:    2 交代     一般     6現存
     (医       2) 平27. 1. 5療養
         療養     6
     内   小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  2820910665  医療法人菅野愛生会　〒985-0873 022-352-1580医療法人菅野愛生会　荒川　英輔 平21.10. 1精   心内 診療所
     こころのクリニック　多賀城市中央３丁目１０－５　Ｏ常　勤:    1理事長　菅野　喜與 新規 現存
     みどりの風 ｇｇｅビル３Ｆ (医       1) 平27.10. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2830910673  多賀城腎・泌尿器クリ〒985-0842 022-364-4335松下　真史 松下　真史 平23. 6. 1一般        19診療所
     ニック 多賀城市桜木一丁目１－２０ 常　勤:    2 交代 ひ   現存
     (医       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2840910681  山田内科医院 〒985-0835 022-365-5911山田　耕道 山田　耕道 平23.10.22内   消   診療所
     多賀城市下馬３－３３－３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29.10.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2850910699  コツコツクリニック多〒985-0853 022-762-8806田中　庸二 田中　庸二 平24.11. 1整外 リハ リウ診療所
     賀城整形外科 多賀城市高橋４丁目２０－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2860910707  じょうなんファミリー〒985-0865 022-781-7725医療法人ライヴズ　理更科　広記 平25. 1. 1内   小   消  診療所
     クリニック 多賀城市城南１丁目１０番６号 常　勤:    1事長　安藤　健二郎 新規 外   現存
     (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2870910715  さざんか往診クリニッ〒985-0863 022-353-6261石垣　五月 石垣　五月 平25. 4. 1循   呼   消  診療所
     ク 多賀城市東田中２－２－３ベルス常　勤:    1 新規 現存
     テーションビル３Ｂ (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2880910723  おおなみ眼科クリニッ〒985-0853 022-368-8805大浪　英之 大浪　英之 平28. 9. 1眼   診療所
     ク 多賀城市高橋５－３－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2890910731  橋本皮膚科医院 〒985-0841 022-364-8625熊坂　久美子 熊坂　久美子 平29. 1.23皮   診療所
     多賀城市鶴ケ谷２－２０－１２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 1.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  2901110034  医療法人小島慈恵会小〒989-2433 0223-22-2533医療法人小島慈恵会　小島　照正 昭32.11. 1精神       150病院
     島病院 岩沼市桜　１ー２ー２５ 常　勤:    4理事長　小島照正 新規 精   内   現存
     (医       3) 平29.11. 1
     (薬       1)
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2911110257  スズキ記念病院 〒989-2427 0223-23-3111医療法人社団スズキ病田中　耕平 昭63. 1. 1一般        78病院
     岩沼市里の杜　３ー５ー５ 常　勤:   11院　理事長　林　富 交代 産   婦   小外現存
     (医       8) 平30. 1. 1小   
     (薬       3)
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2921110273  総合南東北病院 〒989-2483 0223-23-3151社会医療法人将道会　松島　忠夫 平元. 7. 1一般 病院
     岩沼市里の杜　１－２－５ 常　勤:   34理事長　渡邉一夫 組織変更     一般   271現存
     (医      34) 平28. 7. 1内   神内 呼  
     非常勤:   90 消   循   小  
     (医      90) 外   整外 形外
     アレ 呼外 皮  
     ひ   性   こう
     気食 麻   リハ
     放   脳外 他  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2931110315  青木神経科内科クリニ〒989-2432 0223-24-5501医療法人社団青木神経青木　恭規 平 2. 1. 1内   神   精  診療所
     ック 岩沼市中央　１－４－１３ 常　勤:    1科内科クリニック　理 組織変更 神内 現存
     (医       1)事長　青木恭規 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2941110331  岩沼泌尿器科クリニッ〒989-2426 0223-29-2945真嶋　光 真嶋　光 平 3. 5. 1ひ   皮   診療所
     ク 岩沼市末広　２ー３ー１８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2951110364  医療法人松涛会南浜中〒989-2425 0223-24-1861医療法人松涛会　理事玉垣　千春 平 5. 7. 1精神       200病院
     (1130228  ) 央病院 岩沼市寺島字北新田　１１１ 常　勤:    6長　高階　憲之 組織変更 療養        42現存
     (医       5) 平29. 9. 1内   精   歯  
     (薬       1)
     非常勤:   12
     (医       5)
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  2961110380  中川医院 〒989-2433 0223-22-2016医療法人社団恒榮会中中川　潤 平11. 1. 1内   小   呼  診療所
     岩沼市桜　４－１－３ 常　勤:    2川医院　理事長　中川 組織変更 現存
     (医       2)　潤 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2971110398  緑の里クリニック 〒989-2455 0223-23-2678医療法人社団みやぎ清宍戸　洋 平11. 1. 1一般        19診療所
     岩沼市北長谷字畑向山南　２７－常　勤:    4耀会　理事長　宍戸洋 組織変更 内   透析 小  現存
     ２ (医       3) 平29. 1. 1他   脳外 
     (薬       1) 胃腸内科、循環
     非常勤:    4 器内科、腎臓内
     (医       3) 科
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2981110422  丹野医院 〒989-2445 0223-22-2293医療法人丹誠会　理事丹野　哲子 平12. 3. 1一般         6診療所
     岩沼市桑原　１ー８ー１３ 常　勤:    1長　丹野　哲子 組織変更 耳い 気食 アレ現存
     (医       1) 平30. 3. 1整外 リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2991110430  森川こどもクリニック〒989-2451 0223-25-2711医療法人社団　森川内森川　貴美子 平12. 9. 1小   アレ 内  診療所
     岩沼市土ケ崎　４－１－１２ 常　勤:    1科医院　理事長　森川 新規 現存
     (医       1)　貴美子 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3001110448  医療法人社団さくら有〒989-2433 0223-22-2611医療法人社団　さくら板橋　俊隆 平13. 7. 1一般 診療所
     鄰堂　板橋眼科医院 岩沼市桜　４－６－１６ 常　勤:    2有鄰堂　理事長　板橋 組織変更     一般     7現存
     (医       2)　隆三 平25. 7. 1眼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3011110489  さとう純整形外科クリ〒989-2459 0223-25-4970医療法人社団武隈会　佐藤　純 平15. 7. 1整外 リハ 診療所
     ニック 岩沼市たけくま２－４－１１ 常　勤:    1理事長　佐藤　純 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3021110497  森整形外科クリニック〒989-2433 0223-22-1311医療法人社団武優会　森　武人 平15. 7. 1整外 リウ 外  診療所
     岩沼市桜　１ー１ー１１ 常　勤:    2理事長　森　学武 組織変更 リハ 現存
     (医       2) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3031110513  いなり眼科 〒989-2441 0223-23-7222八木　良友 八木　良友 平19. 1. 1眼   診療所
     岩沼市館下１－３－１５ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3041110521  西陵内科 〒989-2451 0223-22-1818医療法人社団陽光会　齋藤　和子 平19. 1. 1内   循   整外診療所
     岩沼市土ケ崎３－８－８ 常　勤:    1西陵内科　理事長　齋 組織変更 形外 皮   現存
     (医       1)藤　和子 平25. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  3051110539  おなかのクリニック 〒989-2459 0223-25-6188医療法人　北嶺会　理菊地　悟 平19. 1. 1内   消   呼  診療所
     岩沼市たけくま２－４－１７号 常　勤:    1事長　菊地　悟 組織変更 循   アレ 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3061110547  安田内科医院 〒989-2442 0223-22-2693安田　直行 安田　直行 平20. 4. 1内   消   診療所
     岩沼市大手町８－１１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3071110554  あおば内科・胃腸内科〒989-2429 0223-29-3741小川　洋一 小川　洋一 平20. 5. 1内   消   呼  診療所
     クリニック 岩沼市恵み野２－２－２ 常　勤:    1 新規 胃   現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3081110562  岩沼クリニック 〒989-2441 0223-25-6858町田　幸雄 町田　幸雄 平20.12. 1婦   内   診療所
     岩沼市館下二丁目１番１９号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3091110570  本郷医院 〒989-2432 0223-24-2100医療法人　本郷医院　本郷　忠敬 平21. 1. 1一般        19診療所
     岩沼市中央３丁目４番１６号 常　勤:    2理事長　本郷　忠敬 組織変更 循   内   外  現存
     (医       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3101110588  石垣記念　岩沼中央整〒989-2432 0223-22-5111医療法人　修楽会　理石垣　崇明 平21. 4. 1整外 リハ 診療所
     形外科 岩沼市中央三丁目４番２７号 常　勤:    1事長　宮城島　純 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3111110596  ありた総合内科クリニ〒989-2432 0223-25-2561有田　大作 有田　大作 平21. 4. 1内   アレ 診療所
     ック 岩沼市中央３丁目４－２７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3121110604  脳外科内科すずきクリ〒989-2445 0223-25-6567鈴木　洋一 鈴木　洋一 平21. 6. 1脳外 神内 内  診療所
     ニック 岩沼市桑原四丁目１１番１８号 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3131110612  山本クリニック 〒989-2432 0223-22-2630医療法人五葉会　理事廣木　貞一 平22. 7. 1外   内   呼  診療所
     岩沼市中央１丁目３番１２号 常　勤:    4長　廣木　貞一 組織変更 循   消   婦  現存
     (医       4) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3141110620  いたのこどもクリニッ〒989-2429 0223-29-4158板野　正敬 板野　正敬 平22. 9. 1小   診療所
     ク 岩沼市恵み野１－７－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
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  3151110646  南浜中央病院附属　み〒989-2441 0223-24-1431医療法人　松涛会　理高階　憲之 平24.12. 1精   心内 診療所
     なみはまクリニック 岩沼市舘下１丁目３－１７岩沼開常　勤:    1事長　高階　憲之 移転 現存
     発第一マンション１階 (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3161110653  てんかん病院ベーテル〒989-2455 0223-24-1211医療法人べテール　理大槻　泰介 平25. 1. 1精神        41病院
     岩沼市北長谷字畑向山南２７番地常　勤:    5事長　曽我　孝志 組織変更 神内 小   精  現存
     ４ (医       3) 平25. 1. 1
     (薬       2)
     非常勤:   49
     (医      49)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3171110661  佐藤医院 〒989-2432 0223-22-2848医療法人みやぎ青葉会佐藤　知矢 平26. 1. 1一般 診療所
     岩沼市中央２－５－３０ 常　勤:    1佐藤医院　理事長　佐 組織変更     一般    13現存
     (医       1)藤　知矢 平26. 1. 1介護         6
     内   消   呼内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3181110679  なかやま整形外科クリ〒989-2423 0223-23-1639中山　広明 中山　広明 平26. 8. 1整外 リハ 診療所
     ニック 岩沼市押分字間畑１０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3191110687  なくい外科内科胃腸内〒989-2478 0223-35-7461名久井　実 名久井　実 平29. 5. 1外   内   胃  診療所
     科クリニック 岩沼市あさひ野１丁目１１－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3201210032  医療法人社団圭秀会八〒987-0511 0220-22-2566医療法人社団圭秀会　八木　恒夫 平 7.11. 1小   内   診療所
     木小児科医院 登米市迫町佐沼字西佐沼　１２５常　勤:    2理事長　八木恒夫 移転 現存
     (医       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3211210057  森整形外科医院 〒987-0511 0220-22-2787医療法人社団明徳会森森　明彦 平元. 7. 1整外 診療所
     登米市迫町佐沼字中江　３－９－常　勤:    1整形外科医院　理事長 組織変更 現存
     ５ (医       1)　森明彦 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3221210065  佐藤内科医院 〒987-0511 0220-22-2160医療法人社団頌和会佐佐藤　尚 平元. 7. 1内   診療所
     登米市迫町佐沼字光ヶ丘５１－１常　勤:    2藤内科医院　理事長　 組織変更 現存
     (医       2)佐藤　尚 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3231210073  遊佐内科胃腸科医院 〒987-0511 0220-22-2177医療法人社団遊佐内科遊佐　不三雄 平元. 7. 1内   胃   診療所
     登米市迫町佐沼字南佐沼　１－４常　勤:    1胃腸科医院　理事長　 組織変更 現存
     －１５ (医       1)遊佐不三雄 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  3241210081  千葉医院 〒987-0511 0220-22-3725医療法人社団千葉医院斎藤　順子 平 3. 8. 1内   診療所
     登米市迫町佐沼字天神前　８０ 常　勤:    2　理事長　齋藤　順子 組織変更 現存
     (医       2) 平24. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3251210123  新田診療所 〒989-4601 0220-28-3398及川　光雄 及川　光雄 平 7. 1. 1内   小   診療所
     登米市迫町新田字山田　９ー３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3261210149  医療法人社団　田中医〒987-0511 0220-22-1155医療法人社団田中医院田中　悟 平 7. 1. 1脳外 内   診療所
     院 登米市迫町佐沼字小金丁　５３ー常　勤:    1　理事長　田中悟 組織変更 現存
     ２ (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3271210156  医療法人　二瓶内科胃〒987-0511 0220-22-6508医療法人二瓶内科胃腸二瓶　次郎 平 7. 1. 1内   胃   循  診療所
     腸科医院 登米市迫町佐沼字中江　３ー７ー常　勤:    1科医院　理事長　二瓶 組織変更 呼   小   現存
     ３ (医       1)次郎 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3281210164  上杉皮膚科医院 〒987-0511 0220-21-1380医療法人社団恭謹会上上杉　恭弘 平11. 7. 1皮   アレ 診療所
     登米市迫町佐沼字江合　２－１２常　勤:    1杉皮膚科医院　理事長 組織変更 現存
     －１２ (医       1)　上杉恭弘 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3291210172  結城産婦人科分院 〒987-0511 0220-22-3252医療法人社団　結城産湊　敬一 平12. 8. 1一般 診療所
     登米市迫町佐沼字小金丁　２２－常　勤:    3婦人科医院　理事長　 組織変更     一般    14現存
     ５ (医       2)湊　敬一 平24. 8. 1産婦 麻   
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3301210180  菅原内科クリニック 〒987-0511 0220-22-0888医療法人菅原内科クリ菅原　盛家 平15. 1. 1内   放   診療所
     登米市迫町佐沼字八幡　３ー４ー常　勤:    1ニック　理事長　菅原 組織変更 現存
     ２ (医       1)　盛家 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3311210198  わたなべ内科クリニッ〒987-0511 0220-21-5335医療法人洵凛会　理事渡邊　誠悦 平16. 1. 1内   神内 リハ診療所
     ク 登米市迫町佐沼字大網　２２４－常　勤:    1長　渡邊　誠悦 組織変更 現存
     １ (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3321210214  ごとう眼科 〒987-0511 0220-22-1510医療法人明成会　理事後藤　寿裕 平17. 1. 1一般 診療所
     登米市迫町佐沼字小金丁　５０－常　勤:    2長　後藤　寿裕 組織変更     一般    11現存
     ２ (医       2) 平29. 1. 1眼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3331210230  桜井医院 〒987-0702 0220-52-3936桜井　眞一 桜井　眞一 昭55.11. 1一般        19診療所
     登米市登米町寺池前舟橋　６－１常　勤:    1 新規 外   内   整外現存
     (医       1) 平28.11. 1皮   こう アレ
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  3341210271  三浦消化器内科 〒987-0601 0220-34-3611医療法人社団亮梓会　三浦　守正 平 3. 1. 1内   呼   消  診療所
     登米市中田町石森字蓬田　１９５常　勤:    1理事長　三浦守正 組織変更 循   現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3351210289  みうら眼科医院 〒987-0601 0220-35-1066三浦　俊之 三浦　俊之 平11. 9. 1眼   診療所
     登米市中田町石森字加賀野　２－常　勤:    1 新規 現存
     ５－２５ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3361210297  医療法人社団豊衛会佐〒987-0363 0225-76-3420医療法人社団豊衛会佐佐藤　衛 平 6. 1. 1一般        19診療所
     藤医院 登米市豊里町横町　６０ 常　勤:    1藤医院　理事長　佐藤 組織変更 内   呼   循  現存
     (医       1)衛 平30. 1. 1小   リハ 
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3371210305  小澤医院 〒987-0331 0220-55-2552医療法人社団小澤医院小澤　道孝 平元. 7. 1内   小   診療所
     登米市米山町中津山字明神前　１常　勤:    2　理事長　小澤道孝 組織変更 現存
     ６－１ (医       1) 平28. 7. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3381210313  石越病院 〒989-4703 0228-34-3211医療法人財団姉歯松風姉歯　秀平 昭55. 1. 1精神       120病院
     登米市石越町南郷字小谷地前　２常　勤:    2会　理事長　姉歯秀平 組織変更 精   神   内  現存
     ４５ (医       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3391210321  今堂医院 〒989-4702 0228-34-3031佐藤　良友 佐藤　良友 昭57. 1. 1内   外   皮  診療所
     登米市石越町東郷字今道　１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3401210347  八嶋中央診療所 〒989-4703 0228-34-2013八嶋　徳吉 八嶋　徳吉 平 9. 2. 1内   小   外  診療所
     登米市石越町南郷字矢作１３８ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3411210404  おおともクリニック 〒986-0401 0225-68-3210大友　信也 大友　信也 平13.10. 1内   外   診療所
     登米市津山町柳津字幣崎４２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  3421210412  登米市立登米市民病院〒987-0511 0220-22-5511登米市長　熊谷　盛廣松本　宏 平17. 4. 1一般       258病院
     登米市迫町佐沼字下田中　２５ 常　勤:   28 新規 内   小   外  現存
     (医      19) 平29. 9. 1整外 脳外 皮  
     (薬       9) ひ   産婦 眼  
     非常勤:   93 耳い リハ 放  
     (医      93) 麻   他   
     乳腺外科、血管
     外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3431210420  登米市立豊里病院 〒987-0364 0225-76-2023登米市長　熊谷　盛廣小寺　俊之 平17. 4. 1一般        69病院
     (1230325  ) 登米市豊里町土手下　７４－１ 常　勤:    9 新規 療養        30療養病床
     (医       6) 平29. 9. 1内   小   外  現存
     (歯       1) 整外 皮   眼  
     (薬       2) 麻   歯   
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3441210438  登米市立津山診療所 〒986-0401 0225-68-3531登米市長　熊谷　盛廣松本　宏 平17. 4. 1内   診療所
     登米市津山町柳津本町　１－１ 常　勤:    5 新規 休止
     (医       5) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3451210487  登米市立米谷病院 〒987-0902 0220-42-2007登米市長　熊谷　盛廣佐々木　寛 平17. 4. 1一般        49病院
     登米市東和町米谷字元町　２００常　勤:    5 新規 内   外   小  現存
     (医       3) 平29. 9. 1整外 
     (薬       2)
     非常勤:   12
     (医      11)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3461210495  登米市立上沼診療所 〒987-0602 0220-34-2120登米市長　熊谷　盛廣佐々木　直英 平26. 4. 1内   小   診療所
     登米市中田町上沼字新寺山下５９常　勤:    1 移転 現存
     －１ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3471210529  さぬま中央クリニック〒987-0511 0220-21-5550医療法人　明恵会　理下村　明 平19. 1. 1耳い 診療所
     登米市迫町佐沼字江合１丁目８－常　勤:    1事長　下村　明 組織変更 現存
     １ (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3481210537  医療法人　健心会　お〒987-0601 0220-35-1161医療法人　健心会　お太田　潤 平19. 1. 1内   循   呼  診療所
     おた　おおたに　クリ登米市中田町石森字加賀野２丁目常　勤:    2おた　おおたに　クリ 組織変更 現存
     ニック ２５－２４ (医       2)ニック　理事長　太田 平25. 1. 1
     　潤
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  3491210545  医療法人社団佐幸医院〒987-0511 0220-22-7003医療法人社団佐幸医院佐藤　幸一郎 平23.11. 7内   消   診療所
     登米市迫町佐沼字錦１０ 常　勤:    1　理事長　佐藤　幸一 移転 現存
     (医       1)郎 平29.11. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3501210552  医療法人社団厚和会佐〒987-0432 0220-58-2058医療法人社団厚和会　佐藤　厚史 平19. 1. 1内   精   神  診療所
     藤医院 登米市南方町畑岡下７－５ 常　勤:    1佐藤医院　理事長　佐 組織変更 心内 現存
     (医       1)藤　厚史 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3511210578  島医院 〒987-0401 0220-29-6056医療法人　島医院　理島　英樹 平19. 6. 1内   外   皮  診療所
     登米市南方町西山成前１３３ 常　勤:    1事長　島　英樹 組織変更 小   リハ 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3521210586  大坂医院 〒987-0601 0220-34-6625大坂　國通 大坂　國通 平19. 7.29内   外   胃  診療所
     登米市中田町石森字駒牽２４０－常　勤:    1 交代 こう 皮   現存
     １ (医       1) 平25. 7.29
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3531210594  登米市立登米診療所 〒987-0793 0220-52-2175登米市長　熊谷　盛廣遠藤　敏 平20. 4. 1内   外   整外診療所
     登米市登米町寺池桜小路１３２番常　勤:    3 組織変更 眼   耳い 現存
     地１ (医       1) 平26. 4. 1
     (薬       2)
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3541210602  米川診療所 〒987-0901 0220-45-2301医療法人社団緑水会　木村　康一 平21. 1. 1内   小   診療所
     登米市東和町米川字町下５９－１常　勤:    1米川診療所　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)木村　康一 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3551210610  サンクリニック 〒987-0403 0220-29-6060医療法人社団やすらぎ武弓　俊一 平23. 1. 1ひ   内   診療所
     登米市南方町鴻ノ木１５２－１ 常　勤:    2の里　理事長　宮崎　 組織変更 現存
     (医       2)裕 平29. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3561210628  登米市立よねやま診療〒987-0311 0220-55-2011登米市長　熊谷　盛廣鈴木　正彦 平23. 4. 1内   外   診療所
     所 登米市米山町桜岡大又３番地１ 常　勤:    3 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 4. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3571210644  ささはら総合診療科 〒987-0511 0220-21-5660医療法人　社団国手医笹原　政美 平23.12. 1外   内   消  診療所
     登米市迫町佐沼字江合１丁目８－常　勤:    1仁会　理事長　笹原　 新規 麻   現存
     ８ (医       1)政美 平29.12. 1
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  3581210651  佐藤裕也眼科　登米分〒987-0601 0220-23-9565医療法人　桑友会　理佐藤　裕也 平24.11. 1眼   診療所
     院 登米市中田町石森字西細谷４１１常　勤:    1事長　佐藤　裕也 新規 現存
     番地 (医       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3591210685  やまと在宅診療所登米〒987-0511 0220-23-9832医療法人社団やまと　田上　佑輔 平27. 1. 1内   外   皮  診療所
     登米市迫町佐沼字下田中２５ 常　勤:    4理事長　田上　佑輔 組織変更 現存
     (医       4) 平27. 1. 1
     非常勤:   24
     (医      24)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3601210727  小出医院 〒987-0704 0220-52-2303医療法人　楠風会　理小出　佳代子 平29. 7. 1内   小   診療所
     登米市登米町日野渡内ノ目３２９常　勤:    1事長　小出　佳代子 組織変更 現存
     番地１ (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3611210735  しのはらクリニック 〒987-0321 0220-23-7387医療法人しのはらクリ篠原　大輔 平30. 1. 1内   外   小  診療所
     登米市米山町西野字西野前２０２常　勤:    1ニック　理事長　篠原 組織変更 現存
     番地１ (医       1)　大輔 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3621310014  畑山医院 〒987-2216 0228-22-2475医療法人社団畑山医院畑山　洋 平 2. 1. 1内   胃   小  診療所
     栗原市築館伊豆　４－３－４０ 常　勤:    1　理事長　畑山純 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3631310030  達内科 〒987-2252 0228-22-2655医療法人社団玄成会　佐藤　自伸 平 5. 1. 1一般        19診療所
     栗原市築館薬師　４－３－３０ 常　勤:    2理事長　佐藤　自伸 組織変更 内   消   透析現存
     (医       2) 平29. 1. 1他   
     非常勤:   15 内視鏡内科、腎
     (医      15) 臓内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3641310055  伊礼整形外科 〒987-2215 0228-22-0066伊礼　修 伊礼　修 平 7.12. 1整外 診療所
     栗原市築館高田　２－２－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3651310071  ささき産婦人科クリニ〒987-2216 0228-22-2412医療法人社団ささき産佐々木　裕之 平10. 1. 1一般        16診療所
     ック 栗原市築館伊豆　４ー６ー６０ 常　勤:    1婦人科クリニック　理 組織変更 産婦 現存
     (医       1)事長　佐々木裕之 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    42 頁

  3661310089  医療法人社団静信会日〒987-2252 0228-22-2005医療法人社団静信会　日野　宏 平10. 7. 1一般        19診療所
     野外科内科 栗原市築館薬師　３－３－３３ 常　勤:    1理事長　日野宏 組織変更 内   外   消  現存
     (医       1) 平28. 7. 1循   整外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3671310097  きくた内科クリニック〒987-2211 0228-21-1313医療法人社団　公和会菊田　公一 平12. 7. 1内   消   循  診療所
     栗原市築館源光　４－４７ 常　勤:    1　理事長　菊田　公一 組織変更 呼   心内 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3681310105  佐藤内科小児科医院 〒987-2216 0228-22-3205医療法人社団　佐藤内佐藤　尚 平12. 7. 1内   小   循  診療所
     栗原市築館伊豆　１－１０－２５常　勤:    1科小児科医院　理事長 組織変更 消   現存
     (医       1)　佐藤　尚 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3691310147  医療法人財団弘慈会石〒989-5501 0228-32-2583医療法人財団弘慈会　石橋　弘二 昭62. 8. 1療養 病院
     橋病院 栗原市若柳字川北堤下　２７ 常　勤:    4理事長　石橋弘二 組織変更     療養    64現存
     (医       3) 平29. 9. 1精神        46
     (薬       1) 内   整外 心内
     非常勤:    2 精   リウ 循  
     (医       2) 消   リハ 他  
     老年精神科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3701310154  佐々木内科医院 〒989-5501 0228-32-6633佐々木　厚 佐々木　厚 平 3.11. 1内   消   小  診療所
     栗原市若柳字川北欠　２１ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3711310162  若柳消化器内科 〒989-5501 0228-32-2316三浦　正明 三浦　正明 平 4. 8. 7内   消   診療所
     栗原市若柳字川北古川　１４ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 8. 7
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3721310170  阿部内科医院 〒989-5501 0228-32-6929阿部　和康 阿部　和康 平10. 3. 1内   呼   アレ診療所
     栗原市若柳字川北東若柳　７８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3731310196  平田内科整形外科歯科〒989-5301 0228-45-2126医療法人社団平田内科平田　徹 平 2. 1. 1内   整外 胃  診療所
     (1330356  ) 栗原市栗駒岩ケ崎上小路１１２ 常　勤:    3整形外科歯科　理事長 組織変更 歯   小歯 現存
     (医       2)　平田徹 平29. 1. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3741310212  ほそや小児科 〒989-5301 0228-45-5660細谷　邦明 細谷　邦明 平 3. 4. 1小   診療所
     栗原市栗駒岩ケ崎神南　２７ー４常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  3751310220  公益財団法人宮城厚生〒989-5301 0228-45-2128公益財団法人宮城厚生大竹　康彦 平 4.10. 1内   診療所
     協会くりこまクリニッ栗原市栗駒岩ケ崎上小路　１５３常　勤:    1協会　理事長　小熊　 組織変更 現存
     ク (医       1)信 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3761310238  岩渕医院 〒989-5301 0228-45-2155岩渕　廣高 岩渕　廣高 平12. 6.27内   眼   小  診療所
     栗原市栗駒岩ケ崎上町裏　７ 常　勤:    1 交代 皮   現存
     (医       1) 平30. 6.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3771310246  渡辺整形外科内科医院〒989-5301 0228-45-2273渡辺　浩二 渡辺　浩二 平14. 1. 1一般         6診療所
     栗原市栗駒岩ケ崎上小路１５４－常　勤:    2 新規 整外 内   胃  現存
     ４ (医       2) 平26. 1. 1リウ リハ 皮  
     ひ   こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3781310279  宮城島クリニック 〒987-2308 0228-52-2881医療法人社団水天会　宮城島　堅 平 4. 5. 1内   胃   外  診療所
     栗原市一迫真坂字清水山王前　６常　勤:    1理事長　宮城島堅 移転 整外 こう 現存
     ー５ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3791310287  一迫内科クリニック 〒987-2308 0228-52-2122医療法人社団二一会　佐々木　浩 平11.10. 1一般         9診療所
     栗原市一迫真坂字真坂町東　６６常　勤:    1理事長　佐々木浩 組織変更 療養        10現存
     ー１ (医       1) 平29.10. 1内   呼   消  
     循   アレ 小  
     整外 皮   リハ
     放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3801310295  たまがけ医院 〒987-2308 0228-52-5115医療法人　佳仁会　理玉懸　琢磨 平12. 7. 1ひ   内   外  診療所
     栗原市一迫真坂字町東　２８ 常　勤:    1事長　玉懸　琢磨 組織変更 胃   皮   現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3811310329  高橋ハートクリニック〒989-4521 0228-59-2005高橋　和彦 高橋　和彦 平 8.10. 1循   内   診療所
     栗原市瀬峰下田　１７０ー３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3821310337  医療法人順生会片山内〒989-5171 0228-42-1220医療法人順生会片山内片山　佐登志 平 2. 8. 1内   胃   診療所
     科胃腸科クリニック 栗原市金成沢辺木戸口　２８－４常　勤:    2科胃腸科クリニック　 組織変更 現存
     (医       2)理事長　片山佐登志 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3831310345  萩野診療所 〒989-4806 0228-44-2005医療法人社団 仁会　島田　龍太郎 平 8. 1. 1内   小   整外診療所
     栗原市金成有壁上原前　４－７ 常　勤:    1理事長　島田龍太郎 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  3841310352  沢辺中央医院 〒989-5171 0228-42-1171医療法人沢辺中央医院廣瀬　祐子 平12. 1. 1内   外   整外診療所
     栗原市金成沢辺木戸口　７４ー３常　勤:    1　理事長　廣瀬祐子 組織変更 皮   リハ 麻  現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3851310378  志波姫診療所 〒989-5613 0228-25-3133佐藤　政子 佐藤　政子 昭54.11.19内   皮   診療所
     栗原市志波姫新沼崎　１４６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3861310386  日野クリニック 〒989-5613 0228-23-7100医療法人社団修恵会　日野　修 平 9. 1. 1整外 内   診療所
     栗原市志波姫新沼崎　５０ー２ 常　勤:    2理事長　日野修 組織変更 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3871310394  くりはら耳鼻咽喉科 〒989-5613 0228-23-3387熊谷　重城 熊谷　重城 平11. 1. 1耳い アレ 診療所
     栗原市志波姫新沼崎　１２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3881310402  栗原市立栗原中央病院〒987-2205 0228-21-5330栗原市長　千葉　健司中鉢　誠司 平17. 4. 1一般       250病院
     栗原市築館宮野中央　３－１－１常　勤:   35 新規 療養        50療養病床
     (医      32) 平29. 9. 1内   外   整外現存
     (薬       3) 産婦 耳い 眼  
     非常勤:  400 ひ   リハ 麻  
     (医     399) 皮   小   精  
     (薬       1) 放   病理 神内
     消   他   
     循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3891310410  栗原市立栗駒病院 〒989-5301 0228-45-2211栗原市長　千葉　健司阿部　裕 平21. 4. 1一般        45病院
     栗原市栗駒岩ケ崎松木田１０番地常　勤:    5 移転 療養        30現存
     １ (医       3) 平27. 4. 1内   外   整外
     (薬       2) 眼   ひ   
     非常勤:   27
     (医      27)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3901310428  栗原市立文字診療所 〒989-5361 0228-47-2008栗原市長　千葉　健司村上　泰介 平17. 4. 1内   外   診療所
     栗原市栗駒文字葛峰前　１２ 常　勤:    2 新規 休止
     (医       2) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  3911310436  栗原市立若柳病院 〒989-5501 0228-32-2335栗原市長　千葉　健司菅原　知広 平17. 4. 1一般        90病院
     栗原市若柳字川北原畑　２３－４常　勤:    9 新規 療養        30療養病床
     (医       6) 平29. 9. 1内   外   整外現存
     (薬       3) 皮   形外 リハ
     非常勤:   27
     (医      27)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3921310444  栗原市立瀬峰診療所 〒989-4516 0228-38-3121栗原市長　千葉　健司永元　則義 平17. 4. 1内   診療所
     栗原市瀬峰長者原　３７－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3931310451  栗原市立高清水診療所〒987-2133 0228-58-2020栗原市長　千葉　健司菅間　敬治 平17. 4. 1内   外   呼  診療所
     栗原市高清水桜丁　７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3941310469  栗原市立鶯沢診療所 〒989-5402 0228-55-3511栗原市長　千葉　健司髙畠　恭介 平19. 4. 1内   診療所
     (1330349  ) 栗原市鶯沢南郷広面３８－１ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3951310493  佐藤進眼科 〒987-2205 0228-22-0228佐藤　進 佐藤　進 平18. 2. 2眼   診療所
     栗原市築館宮野中央３－３－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 2. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3961310501  くろさわ整形外科 〒987-2308 0228-52-2627医療法人宏道会　理事黒沢　宏行 平19. 5. 1整外 リハ 診療所
     栗原市一迫真坂字清水山王前４－常　勤:    1長　黒澤　宏行 組織変更 現存
     １ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3971310519  氏家医院 〒989-5502 0228-32-2328氏家　憲一 氏家　憲一 平21. 3.23内   整外 診療所
     栗原市若柳川南南大通２－１０ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 3.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3981310527  宮城県立循環器・呼吸〒989-4513 0228-38-3151地方独立行政法人宮城伊藤　康博 平23. 4. 1一般        90病院
     器病センター 栗原市瀬峰根岸５５－２ 常　勤:    6県立病院機構　理事長 交代 結核        50現存
     (医       6)　西條　茂 平29. 4. 1循   呼   心外
     呼外 消   放  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3991310535  熊坂医院 〒987-2303 0228-54-2311熊坂　祝久 熊坂　祝久 平24. 1. 1内   診療所
     栗原市一迫川口中野１０ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4001310543  佐藤外科医院 〒987-2216 0228-22-2661医療法人社団　順和会佐藤　和彦 平25. 1. 1一般         2診療所
     栗原市築館伊豆一丁目６番２５号常　勤:    1　理事長　佐藤　和彦 組織変更 外   整外 こう現存
     (医       1) 平25. 1. 1内   リハ 
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  4011310550  あさの眼科医院 〒987-2216 0228-22-7488医療法人みます会　理浅野　良弘 平25. 7. 1一般 診療所
     栗原市築館伊豆４－５－１５ 常　勤:    1事長　浅野　良弘 組織変更     一般     6現存
     (医       1) 平25. 7. 1眼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4021310568  くりはら訪問クリニッ〒989-5501 0228-32-5430斉藤　群大 斉藤　群大 平26. 5. 1内   麻   整外診療所
     ク 栗原市若柳川北中町３２－５ 常　勤:    2 新規 他   現存
     (医       2) 平26. 5. 1ペインクリニッ
     ク内科、救急科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4031310576  まるき内科クリニック〒989-5625 0228-24-8073鈴木　慎二 鈴木　慎二 平28. 5. 1内   他   診療所
     栗原市志波姫堀口十文字１－１ 常　勤:    1 新規 糖尿病内科、消現存
     (医       1) 平28. 5. 1化器内科、循環
     器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4041310584  栗原市立花山診療所 〒987-2511 0228-56-2013栗原市長　千葉　健司名久井　雅樹 平30. 3. 1内   眼   診療所
     栗原市花山本沢北ノ前７８番地２常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4051410012  加藤医院 〒981-0503 0225-82-2030加藤　玲子 加藤　玲子 昭48. 3. 1外   診療所
     東松島市矢本字関の内　４１番地常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4061410061  藤野整形外科 〒981-0503 0225-83-2121医療法人社団白毫会　藤野　裕 平 2. 8. 1一般        19診療所
     東松島市矢本字大溜　２５ー１ 常　勤:    2理事長　藤野裕 組織変更 整外 リハ 現存
     (医       2) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4071410087  石垣クリニック内科循〒981-0503 0225-83-7070医療法人社団石輝会　石垣　英彦 平 8. 1. 1内   他   診療所
     環器科 東松島市矢本字大林　１４ 常　勤:    1理事長　石垣英彦 組織変更 循環器内科 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4081410111  真壁病院 〒981-0503 0225-82-7111医療法人医徳会　理事庄司　好己 平 8. 1. 1一般        53病院
     東松島市矢本字鹿石前　１０９－常　勤:    9長　真壁秀幸 組織変更 療養        99現存
     ４ (医       7) 平29. 1. 1内   外   循  
     (薬       2) 消   心外 整外
     非常勤:    1 小   放   リハ
     (医       1) ひ   
     他；人工透析内
     科、血液内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  4091410137  ししど内科クリニック〒981-0501 0225-83-8830宍戸　友明 宍戸　友明 平10.12. 1リウ 内   アレ診療所
     東松島市赤井字南一　２２３ 常　勤:    1 新規 消   小   他  現存
     (医       1) 平28.12. 1血液内科
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4101410152  いしがき　みみ　はな〒981-0503 0225-84-1187医療法人社団　いしが石垣　元章 平13. 7. 1耳い 診療所
     　のどクリニック 東松島市矢本字上河戸　８１－１常　勤:    1き・みみ・はな・のど 組織変更 現存
     (医       1)クリニック　理事長　 平25. 7. 1
     石垣　元章
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4111410160  うつみレディスクリニ〒981-0501 0225-84-2868内海　透 内海　透 平13. 9. 1産婦 内   心内診療所
     ック 東松島市赤井字八反谷地１３２－常　勤:    2 新規 現存
     ６ (医       2) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4121410178  伊東胃腸科内科 〒981-0501 0225-82-6666医療法人　伊東胃腸科伊東　正一郎 平14. 1. 1胃   内   診療所
     東松島市赤井字鷲塚　６９ー８ 常　勤:    1内科　理事長　伊東　 組織変更 現存
     (医       1)正一郎 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4131410186  わたなべ整形外科 〒981-0501 0225-84-2323渡邊　克司 渡邊　克司 平14.11. 1整外 リハ リウ診療所
     東松島市赤井字南一　２５３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4141410194  みやぎ東部循環器科 〒981-0501 0225-82-9930医療法人社団みやぎ東菊地　雄一 平15. 7. 1一般        19診療所
     東松島市赤井字八反谷地　９６－常　勤:    2部循環器科　理事長　 組織変更 循   内   現存
     １ (医       2)菊地　雄一 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4151410202  ひかりサンテクリニッ〒981-0503 0225-84-1333医療法人光洋会ひかり加藤　光三 平17. 1. 1心内 内   神  診療所
     ク 東松島市矢本字上河戸　２９３－常　勤:    2サンテクリニック　理 組織変更 精   小   現存
     ８ (医       2)事長　加藤　光三 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4161410285  かしわや内科クリニッ〒981-0504 0225-83-2003柏谷　充 柏谷　充 平18.10. 1内   診療所
     ク 東松島市小松字若葉７－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4171410293  医療法人医徳会宮戸ク〒981-0412 0225-88-2208医療法人医徳会　理事庄司　好己 平18.10. 1内   外   循  診療所
     リニック 東松島市宮戸字里８１－１８ 常　勤:    2長　真壁道夫 新規 小   現存
     (医       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4181410301  医療法人社団仙石病院〒981-0501 0225-83-2111医療法人社団仙石病院神部　廣一 平19.10. 1一般       120病院
     東松島市赤井字台５３－７ 常　勤:    9　理事長　神部　廣一 組織変更 ひ   脳外 内  現存
     (医       9) 平25.10. 1皮   麻   
     非常勤:   20
     (医      20)
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  4191410319  永沼ハートクリニック〒981-0501 0225-82-6680永沼　徹 永沼　徹 平22. 1. 1循   内   診療所
     東松島市赤井字川前一９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4201410327  やもと内科クリニック〒981-0503 0225-98-3260医療法人社団白毫会　佐藤　和生 平22.10. 1内   消   小  診療所
     東松島市矢本字大溜３２５ 常　勤:    1理事長　藤野　裕 新規 他   現存
     (医       1) 平28.10. 1糖尿病内科
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4211410350  医療法人社団ＫＮＩ　〒981-0304 0225-86-1181医療法人社団　ＫＮＩ北原　茂実 平24.12. 1内   脳外 診療所
     北原ライフサポートク東松島市川下字内響１３２番３２常　勤:    3　理事長　北原　茂実 新規 現存
     リニック東松島 (医       3) 平24.12. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4221410368  仙台ペインクリニック〒981-0501 0225-82-1310医療法人社団関逓会　川井　康嗣 平26. 9. 1麻   整外 診療所
     石巻分院 東松島市赤井字八反谷地９９－１常　勤:    1理事長　伊達　久 新規 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4231410376  やもと眼科 〒981-0503 0225-25-7448劉　孟林 劉　孟林 平28. 7. 1一般 診療所
     東松島市矢本字大溜３４３ 常　勤:    1 新規     一般     6現存
     (医       1) 平28. 7. 1眼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4241410384  鳴瀬中央医院 〒981-0301 0225-87-3853医療法人鳴瀬中央医院齋藤　雄康 平28. 7. 1外   内   整外診療所
     東松島市牛網字新上江戸原８１－常　勤:    1　理事長　齋藤　雄康 移転 胃   こう 現存
     １ (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4251410392  野蒜ヶ丘整形外科・リ〒981-0416 0225-98-6662医療法人社団　白毫会藤野　浩太郎 平30. 5. 1一般 診療所
     ハビリテーション科 東松島市野蒜ケ丘三丁目２９－５常　勤:    1　理事長　藤野　裕 新規     一般    19現存
     (医       1) 平30. 5. 1整外 リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  4261510019  大崎市民病院 〒989-6183 0229-23-3311大崎市長　伊藤康志 並木　健二 平26. 6.28一般       494病院
     (1530013  ) 大崎市古川穂波３－８－１ 常　勤:  149 移転 一般（感染） 現存
     (医     146) 平26. 6.28             6
     (歯       3) 内   外   呼内
     消   循   他  
     神内 呼外 こう
     心外 脳外 整外
     形外 精   リウ
     小   皮   ひ  
     産   婦   眼  
     耳い リハ 放  
     病理 臨床 麻  
     歯外 小外 
     腎臓・内分泌内
     科、血液内科　
     外１４件
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4271510027  大崎市民病院鹿島台分〒989-4103 0229-56-2611大崎市長　伊藤　康志鳥谷部　俊一 平18. 3.31一般        40病院
     院 大崎市鹿島台平渡字東要害２０ 常　勤:    5 新規 療養        30現存
     (医       3) 平30. 3.31内   外   整外
     (薬       2) 呼   循   リウ
     非常勤:   19
     (医      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4281510035  大崎市民病院岩出山分〒989-6434 0229-72-1355大崎市長　伊藤　康志小松　誠司 平24. 3. 1一般        40病院
     院 大崎市岩出山下川原町８４－２９常　勤:    6 移転 内   精   外  現存
     (医       5) 平30. 3. 1眼   
     (薬       1)
     非常勤:   51
     (医      51)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4291510043  大崎市民病院鳴子温泉〒989-6801 0229-82-2311大崎市長　伊藤　康志嶋崎　茂 平18. 3.31一般        50病院
     分院 大崎市鳴子温泉末沢１ 常　勤:    4 新規 療養        80現存
     (医       4) 平30. 3.31内   神内 外  
     非常勤:   68 整外 リハ 眼  
     (医      68) 耳い リウ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4301510050  大崎市民病院田尻診療〒989-4413 0229-38-1152大崎市長　伊藤康志 山口　智 平18. 3.31内   神内 眼  診療所
     所 大崎市田尻通木字中崎東１０－１常　勤:    1 新規 耳い 現存
     (医       1) 平30. 3.31
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  4311510068  一般財団法人片倉病院〒989-6173 0229-22-0016財団法人片倉病院　代片倉　康喜 昭32.11. 1一般        32病院
     大崎市古川浦町　１ー３７ 常　勤:    1表理事　片倉康喜 新規 療養        40現存
     (医       1) 平29.11. 1内   呼   小  
     非常勤:    5 外   整外 脳外
     (医       5) 神内 リハ 放  
     消   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4321510076  一般財団法人　佐藤病〒989-6143 0229-22-0207一般財団法人　佐藤病佐藤　龍行 平16. 4.12一般 病院
     院 大崎市古川中里　１－３－１８ 常　勤:    3院　理事長　佐藤重行 移転     一般    38療養病床
     (医       3) 平28. 4.12療養 現存
     非常勤:   22     療養    40
     (医      22) 内   小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4331510118  秋山内科医院 〒989-6252 0229-28-1909秋山　巌 秋山　巌 昭56. 1. 1内   診療所
     大崎市古川荒谷本町　４５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4341510126  公益財団法人宮城厚生〒989-6115 0229-23-5521公益財団法人宮城厚生呉　賢一 昭62. 6. 1一般 病院
     (1530021  ) 協会古川民主病院 大崎市古川駅東　２ー１１ー１４常　勤:   10協会　理事長　小熊　 移転     一般    53現存
     (医       4)信 平29. 9. 1療養
     (歯       6)     療養    44
     非常勤:   22 内   呼内 小  
     (医      20) 歯   矯歯 小歯
     (歯       2) 歯外 他   
     循環器内科、消
     化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4351510142  医療法人永仁会永仁会〒989-6117 0229-22-0063医療法人永仁会　理事鈴木　祥郎 平11. 1. 1一般        80病院
     (1530724  ) 病院 大崎市古川旭　２－５－１ 常　勤:   11長　宮下　英士 移転 他   こう 透析現存
     (医       9) 平29. 1. 1歯   矯歯 
     (歯       1) 消化器外科、消
     (薬       1) 化器内科、乳腺
     非常勤:   42 外科、腎臓内科
     (医      42)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4361510159  一迫眼科 〒989-6161 0229-22-1818一迫　淨 一迫　淨 昭60.10. 1眼   診療所
     大崎市古川駅南　３ー３６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4371510175  医療法人社団猪瀬医院〒989-6221 0229-22-0777医療法人社団猪瀬医院木村　啓二 平13. 2. 1一般        19診療所
     大崎市古川大宮　５－４－１０ 常　勤:    2　理事長　木村啓二 移転 外   内   胃  現存
     (医       2) 平25. 2. 1こう 整外 小  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  4381510183  医療法人遠藤皮膚科医〒989-6155 0229-23-5320医療法人遠藤皮膚科医遠藤　幸佑 平元. 7. 1皮   アレ 診療所
     院 大崎市古川南町　３－６－３８ 常　勤:    1院　理事長　遠藤幸佑 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4391510233  医療法人青翔会佐藤ま〒989-6106 0229-23-8152医療法人青翔会佐藤ま佐藤　雅英 平元. 7. 1一般         3診療所
     さひでクリニック 大崎市古川幸町　１－７－２０ 常　勤:    1さひでクリニック　理 組織変更 外   胃   整外現存
     (医       1)事長　佐藤雅英 平28. 7. 1皮   アレ こう
     形外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4401510258  医療法人社団千葉医院〒989-6162 0229-22-3228医療法人社団千葉医院千葉　徹 平15. 2. 1内   小   診療所
     大崎市古川駅前大通　６－２－４常　勤:    1　理事長　千葉　徹 移転 現存
     ４ (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4411510266  石川泌尿器科クリニッ〒989-6161 0229-22-5100石川　博夫 石川　博夫 平 2. 3. 1一般    診療所
     ク 大崎市古川駅南　３－３３－２ 常　勤:    1 新規 ひ   皮   現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4421510274  さとう内科循環器科医〒989-6143 0229-23-0006佐藤　荘太郎 佐藤　荘太郎 平10. 3. 1内   循   消  診療所
     院 大崎市古川中里　３ー１１ー５９常　勤:    1 移転 呼   現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4431510282  渋谷皮膚科泌尿器科医〒989-6166 0229-23-9783医療法人渋谷皮膚科泌渋谷　昌良 平 2. 8. 1皮   ひ   診療所
     院 大崎市古川東町　１ー２８ 常　勤:    2尿器科医院　理事長　 組織変更 現存
     (医       2)渋谷昌良 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4441510316  佐藤医院 〒989-6165 0229-22-0320医療法人社団佐藤医院佐藤　良樹 平 3. 1. 1一般        10診療所
     大崎市古川十日町　３ー１３ 常　勤:    1　理事長　佐藤良樹 組織変更 耳い 気食 アレ現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4451510324  佐々木耳鼻咽喉科クリ〒989-6155 0229-24-3314佐々木　周興 佐々木　周興 平 5.11. 1耳い 診療所
     ニック 大崎市古川南町　４ー１ー２３ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4461510332  中川記念ちか子女性ク〒989-6162 0229-23-0655医療法人中川記念ちか岡村　智佳子 平28. 3. 1婦   産   他  診療所
     リニック 大崎市古川駅前大通り６－１－２常　勤:    2子女性クリニック　理 移転 女性内科 現存
     ３ (医       2)事長　岡村　智佳子 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4471510340  守安医院 〒989-6153 0229-22-2850守安　信明 守安　信明 平 6.12. 1他   麻   内  診療所
     大崎市古川七日町　６ー１８ 常　勤:    1 交代 ペインクリニッ現存
     (医       1) 平27.12. 1ク内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  4481510365  冨樫クリニック 〒989-6221 0229-23-4456冨樫　孝 冨樫　孝 平 7.12. 1内   呼   消  診療所
     大崎市古川大宮　８－９－１５ 常　勤:    1 新規 小   循   現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4491510373  鴇田整形外科医院 〒989-6155 0229-22-0887鴇田　俊一 鴇田　俊一 平 8. 1.14整外 リハ 診療所
     大崎市古川南町　１－６－３１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 1.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4501510381  寛内科胃腸科クリニッ〒989-6162 0229-24-8822佐藤　寛 佐藤　寛 平 8. 4. 1内   胃   診療所
     ク 大崎市古川駅前大通　１－１－１常　勤:    1 新規 現存
     ０ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4511510399  医療法人　菅野愛生会〒989-6156 0229-22-1190医療法人菅野愛生会　菅野　庸 平 8. 6. 1精神       240病院
     　こころのホスピタル大崎市古川西館　３ー６ー６０ 常　勤:    6理事長　菅野喜與 組織変更 精   他   内  現存
     ・古川グリーンヒルズ (医       5) 平29. 9. 1児童精神科
     (薬       1)
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4521510415  古川星陵病院 〒989-6155 0229-23-8181医療法人華桜会　理事小野　玲子 平10. 7. 1一般        99病院
     大崎市古川南町　３－１－３－５常　勤:    8長　小野玲子 組織変更 脳外 内   呼  現存
     (医       8) 平28. 7. 1循   放   
     非常勤:   41
     (医      41)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4531510423  古川中央眼科 〒989-6163 0229-22-6111医療法人社団古川中央菊地　玄 平11. 1. 1眼   診療所
     大崎市古川台町　４－３６ 常　勤:    3眼科　理事長　菊地玄 組織変更 現存
     (医       3) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4541510449  医療法人星眼科医院 〒989-6102 0229-22-7220医療法人星眼科医院　星　秀二 平11. 1. 1一般         5診療所
     大崎市古川江合本町２－４－３１常　勤:    1理事長　星秀二 組織変更 眼   現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4551510456  こしの皮膚科医院 〒989-6117 0229-24-8733小篠　隆久 小篠　隆久 平11. 1. 1皮   診療所
     大崎市古川旭　２－３－３６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4561510472  医療法人社団清靖会　〒989-6142 0229-22-1608医療法人社団清靖会　安達　舞子 平11. 7. 1精神       133病院
     木村病院 大崎市古川中島町　１ー８ 常　勤:    4理事長　廣井正彦 組織変更 精   神内 内  現存
     (医       2) 平29. 9. 1心内 
     (薬       2)
     非常勤:   36
     (医      36)
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  4571510498  ありま小児科医院 〒989-6161 0229-22-7070医療法人ありま小児科有馬　和夫 平12. 1. 1小   診療所
     大崎市古川駅南　２ー４ー２０ 常　勤:    1医院　理事長　有馬和 組織変更 現存
     (医       1)夫 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4581510514  古川駅前岡本クリニッ〒989-6162 0229-91-0929岡本　康太郎 岡本　康太郎 平13. 3. 1神   精   心内診療所
     ク 大崎市古川駅前大通　２－４－２常　勤:    1 新規 内   現存
     ６ (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4591510522  宮城県子ども総合セン〒989-6161 0229-22-0030宮城県知事　村井嘉浩小野寺　滋実 平13. 4. 1精   診療所
     ター附属診療所大崎診大崎市古川駅南　２－４－３ 常　勤:    1 新規 現存
     療室 (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4601510530  宮城県精神保健福祉セ〒989-6117 0229-23-0021宮城県知事　村井嘉浩小原　聡子（鷺聡子）平13. 4. 1精   神   診療所
     ンター附属診療所 大崎市古川旭　５－７－２０ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4611510548  わんや産婦人科医院 〒989-6161 0229-21-0303太田　司 太田　司 平13. 5. 1一般        18診療所
     大崎市古川駅南３ー１１ー２ 常　勤:    1 新規 産   婦   現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4621510563  宮里クリニック 〒989-6151 0229-23-7529医療法人社団宮里クリ宮里　真一 平14. 1. 1内   消   診療所
     大崎市古川城西　２ー６ー２４ 常　勤:    1ニック　理事長　宮里 組織変更 現存
     (医       1)　真一 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4631510571  塩沢整形外科クリニッ〒989-6221 0229-21-1666医療法人社団昌柏会　塩澤　広重 平14. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     ク 大崎市古川大宮　７ー７ー３３ 常　勤:    1理事長　塩澤　廣重 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4641510589  徳永整形外科病院 〒989-6171 0229-22-1111医療法人社団仁徳会　曹　正煥（徳永正夫）平15. 1. 1療養 病院
     大崎市古川北町　２－５－１２ 常　勤:    3理事長　徳永　正夫 組織変更     療養    57現存
     (医       3) 平27. 1. 1整外 リハ 内  
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4651510605  佐々木医院 〒989-6175 0229-22-2290佐々木　秀樹 佐々木　秀樹 平16. 2. 1内   診療所
     大崎市古川諏訪　１－３－３７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
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  4661510647  伊藤内科小児科医院 〒989-6224 0229-23-8866医療法人社団丸愛会伊伊藤　博司 平18. 1. 1内   小   循  診療所
     大崎市古川小泉字泉４０ 常　勤:    1藤医院　理事長　伊藤 組織変更 呼   消   現存
     (医       1)博司 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4671510654  古川クリニック 〒989-6156 0229-91-9119医療法人清仁会　理事増田　高行 平18. 2. 1透析 内   循  診療所
     大崎市古川西館３－３－２ 常　勤:    2長　上田仁 新規 現存
     (医       2) 平30. 2. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4681510720  医療法人社団近江医院〒989-6321 0229-52-3057医療法人社団近江医院近江　徹廣 平 6. 2. 1内   呼   診療所
     大崎市三本木字しらとり１７－３常　勤:    1　理事長　近江　徹廣 移転 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4691510738  岩渕胃腸科内科医院 〒989-6321 0229-52-6211医療法人岩渕胃腸科内岩渕　仁寿 平 2. 1. 1内   胃   診療所
     大崎市三本木字南町　４０ 常　勤:    1科医院　理事長　岩渕 組織変更 現存
     (医       1)仁壽 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4701510787  渡辺外科胃腸科医院 〒989-4103 0229-56-5211渡邉　麟也 渡邉　麟也 平 8. 6. 1外   胃   整外診療所
     大崎市鹿島台平渡字巳待田　４３常　勤:    1 組織変更 ひ   皮   こう現存
     ０－１ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4711510795  佐久間内科医院 〒989-4103 0229-56-3700医療法人佐久間内科医佐久間　久一 平11. 1. 1内   循   消  診療所
     大崎市鹿島台平渡字新屋敷下　８常　勤:    1院　理事長　佐久間久 組織変更 呼   現存
     ７－１ (医       1)一 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4721510811  旭山病院 〒989-4103 0229-56-2431医療法人朋心会旭山病近藤　等 平16. 1. 1精神       100病院
     大崎市鹿島台平渡字大沢　２１－常　勤:    4院　理事長　石川　秋 組織変更 精   内   神  現存
     １８ (医       3)雄 平28. 1. 1
     (薬       1)
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4731510829  野村内科小児科医院 〒989-6436 0229-72-0254野村　喜太郎 野村　喜太郎 昭34. 9. 1内   小   診療所
     大崎市岩出山二ノ構　８－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4741510860  高橋医院 〒989-6433 0229-72-1005高橋　直典 高橋　直典 平16. 1. 1内   外   消  診療所
     大崎市岩出山上川原町　２４－３常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
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  4751510886  木幡診療所 〒989-6711 0229-84-7012木幡　光彰 木幡　光彰 昭58.11. 1内   小   診療所
     大崎市鳴子温泉字川渡　２６－９常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4761510928  佐藤医院 〒989-6823 0229-82-2656佐藤　和朗 佐藤　和朗 昭60. 6. 1内   小   皮  診療所
     大崎市鳴子温泉湯元　９２ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4771510936  遊佐クリニック 〒989-6823 0229-81-1133医療法人遊佐クリニッ遊佐　幸暁 平11. 7. 1内   外   整外診療所
     大崎市鳴子温泉湯元　１０４ 常　勤:    1ク　理事長　遊佐幸曉 組織変更 胃   こう 麻  現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4781510951  天野内科クリニック 〒989-4414 0229-39-1233医療法人社団天野内科天野　克彦 平 2. 8. 1内   小   診療所
     大崎市田尻北牧目字新堀　４６ー常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     ８ (医       1)天野克彦 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4791510977  大久保医院 〒989-4415 0229-39-0059大久保　孝一 大久保　孝一 平 4.12.21内   小   診療所
     大崎市田尻字町　１８５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28.12.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4801510985  たじり中央クリニック〒989-4308 0229-39-7955医療法人社団明和会　佐藤　茂幸 平 5. 7. 1内   呼   胃  診療所
     大崎市田尻沼部字新富岡　３１－常　勤:    1理事長　佐藤茂幸 組織変更 循   小   整外現存
     ７ (医       1) 平29. 9. 1リハ 放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4811510993  すずき脳神経外科クリ〒989-6116 0229-24-3770鈴木　豪 鈴木　豪 平18. 4. 1脳外 神内 リハ診療所
     ニック 大崎市古川李埣１－１－２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4821511017  みやぎ北部循環器科 〒989-6223 0229-21-8655医療法人社団泰有会　和田　有行 平18. 7. 1一般        19診療所
     大崎市古川字本鹿島１４５ 常　勤:    3理事長　和田有行 組織変更 循   現存
     (医       3) 平24. 7. 1
     非常勤:   21
     (医      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4831511025  鎌田内科クリニック 〒989-6175 0229-24-1700医療法人鎌田内科クリ鎌田　修ニ 平18. 7. 1内   循   消  診療所
     大崎市古川諏訪２－２－２８ 常　勤:    1ニック　理事長　鎌田 組織変更 呼   小   現存
     (医       1)修二 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4841511033  大崎東部クリニック 〒987-1303 0229-55-2511医療法人社団虹泉会　村田　慶一 平19. 1. 1消   内   診療所
     大崎市松山金谷字中田８３番地 常　勤:    1理事長　村田　慶一 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  4851511041  高橋記念せきや整形外〒989-6162 0229-22-1100医療法人社団高橋記念関谷　元彦 平19. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     科 大崎市古川駅前大通５－１－１９常　勤:    1せきや整形外科　理事 組織変更 現存
     (医       1)長関谷　元彦 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4861511074  穂波の郷クリニック 〒989-6136 0229-24-3880医療法人心の郷　理事三浦　正悦 平19. 8. 1内   呼   循  診療所
     大崎市古川穂波６丁目３０番１２常　勤:    1長　三浦　正悦 組織変更 リハ 現存
     号 (医       1) 平25. 8. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4871511082  こだしろクリニック 〒989-6161 0229-21-8577医療法人社団遊心会　小田代　司 平19. 8. 1神   精   心内診療所
     大崎市古川駅南１－２７ 常　勤:    1理事長　小田代　司 組織変更 内   現存
     (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4881511108  早坂整形外科 〒989-6145 0229-21-9100早坂　弘司 早坂　弘司 平20. 6. 1整外 リハ リウ診療所
     大崎市古川北稲葉１－２－２５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4891511124  大崎西整形外科 〒989-6226 0229-36-1050医療法人泉整形外科病水沼　史彦 平21.12. 1整外 リハ 診療所
     大崎市古川新田字川原前２９７番常　勤:    1院　理事長　根本　忠 新規 現存
     地 (医       1)信 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4901511132  東北整形外科大崎 〒989-4102 0229-57-1331医療法人啓星会東北整星　秀夫 平22. 7. 1整外 リハ 診療所
     大崎市鹿島台木間塚字小谷地４６常　勤:    1形外科大崎　理事長　 組織変更 現存
     ３番地６ (医       1)星　秀夫 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4911511157  大崎ミッドタウン総合〒987-1303 0229-55-3349医療法人　而成会　理富樫　栄太 平24. 2. 1一般 診療所
     (1530625  ) メディケアクリニック大崎市松山金谷字中田７６－１ 常　勤:    3事長　松本　啓 新規     一般    19現存
     (医       2) 平30. 2. 1整外 内   ひ  
     (歯       1) 眼   歯   消  
     非常勤:    3 リハ 耳い 透析
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4921511173  さの整形外科クリニッ〒989-6115 0229-87-5820佐野　敬一 佐野　敬一 平24.10. 1整外 リハ リウ診療所
     ク 大崎市古川駅東３丁目４－２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4931511181  熊谷皮ふ科 〒989-6154 0229-24-2416鈴木　知子 鈴木　知子 平25. 4. 1皮   眼   診療所
     大崎市古川三日町２－１－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  4941511199  大崎西部クリニック 〒989-6214 0229-87-3723医療法人宏郁会　理事柳町　智宏 平25. 7. 1内   小   呼  診療所
     大崎市古川新堀字東田３５ 常　勤:    1長　柳町　智宏 組織変更 循   現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4951511207  古川駅南耳鼻咽喉科 〒989-6161 0229-91-8751佐竹　順一 佐竹　順一 平25. 9. 1耳い アレ 麻  診療所
     大崎市古川駅南１－８－１ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4961511215  医療法人広伸会　わた〒989-4103 0229-56-6215医療法人広伸会　わた渡邉　将也 平26. 1. 1皮   診療所
     なべ皮フ科クリニック大崎市鹿島台平渡字巳待田４３０常　勤:    1なべ皮フ科クリニック 組織変更 現存
     －１ (医       1)　理事長　渡邉　将也 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4971511223  医療法人英正会　関井〒989-6115 0229-21-3666医療法人英正会　関井関井　英高 平26. 1. 1一般        19診療所
     レディースクリニック大崎市古川駅東２－１０－３１ 常　勤:    2レディースクリニック 組織変更 産婦 麻   現存
     (医       2)　理事長　関井　英高 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4981511231  森皮膚科医院 〒989-6435 0229-72-2244医療法人森皮膚科医院森　啓之 平26. 1. 1皮   診療所
     大崎市岩出山浦小路３６－５ 常　勤:    2　理事長　森　啓之 組織変更 現存
     (医       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4991511249  大崎市民病院健康管理〒989-6174 0229-23-3471大崎市民病院事業大崎木村　啓二 平26. 6.28内   診療所
     センター 宮城県大崎市古川千手寺町２－３常　勤:    1市民病院　大崎市長　 新規 現存
     －１５ (医       1)伊藤　康志 平26. 6.28
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5001511256  長井内科医院 〒989-6154 0229-91-1020長井　麻衣子 長井　麻衣子 平26.12. 6内   呼   循  診療所
     大崎市古川三日町１－３－２５ 常　勤:    1 交代 小   現存
     (医       1) 平26.12. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5011511264  大崎市夜間急患センタ〒989-6174 0229-23-9919大崎市長　伊藤　康志近江　徹廣 平27. 4. 1内   外   診療所
     ー 大崎市古川千手寺町２－３－１５常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5021511272  わたなべ産婦人科　内〒987-1304 0229-55-3535渡邉　孝紀 渡邉　孝紀 平27. 9.16一般         6診療所
     科・小児科 大崎市松山千石字松山４４０ 常　勤:    2 交代 産婦 内   小  現存
     (医       2) 平27. 9.16
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5031511280  髙橋医院 〒989-6143 0229-22-0791医療法人髙橋医院　理高橋　郁朗 平28. 1. 1内   循   小  診療所
     大崎市古川中里２－２－２５ 常　勤:    1事長　髙橋　郁朗 組織変更 他   現存
     (医       1) 平28. 1. 1脳神経内科
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  5041511298  みやざき内科クリニッ〒989-6115 0229-25-9330医療法人泰智会　理事宮崎　泰輔 平28. 1. 1他   呼内 アレ診療所
     ク 大崎市古川駅東３－４－２０ 常　勤:    1長　宮崎　泰輔 組織変更 循環器内科、消現存
     (医       1) 平28. 1. 1化器内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5051511306  まつうら内科小児科ク〒989-6221 0229-23-5677医療法人新樹会　理事松浦　真樹 平28.11. 1内   小   アレ診療所
     リニック 大崎市古川大宮１－１－７９ 常　勤:    2長　松浦　良樹 移転 他   現存
     (医       2) 平28.11. 1胃腸内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5061511314  やまと在宅診療所大崎〒989-6115 0229-91-8981医療法人社団やまと　大藏　暢 平28.11. 1内   外   診療所
     大崎市古川駅東３－１－２１　１常　勤:    1理事長　田上　佑輔 新規 現存
     Ｆ　１０１号室 (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:   16
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5071511330  かしまだい中央眼科 〒989-4102 0229-56-6111諏訪　信彦 諏訪　信彦 平29. 4. 1眼   診療所
     大崎市鹿島台木間塚字小谷地３８常　勤:    1 交代 現存
     ３－５ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5081511348  星陵あすか病院 〒989-6135 0229-25-8000医療法人華桜会　理事小野　貞文 平29. 5. 1療養       300病院
     大崎市古川稲葉二丁目３番１５号常　勤:    1長　小野　玲子 移転 内   透析 リハ現存
     (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:   29
     (医      29)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5091511355  三浦病院 〒989-6154 0229-22-6656医療法人社団慈篤会　三浦　裕一 平29. 7. 1一般 病院
     大崎市古川三日町二丁目３番４５常　勤:    3理事長　三浦　裕一 組織変更     一般    39現存
     号 (医       3) 平29. 7. 1療養
     非常勤:    1     療養    40
     (医       1) 外   内   脳外
     神内 リハ 他  
     消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5101511363  尾花内科クリニック 〒989-6142 0229-21-0087尾花　伸哉 尾花　伸哉 平29. 9. 1内   他   診療所
     大崎市古川中島町２番３９号 常　勤:    1 新規 消化器内科 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5111610017  佐藤病院 〒981-3302 022-358-6855佐藤　光精 佐藤　光精 昭61. 4. 1精神       123病院
     富谷市三ノ関坂ノ下１１６－１ 常　勤:    3 新規 精   神内 現存
     (医       3) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  5121610025  長澤整形外科クリニッ〒981-3352 022-358-7688長澤　幸文 長澤　幸文 昭63.10. 1整外 リハ 診療所
     ク 富谷市富ケ丘２－１１－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5131610041  大富耳鼻咽喉科 〒981-3362 022-358-9120大平　裕子 大平　裕子 平 3.12. 1耳い 診療所
     富谷市日吉台２－３４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5141610058  大富胃腸科内科 〒981-3362 022-358-9110大平　千秋 大平　千秋 平 3.12. 1胃   内   診療所
     富谷市日吉台２－３４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5151610066  富谷医院 〒981-3304 022-358-2872医療法人社団益和会富齋藤　千恵 平 4. 4. 1一般        16診療所
     富谷市ひより台１－４５－１ 常　勤:    4谷医院　理事長　林　 組織変更 外   整外 産婦現存
     (医       4)香利 平28. 4. 1内   小   皮  
     消   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5161610074  ちば小児科医院 〒981-3311 022-358-0601千葉　淳 千葉　淳 平 6. 4. 1小   診療所
     富谷市富谷北裏４７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5171610082  渋谷クリニック 〒981-3362 022-348-5211医療法人和恩会　理事渋谷　和彦 平10. 7. 1外   内   整外診療所
     富谷市日吉台２－３８－１０ 常　勤:    1長　渋谷和彦 組織変更 皮   ひ   こう現存
     (医       1) 平28. 7. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5181610090  明石台内科 〒981-3332 022-772-5555岩崎　英一 岩崎　英一 平11. 4. 1内   消   循  診療所
     富谷市明石台５－１－４ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5191610108  医療法人明石台整形外〒981-3332 022-351-2322医療法人社団明石台整高村　俊仁 平11. 7. 1整外 外   リハ診療所
     科 富谷市明石台２－２２－５ 常　勤:    1形外科　理事長　高村 組織変更 内   皮   現存
     (医       1)俊仁 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5201610116  明石台レディースクリ〒981-3332 022-772-8188医療法人昭仁会　明石曾根　宗仁 平14. 7. 1産婦 内   小  診療所
     ニック 富谷市明石台２－１３－１ 常　勤:    1台レディースクリニッ 組織変更 皮   現存
     (医       1)ク　理事長　曾根　宗 平26. 7. 1
     仁
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5211610124  中谷クリニック 〒981-3341 022-351-8020医療法人社団中谷クリ中谷　俊彦 平15. 6. 1歯   歯外 耳い診療所
     (1630185  ) 富谷市成田２－１－３ 常　勤:    4ニック　理事長　中谷 移転 現存
     (医       2)　良子 平27. 6. 1
     (歯       2)
     非常勤:    4
     (歯       4)



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    60 頁

  5221610132  いとうクリニック 〒981-3341 022-348-3051医療法人社団みらい　伊藤　一弘 平17. 1. 1外   内   小  診療所
     富谷市成田４－１－１１ 常　勤:    1理事長　伊藤　一弘 組織変更 消   こう 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5231610140  新富谷Ｓ・Ｓレディー〒981-3341 022-348-3534医療法人社団Ｓ・Ｓレ遠藤　敦 平17. 7. 1一般        19診療所
     スクリニック 富谷市成田９－１－２０ 常　勤:    3ディースクリニック　 新規 産婦 小   内  現存
     (医       3)理事長　遠藤　敦 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5241610157  富谷中央病院 〒981-3328 022-779-1470医療法人盟陽会　理事佐々木　修一 平17.10. 1一般        54病院
     (1630193  ) 富谷市上桜木２－１－６ 常　勤:   11長　道又　勇一 新規 療養       110現存
     (医      10) 平29.10. 1内   呼内 皮  
     (歯       1) 歯   眼   他  
     非常勤:    3 人工透析内科、
     (医       3) 糖尿病内科、消
     化器内科、循環
     器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5251610165  コミュニティクリニッ〒981-3328 022-358-1976医療法人恵尚会　理事岩月　尚文 平17.12. 1内   麻   整外診療所
     ク上桜木 富谷市上桜木２－３－４ 常　勤:    5長　鵜木　和久 新規 小   皮   呼内現存
     (医       5) 平29.12. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5261610173  上桜木しんがい脳神経〒981-3328 022-779-1377医療法人　社団　上桜新海　準二 平19. 1. 1内   神内 外  診療所
     外科 宮城県富谷市上桜木２－３－１４常　勤:    1木しんがい脳神経外科 組織変更 脳外 リハ 現存
     (医       1)　理事長　新海　準二 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5271610181  日吉台きむら内科 〒981-3362 022-348-0722医療法人　社団　日吉木村　克巳 平19. 1. 1内   消   循  診療所
     富谷市日吉台１－２１－１ 常　勤:    1台きむら内科　理事長 組織変更 呼   現存
     (医       1)　木村　克巳 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5281610199  のりこ小児科 〒981-3362 022-358-1212医療法人社団　ひかる佐藤　紀子 平19. 1. 1小   診療所
     富谷市日吉台２－２４－２ 常　勤:    1会　理事長　佐藤　紀 組織変更 現存
     (医       1)子 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5291610207  仙台リハビリテーショ〒981-3341 022-351-8118医療法人社団　脳健会渡辺　裕志 平20. 4. 1療養        82病院
     ン病院 富谷市成田１－３－１ 常　勤:    4　理事長　米谷元裕 新規 リハ 神内 内  現存
     (医       4) 平26. 4. 1
     非常勤:   16
     (医      15)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  5301610215  なりた耳鼻咽喉科 〒981-3341 022-344-6208吉田　征之 吉田　征之 平21. 8. 1耳い 診療所
     富谷市成田４－１８－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5311610223  あかいし台眼科 〒981-3332 022-346-1719村上　和子 村上　和子 平22. 9. 1眼   診療所
     富谷市明石台６－１－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5321610231  大清水内科クリニック〒981-3329 022-346-0482佐野　浩史 佐野　浩史 平22. 9. 1内   循   診療所
     富谷市大清水１－２－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5331610249  富谷ファミリーメンタ〒981-3328 022-725-4156佐藤　宗一郎 佐藤　宗一郎 平26. 4. 1精   心内 診療所
     ルクリニック 富谷市上桜木２－３－６ 常　勤:    1 新規 老年精神科、児現存
     (医       1) 平26. 4. 1童精神科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5341610272  やすこ女性クリニック〒981-3332 022-342-1255酒井　安子 酒井　安子 平28.11. 1婦   産   内  診療所
     富谷市明石台６－１－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5351610280  明石台こどもクリニッ〒981-3332 022-725-8815医療法人　明葉会　理遠藤　泰史 平29. 7. 1小   アレ 診療所
     ク 富谷市明石台六丁目１番地２０ 常　勤:    1事長　遠藤　泰史 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5361610298  医療法人社団交鐘会　〒981-3352 022-342-1097医療法人社団交鐘会　神部　陽子 平29. 8. 1内   診療所
     あおぞら在宅診療所富富谷市富ケ丘二丁目２０番地２サ常　勤:    1理事長　吉岡　雄樹 組織変更 現存
     谷仙台 イバーパーク富谷３０５ (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5372110066  七ケ宿町国民健康保険〒989-0512 0224-37-2002七ケ宿町長　小関　幸千葉　哲矢 平 5.11. 1一般         6診療所
     (2130011  ) 診療所 刈田郡七ケ宿町関　１８３ 常　勤:    1一 移転 内   小   外  現存
     (医       1) 平29.11. 1歯   
     非常勤:    1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5382110108  蔵王町国民健康保険蔵〒989-0821 0224-33-2260蔵王町長　村上　英人酒井　謙次 昭49. 9. 3一般        10病院
     王病院 刈田郡蔵王町円田字和田　１３０常　勤:    3 移転 療養        28現存
     (医       2) 平28. 9. 3内   外   
     (薬       1)
     非常勤:   27
     (医      27)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5392110140  七ケ宿町国民健康保険〒989-0652 0224-37-3055七ケ宿町長　小関　幸千葉　哲矢 平元. 4. 1内   小   外  診療所
     湯原診療所 刈田郡七ケ宿町東口道下　４ー６常　勤:    1一 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
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  5402110157  恒心会佐藤医院 〒989-0701 0224-32-2002医療法人社団恒心会佐佐藤　恒明 平 2. 2. 1内   小   皮  診療所
     刈田郡蔵王町宮字町　３６ 常　勤:    2藤医院　理事長　佐藤 組織変更 呼   消   循  現存
     (医       2)恒明 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5412110165  さたけ整形外科 〒989-0821 0224-33-4855佐竹　成夫 佐竹　成夫 平 9. 7. 1整外 診療所
     刈田郡蔵王町円田字西浦　３ー２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5422110173  医療法人社団　内方医〒989-0701 0224-32-2101医療法人社団内方医院佐藤　秀一 平10. 1. 1一般        19診療所
     院 刈田郡蔵王町宮字町　３２ 常　勤:    1　理事長　佐藤秀一 組織変更 内   小   消  現存
     (医       1) 平28. 1. 1循   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5432210254  国民健康保険川崎病院〒989-1501 0224-84-2119川崎町長　小山　修作内山　美寧 平 7. 4. 1一般        30病院
     (2230175  ) 柴田郡川崎町前川字北原　２３ー常　勤:    5 移転 療養        28現存
     １ (医       4) 平28. 4. 1内   歯   皮  
     (歯       1) 整外 
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5442210320  医療法人本多友愛会仙〒989-1623 0224-54-1210医療法人本多友愛会　鈴木　健 昭38. 4. 1精神       185病院
     南中央病院 柴田郡柴田町北船岡　１－２－１常　勤:    6理亊長　本多正久 新規 精   内   現存
     (医       5) 平29. 9. 1
     (薬       1)
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5452210536  高沢内科 〒989-1622 0224-57-1231高沢　欣煕 高沢　欣煕 昭58. 4. 1内   皮   胃  診療所
     柴田郡柴田町西船迫　３ー５ー１常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5462210569  日下内科医院 〒989-1241 0224-52-1058日下　隆 日下　隆 昭61. 1. 1内   診療所
     柴田郡大河原町町　７３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5472210619  佐藤内科クリニック 〒989-1604 0224-54-3755佐藤　俊夫 佐藤　俊夫 昭63.11. 1内   神内 呼  診療所
     柴田郡柴田町船岡東　３ー５ー２常　勤:    1 新規 消   循   休止
     ９ (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5482210650  村川医院 〒989-1601 0224-54-2316医療法人村川医院　理村川　淳一 平 2. 8. 1内   小   消  診療所
     柴田郡柴田町船岡中央　２－９－常　勤:    1事長　村川淳一 組織変更 現存
     １６ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  5492210668  乾医院 〒989-1752 0224-56-1451医療法人社団秀成会　乾　秀 平 3. 4. 1外   内   整外診療所
     柴田郡柴田町槻木下町　３ー１ー常　勤:    1理事長　乾秀 組織変更 こう ひ   現存
     ２０ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5502210684  八木沼眼科クリニック〒989-1604 0224-54-1472医療法人社団康和会　八木沼　康之 平 3. 8. 1眼   診療所
     柴田郡柴田町船岡東　２ー８ー３常　勤:    1理事長　八木沼康之 組織変更 現存
     ９ (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5512210700  かわち医院 〒989-1223 0224-52-3115河内　三郎 河内　三郎 平 3.11. 1内   外   皮  診療所
     柴田郡大河原町東新町１０－７ 常　勤:    1 新規 こう 麻   現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5522210718  宮上クリニック 〒989-1622 0224-55-4103宮上　順志 宮上　順志 平 4. 1. 1一般 診療所
     柴田郡柴田町西船迫　２ー７ー１常　勤:    1 新規     一般    11現存
     (医       1) 平28. 1. 1産婦 内   小  
     麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5532210726  大沼胃腸科内科外科医〒989-1753 0224-56-1441医療法人社団槻萌会　大沼　勝 平 4. 7. 1一般    診療所
     院 柴田郡柴田町槻木上町　３－１－常　勤:    2理事長　大沼　勝 組織変更 胃   内   外  現存
     １０ (医       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5542210734  東北特殊鋼株式会社診〒989-1393 0224-82-1957東北特殊鋼株式会社　石垣　洋子 平 5. 1. 1内   診療所
     療所 柴田郡村田町大字村田字西ケ丘　常　勤:    1代表取締役社長　山口 移転 現存
     ２３ (医       1)　桂一郎 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5552210742  医療法人社団北杜会船〒989-1601 0224-54-1034医療法人社団北杜会　白井　修一 平 6. 1. 1一般        30病院
     岡今野病院 柴田郡柴田町船岡中央　２ー５ー常　勤:    3理事長　佐藤和宏 組織変更 ひ   内   現存
     １６ (医       3) 平30. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5562210767  善積医院 〒989-1305 0224-83-2172財団法人善積回春会　善積　厚郎 平 7.12. 1整外 内   診療所
     柴田郡村田町村田字西　４６ 常　勤:    2理事長　善積厚郎 組織変更 現存
     (医       2) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5572210825  安藤医院 〒989-1201 0224-52-1216医療法人安藤医院　理安藤　幹郎 平 7. 7. 1胃   内   診療所
     柴田郡大河原町大谷字盛　１６ 常　勤:    1事長　安藤幹郎 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    64 頁

  5582210858  山家内科小児科医院 〒989-1501 0224-84-2023医療法人社団山家内科山家　誠 平 8. 1. 1内   小   診療所
     柴田郡川崎町前川字中町　７６－常　勤:    2小児科医院　理事長　 組織変更 現存
     ２ (医       2)山家誠 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5592210866  みやぎ県南医療生活協〒989-1607 0224-57-2310みやぎ県南医療生活協小幡　篤 平 8. 9. 1内   循   消  診療所
     同組合しばた協同クリ柴田郡柴田町船岡新栄　４－４－常　勤:    2同組合　代表理事　安 新規 現存
     ニック １ (医       2)藤　知 平29. 9. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5602210916  永沼整形外科 〒989-1604 0224-54-2244医療法人社団英仁会　永沼　英樹 平 9. 4. 1外   整外 診療所
     柴田郡柴田町船岡東　２ー９ー３常　勤:    1理事長　永沼英樹 組織変更 現存
     ４ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5612210924  町南診療所 〒989-1305 0224-83-5503最首　文恵 最首　文恵 平 9. 6. 1内   麻   診療所
     柴田郡村田町村田字町南　３３ー常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5622210932  いのまた眼科 〒989-1244 0224-53-1113医療法人社団博優会　猪股　健一 平 9. 7. 1眼   診療所
     柴田郡大河原町西町　８０ー３ 常　勤:    1理事長　猪股健一 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5632210940  村田内科クリニック 〒989-1302 0224-83-6061医療法人燦燦会　理事荘司　裕 平10. 7. 1内   循   呼  診療所
     柴田郡村田町小泉字西浦　８４－常　勤:    1長　荘司裕 組織変更 胃   小   リハ現存
     １ (医       1) 平28. 7. 1アレ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5642210957  医療法人社団毛利クリ〒989-1603 0224-55-3509医療法人社団毛利クリ毛利　裕之 平11. 1. 1一般        11診療所
     ニック 柴田郡柴田町船岡西　１－９－２常　勤:    1ニック　理事長　毛利 組織変更 産婦 麻   現存
     ８ (医       1)　裕之 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5652210965  大河原耳鼻咽喉科クリ〒989-1245 0224-52-8733大久　俊和 大久　俊和 平11. 7. 1耳い 診療所
     ニック 柴田郡大河原町新南　２５－１３常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5662210999  甘糟医院 〒989-1201 0224-53-1460甘糟　仁 甘糟　仁 平13.12. 4内   小   消  診療所
     柴田郡大河原町大谷字末広　８１常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25.12. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5672211005  みやぎ県南中核病院附〒989-1305 0224-83-2445みやぎ県南中核病院企安西　良一 平14. 8. 1内   外   皮  診療所
     属村田診療所 柴田郡村田町村田字西　６２ 常　勤:    2業団　企業長　下瀬川 新規 現存
     (医       2)　徹 平26. 8. 1
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  5682211013  みやぎ県南中核病院 〒989-1253 0224-51-5500みやぎ県南中核病院企内藤　広郎 平14. 8. 1一般       310病院
     (2230571  ) 柴田郡大河原町西　３８－１ 常　勤:   88業団　企業長　下瀬川 新規 内   呼内 神内現存
     (医      84)　徹 平26. 8. 1小   外   呼外
     (歯       2) 整外 形外 脳外
     (薬       2) 産婦 皮   眼  
     非常勤:    6 ひ   耳い 病理
     (医       6) 救命 麻   リハ
     歯外 他   
     循環器内科、消
     化器内科、腫瘍
     内科　他１０件
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5692211039  さくら内科消化器科 〒989-1213 0224-53-5151高橋　功 高橋　功 平14.10. 1内   消   診療所
     柴田郡大河原町住吉町　１１－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5702211088  大河原整形外科クリニ〒989-1241 0224-51-1502医療法人日加会　理事田子　悟史 平16. 7. 1整外 麻   診療所
     ック 柴田郡大河原町町　６４－１ 常　勤:    1長　田子　悟史 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5712211096  さくら小児科医院 〒989-1213 0224-51-5355医療法人さくら小児科伊藤　辰夫 平18. 1. 1小   診療所
     柴田郡大河原町住吉町１１－１ 常　勤:    1医院　理事長　伊藤辰 組織変更 現存
     (医       1)夫 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5722211104  ふなばさま医院 〒989-1621 0224-58-2220医療法人ふなばさま医高山　章 平18. 7. 1内   消   診療所
     柴田郡柴田町本船迫字上町２６－常　勤:    1院　理事長　髙山章 組織変更 現存
     ３２ (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5732211120  さくらの杜診療所 〒989-1225 0224-51-4625医療法人社団清山会　蓮田　精之 平18. 8. 1ひ   精   神  診療所
     柴田郡大河原町字広表３３－４ 常　勤:    2理事長　山崎英樹 新規 リハ 整外 現存
     (医       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5742211138  平井内科 〒989-1214 0224-52-2777平井　完史 平井　完史 平19. 5.18内   診療所
     柴田郡大河原町甲子町３－５ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平25. 5.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5752211146  しばた耳鼻咽喉科クリ〒989-1607 0224-55-3334近藤　芳史 近藤　芳史 平19.11. 1耳い 診療所
     ニック 柴田郡柴田町船岡新栄３－４２－常　勤:    1 新規 現存
     ５ (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5762211161  庄司クリニック 〒989-1201 0224-51-3741医療法人　庄司クリニ庄司　則文 平21. 1. 1内   ひ   診療所
     柴田郡大河原町大谷字戸ノ内前３常　勤:    1ック　理事長　庄司　 組織変更 現存
     ５－１ (医       1)則文 平27. 1. 1
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  5772211179  太田内科 〒989-1601 0224-55-1702医療法人　玉川　理事太田　繁興 平21. 1. 1内   呼   消  診療所
     柴田郡柴田町船岡中央３丁目３番常　勤:    1長　太田　繁興 組織変更 循   現存
     ３４号 (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5782211187  川崎こころ病院 〒989-1503 0224-85-2333医療法人仁泉会　理事石井　洋 平21. 6. 1一般        54病院
     柴田郡川崎町川内字北川原山７２常　勤:    7長　田中　由紀子 新規 精神       204現存
     番地 (医       5) 平27. 6. 1精   心内 リハ
     (薬       2)
     非常勤:   27
     (医      27)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5792211203  南桜ホームケアクリニ〒989-1272 0224-51-0721齋藤　雄一 齋藤　雄一 平22. 4. 1内   他   診療所
     ック 柴田郡大河原町南桜町７番８ 常　勤:    1 新規 緩和ケア内科、現存
     (医       1) 平28. 4. 1疼痛緩和内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5802211211  やすだ耳鼻咽喉科・ア〒989-1758 0224-86-3329安田　京 安田　京 平22. 6. 1一般         4診療所
     レルギー科クリニック柴田郡柴田町槻木駅西１丁目４－常　勤:    1 新規 耳い アレ 現存
     ７ (医       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5812211229  田中内科小児科医院 〒989-1501 0224-84-2225田中　眞人 田中　眞人 平23.10.26内   小   診療所
     柴田郡川崎町前川字山長７４ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29.10.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5822211245  村田透析クリニック 〒989-1321 0224-86-5755医療法人社団泉松会　大高　徹也 平24.10. 1内   ひ   診療所
     柴田郡村田町大字沼辺新小谷地２常　勤:    1理事長　佐藤　和人 新規 現存
     ７－２ (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:   21
     (医      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5832211260  槻木皮膚科クリニック〒989-1753 0224-56-4111玉渕　尚宏 玉渕　尚宏 平27. 1. 1皮   診療所
     柴田郡柴田町槻木上町　１－１－常　勤:    2 交代 現存
     ５８ (医       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5842211278  仙南夜間初期急患セン〒989-1253 0224-51-9986大河原町長　齋　清志平井　完史 平27. 3. 1内   診療所
     ター 柴田郡大河原町西３８－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平27. 3. 1
     非常勤:   22
     (医      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  5852211286  おおぬま小児科 〒989-1753 0224-87-7561医療法人　おおぬま小大沼　健兒 平27. 7. 1小   診療所
     柴田郡柴田町槻木上町１－１－５常　勤:    1児科　理事長　大沼　 組織変更 現存
     １ (医       1)健兒 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5862211294  いのまた胃と腸・内科〒989-1753 0224-87-8750猪股　芳文 猪股　芳文 平28. 6. 1内   他   診療所
     クリニック 柴田郡柴田町槻木上町２－７－２常　勤:    1 新規 消化器内科 現存
     ５ (医       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5872211302  おおがわら皮膚科クリ〒989-1213 0224-51-8458医療法人千桜会　理事沼田　透効 平29. 1. 1皮   診療所
     ニック 柴田郡大河原町字住吉町９－７ 常　勤:    1長　沼田　透効 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5882211310  水戸眼科医院 〒989-1246 0224-52-5511医療法人三桜会　理事水戸　武三 平29. 1. 1眼   診療所
     柴田郡大河原町字新東２９－５ 常　勤:    1長　水戸　武三 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5892211328  玉渕医院 〒989-1753 0224-56-1012玉渕　泰史 玉渕　泰史 平29. 9. 1内   他   診療所
     柴田郡柴田町槻木上町１－１－５常　勤:    2 交代 胃腸科内科 現存
     ８ (医       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5902310096  丸森町国民健康保険丸〒981-2152 0224-72-2131丸森町長　保科郷雄 大友　正隆 昭40.11.15一般 病院
     (2330058  ) 森病院 伊具郡丸森町字鳥屋　２７ 常　勤:    6 移転     一般    55現存
     (医       5) 平28.11.15療養
     (歯       1)     療養    35
     非常勤:   26 内   外   歯  
     (医      25) 整外 小   
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5912310179  登米整形外科・外科医〒981-2151 0224-72-2266登米　昭 登米　昭 平 4.10. 1一般        19診療所
     院 伊具郡丸森町千刈場　７ 常　勤:    1 交代 整外 外   皮  現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5922310195  山本医院 〒981-2165 0224-72-1351山本　政秀 山本　政秀 平14. 4. 1外   内   診療所
     伊具郡丸森町町西　６２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5932310203  大張診療所 〒981-2302 0224-75-2024三澤　誠一 三澤　誠一 平16. 1. 1内   診療所
     伊具郡丸森町大張川張字宮田　３常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
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  5942310211  三澤医院 〒981-2104 0224-72-1166三澤　誠一 三澤　誠一 平16. 1. 1内   診療所
     伊具郡丸森町大舘　３－１１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5952410276  熊谷内科医院 〒989-2351 0223-34-5140熊谷　明 熊谷　明 昭57. 5. 1内   診療所
     亘理郡亘理町字中町東　１７１ー常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5962410292  大友医院ヒロミ小児科〒989-2351 0223-34-3204大友　弘美 大友　弘美 昭58. 1. 1小   診療所
     亘理郡亘理町字下小路　１８ー１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5972410342  三上医院 〒989-2351 0223-34-3711医療法人社団三上医院三上　雅嗣 昭62. 1. 1一般 診療所
     亘理郡亘理町字裏城戸　１７９－常　勤:    1　理事長　三上雅嗣 新規     一般    19現存
     １ (医       1) 平29. 1. 1内   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5982410359  山形外科医院 〒989-2351 0223-34-3171医療法人山形外科　理山形　哲也 平 2. 1. 1外   消   整外診療所
     亘理郡亘理町字旧舘　１７－１ 常　勤:    2事長　山形　哲也 組織変更 ひ   内   現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5992410375  松村クリニック 〒989-2111 0223-38-0005医療法人社団松村クリ松村　吉史 平 3. 4. 1内   小   他  診療所
     亘理郡山元町坂元字道合　７０ 常　勤:    1ニック　理事長　松村 移転 消化器内科 現存
     (医       1)　吉史 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6002410383  医療法人育志会平田外〒989-2201 0223-37-4055医療法人育志会平田外平田　一夫 平 2. 8. 1一般        19診療所
     科医院 亘理郡山元町山寺字石田　２１ー常　勤:    1科医院　理事長　平田 組織変更 外   整外 リハ現存
     ３ (医       1)　一夫 平29. 9. 1胃   皮ひ こう
     麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6012410391  氏家医院 〒989-2361 0223-34-1320医療法人氏家医院　理氏家　弘 平 2. 8. 1胃   外   整外診療所
     亘理郡亘理町字舘南　８６ 常　勤:    1事長　氏家　弘 組織変更 皮   現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6022410441  医療法人社団青藍会亘〒989-2371 0223-34-5303医療法人社団青藍会　米谷　俊男 平 5. 7. 1一般    診療所
     理整形外科 亘理郡亘理町逢隈鹿島字寺前南　常　勤:    1理事長　米谷俊男 組織変更 整外 リハ 現存
     ２７ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6032410458  板橋胃腸科肛門科 〒989-2301 0223-34-8911板橋　敏之 板橋　敏之 平 5.10. 1胃   こう 診療所
     亘理郡亘理町逢隈中泉字沼添　７常　勤:    1 新規 現存
     ４ー１ (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  6042410474  亘理浅野眼科医院 〒989-2351 0223-34-0755医療法人社団浅野眼科浅野　俊一郎 平 9.10. 1一般 診療所
     亘理郡亘理町字新町　２４ 常　勤:    2医院　理事長　浅野俊 新規     一般     5現存
     (医       2)弘 平24.10. 1眼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6052410516  医療法人社団やべ内科〒989-2331 0223-34-3003医療法人社団やべ内科矢部　珠美 平11. 5. 1内   他   診療所
     クリニックわたり 亘理郡亘理町吉田字松崎　７０－常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 糖尿病内科、脂現存
     １ (医       1)矢部珠美 平29. 9. 1質代謝内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6062410532  柿沼循環器科 〒989-2301 0223-32-2871柿沼　義人 柿沼　義人 平12.11. 1循   内   診療所
     亘理郡亘理町逢隈中泉字中　１７常　勤:    1 新規 現存
     ８－１ (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6072410565  浜吉田駅前内科 〒989-2331 0223-33-7377板垣　洋一 板垣　洋一 平15. 2. 1内   消   循  診療所
     亘理郡亘理町吉田字大谷地　７２常　勤:    1 新規 呼   小   休止
     －７３６ (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6082410581  きくち皮フ科 〒989-2351 0223-32-8233菊池　智 菊池　智 平16.10. 1皮   アレ 診療所
     亘理郡亘理町字狐塚　２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6092410607  浅野みつや眼科医院 〒989-2331 0223-32-1162医療法人　三優会　理浅野　三哉 平19. 1. 1眼   麻   診療所
     亘理郡亘理町吉田字南堰上１１－常　勤:    1事長浅野　三哉 組織変更 現存
     ３ (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6102410615  菊地内科医院 〒989-2203 0223-37-3300菊地　匡 菊地　匡 平19. 4. 1内   小   診療所
     亘理郡山元町浅生原作田山２－７常　勤:    1 交代 現存
     ２ (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6112410623  わたり眼科 〒989-2351 0223-34-0855秋山　博 秋山　博 平23. 6. 1眼   診療所
     亘理郡亘理町字新町６２－１２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6122410631  三浦クリニック 〒989-2351 0223-33-1811医療法人　三浦クリニ三浦　俊治 平25. 1. 1内   外   こう診療所
     亘理郡亘理町字新町４０ 常　勤:    3ック　理事長　三浦　 組織変更 消   リハ 現存
     (医       3)俊治 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  6132410664  医療法人社団　ヴェリ〒989-2301 0223-23-1531医療法人社団　ヴェリ川島　久佳 平26. 7. 1内   精   診療所
     タス　亘理往診クリニ亘理郡亘理町逢隈中泉字本木４－常　勤:    1タス　理事長　川島　 新規 現存
     ック １　１Ｆ (医       1)孝一郎 平26. 7. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6142410672  みやぎ南部整形外科ク〒989-2324 0223-36-7577高橋　良正 高橋　良正 平27. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     リニック 亘理郡亘理町逢隈高屋字石堂１８常　勤:    1 新規 外   内   現存
     ７－１ (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6152410680  やまだクリニック 〒989-2351 0223-23-1107医療法人怜明会　理事山田　紀広 平28. 7. 1内   呼内 循  診療所
     亘理郡亘理町字下小路１６－１ 常　勤:    1長　山田　紀広 組織変更 アレ 小   現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6162410698  高橋内科乳腺外科 〒989-2301 0223-33-1121高橋　喜徳 高橋　喜徳 平29. 7. 1内   他   診療所
     亘理郡亘理町逢隈中泉字沼添７３常　勤:    1 移転 消化器内科　乳現存
     －１ (医       1) 平29. 7. 1腺外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6172410706  浅生原クリニック 〒989-2203 0223-23-0345工藤　克昌 工藤　克昌 平29.11. 1内   外   小  診療所
     亘理郡山元町浅生原字日向２０－常　勤:    1 新規 他   現存
     ２ (医       1) 平29.11. 1消化器内科　糖
     尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6182410714  さくら整形外科クリニ〒989-2351 0223-23-0366 原　長弘 原　長弘 平30. 5. 1整外 リハ 診療所
     ック 亘理郡亘理町字東郷１５５番地１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6192410722  みみ・はな・のど小泉〒989-2351 0223-32-1777小泉　敦弘 小泉　敦弘 平30. 5. 1耳い 診療所
     クリニック 亘理郡亘理町字新町５９番地６ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6202610172  新仙台湾鈴木診療所 〒985-0824 022-364-5833鈴木　ヒトミ 鈴木　ヒトミ 昭59.11. 1内   小   診療所
     宮城郡七ケ浜町境山　２ー７ー１常　勤:    1 新規 現存
     ４ (医       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  6212610180  松島医療生活協同組合〒981-0213 022-354-3702松島医療生活協同組合小松　亮 昭50. 2. 1内   消   循  診療所
     (2630150  ) 松島海岸診療所 宮城郡松島町松島字普賢堂　２－常　勤:    6　代表理事　蒲生　功 新規 歯   小歯 歯外現存
     １１ (医       4) 平29. 2. 1矯歯 小   
     (歯       2)
     非常勤:   12
     (医       3)
     (歯       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6222610230  医療法人友仁会松島病〒981-0215 022-354-5811医療法人友仁会　理亊丹野　尚 昭55. 7. 1一般        54病院
     院 宮城郡松島町高城字浜　１－２６常　勤:    5長　丹野尚 新規 療養        45現存
     (医       5) 平28. 7. 1内   神内 消  
     非常勤:    5 外   整外 産婦
     (医       5) リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6232610347  利府内科胃腸科医院 〒981-0104 022-356-5561医療法人社団利府内科髙橋　晋 平 2. 8. 1内   消   小  診療所
     宮城郡利府町中央　２ー８ー４ 常　勤:    1胃腸科医院　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)髙橋　晋 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6242610354  しらかし台医院 〒981-0134 022-356-6681鈴木　敏幸 鈴木　敏幸 平 2.12. 1内   小   診療所
     宮城郡利府町しらかし台　２ー１常　勤:    1 新規 現存
     ２ー１ (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6252610362  青葉台クリニック 〒981-0133 022-356-6757林　義峰 林　義峰 平 2.12. 1内   胃   小  診療所
     宮城郡利府町青葉台　３ー１ー７常　勤:    1 新規 皮   リハ 現存
     ８ (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6262610370  医療法人社団中山クリ〒981-0212 022-353-2333医療法人社団中山クリ中山　大典 平 4. 1. 1内   小   診療所
     ニック 宮城郡松島町磯崎字磯崎　２ー８常　勤:    1ニック　理事長　中山 組織変更 現存
     (医       1)大典 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6272610404  りふの内科クリニック〒981-0112 022-356-8200医療法人社団幸曜会宮宮田　正弘 平28. 3. 7一般         2診療所
     宮城郡利府町利府字新揺橋６１－常　勤:    2田利府クリニック　理 移転 療養        17現存
     １（１８街区４画地） (医       2)事長　宮田　正弘 平28. 3. 7内   リハ 他  
     非常勤:    1 腎臓内科、糖尿
     (医       1) 病内科、人工透
     析内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6282610438  にしむら整形外科 〒981-0123 022-356-7006医療法人社団にしむら西村　和也 平 8. 1. 1整外 リハ 診療所
     宮城郡利府町沢乙字寺下　２－１常　勤:    1整形外科　理事長　西 組織変更 現存
     (医       1)村和也 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6292610461  たかだこども医院 〒981-0124 022-767-6555高田　修 高田　修 平 9.10. 1小   診療所
     宮城郡利府町沢乙東　１ー１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
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  6302610479  宮城利府掖済会病院 〒981-0103 022-767-2151一般社団法人日本海員宮川　英喜 平 9.12. 1一般       100病院
     宮城郡利府町森郷字新太子堂　５常　勤:   10掖済会　会長　津野田 移転 内   外   神内現存
     １ (医       9)　元直 平27.12. 1呼   消   循  
     (薬       1) 整外 ひ   こう
     非常勤:   44 リハ 放   脳外
     (医      44) 皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6312610511  小野寺医院 〒981-0215 022-354-2607医療法人社団小野寺内小野寺　仁至 平11. 1. 1内   胃   小  診療所
     宮城郡松島町高城字町　６１ 常　勤:    1科小児科医院　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　小野寺仁至 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6322610537  やすい眼科 〒981-0132 022-767-4146安井　朝輝 安井　朝輝 平12. 4. 1一般         4診療所
     宮城郡利府町花園　１ー２０１ー常　勤:    1 新規 眼   現存
     ２ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6332610578  せせらぎ耳鼻科 〒981-0123 022-767-8741志賀　伸之 志賀　伸之 平14. 8. 1耳い アレ 診療所
     宮城郡利府町沢乙字新北橋　８７常　勤:    1 新規 現存
     －１ (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6342610586  神谷沢内科クリニック〒981-0121 022-255-3151医療法人泰山会　岩本岩本　宗泰 平15. 1. 1内   リウ 小  診療所
     宮城郡利府町神谷沢字塚元　３６常　勤:    1　宗泰 組織変更 現存
     －１ (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6352610594  加瀬クリニック 〒981-0111 022-349-1718医療法人社団喜英会　高橋　英幸 平15. 4. 1外   内   皮  診療所
     宮城郡利府町加瀬字北窪　１６－常　勤:    1理事長　伊藤　美代子 新規 小   現存
     １ (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6362610610  遠藤医院 〒985-0802 022-357-3211医療法人社団八穂会遠小片　邦穂 平15. 7. 1内   小   診療所
     宮城郡七ケ浜町吉田浜字寺山　１常　勤:    2藤医院　理事長　小片 組織変更 現存
     ２ー１ (医       1)　邦穂 平27. 7. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6372610628  かしま田園クリニック〒985-0812 022-357-7531医療法人かしま田園ク鹿島　哲 平15. 7. 1内   消   小  診療所
     宮城郡七ケ浜町松ケ浜字謡　１３常　勤:    2リニック　理事長　鹿 組織変更 現存
     ７ー２０ (医       2)島　哲 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6382610636  ウィメンズクリニック〒981-0123 022-349-0678医療法人社団俊仁会　涌坂　俊明 平19.10. 1一般        19診療所
     利府 宮城郡利府町沢乙字寺下３２－１常　勤:    2理事長　涌坂　俊明 移転 産婦 麻   現存
     (医       2) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6392610644  利府泌尿器科クリニッ〒981-0132 022-349-0051鈴木　隆志 鈴木　隆志 平17. 4. 1ひ   診療所
     ク 宮城郡利府町花園　１－２０１－常　勤:    1 新規 現存
     ３ (医       1) 平29. 9. 1
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  6402610651  ゆうファミリークリニ〒981-0112 022-766-4141医療法人　慈裕会　ゆ高橋　裕一 平19. 1. 1内   アレ リウ診療所
     ック 宮城郡利府町利府字新館２－５ 常　勤:    1うファミリークリニッ 組織変更 リハ 現存
     (医       1)ク　理事長　高橋　裕 平25. 1. 1
     一
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6412610669  さわおとクリニック 〒981-0124 022-767-7444医療法人さわおとクリ藤原　竹彦 平23. 1. 1内   放   診療所
     宮城郡利府町沢乙東１番地１２ 常　勤:    1ニック　理事長　藤原 組織変更 現存
     (医       1)　竹彦 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6422610677  仙塩利府病院 〒981-0133 022-355-4111医療法人　寳樹会　理神尾　一彦 平24. 8. 1一般       108病院
     宮城郡利府町青葉台２丁目２－１常　勤:   20事長　鈴木　寛寿 新規 整外 内   ひ  現存
     ０８ (医      19) 平24. 8. 1外   眼   耳い
     (薬       1) 形外 麻   リハ
     非常勤:    3 放   
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6432610685  医療法人社団　ヴェリ〒981-0132 022-766-8237医療法人社団　ヴェリ佐々木　潔子 平26. 7. 1内   精   診療所
     タス　利府往診クリニ宮城郡利府町花園１－１－１　２常　勤:    1タス　理事長　川島　 新規 現存
     ック Ｆ (医       1)孝一郎 平26. 7. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6442610693  汐見台クリニック 〒985-0822 022-357-5536新田　晃久 新田　晃久 平27.12.14小   内   皮  診療所
     宮城郡七ケ浜町汐見台南１－１－常　勤:    1 交代 現存
     ５ (医       1) 平27.12.14
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6452710337  瀬戸医院 〒981-3621 022-345-2630医療法人社団広茂会　吉永　ひろ子 平 2. 8. 1一般        19診療所
     黒川郡大和町吉岡字上町　７２ 常　勤:    2理事長　吉永ひろ子 組織変更 内   小   現存
     (医       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6462710360  公立黒川病院 〒981-3621 022-345-3101黒川地域行政事務組合本郷　道夫 平 9. 4. 1一般       110病院
     黒川郡大和町吉岡字西桧木　６０常　勤:   21理事会　理事長　淺野 移転 療養        60現存
     (医      18)元 平30. 4. 1内   循   呼  
     (薬       3) 消   心内 小  
     非常勤:   11 外   こう 整外
     (医      11) リウ 産婦 眼  
     耳い ひ   リハ
     麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  6472710386  大衡村診療所 〒981-3602 022-345-2336平野　富男 平野　富男 平 3.10. 1一般         1診療所
     (2730489  ) 黒川郡大衡村大衡字河原　５５ー常　勤:    2 新規 内   呼   胃  現存
     １１ (医       1) 平24.10. 1循   小   皮  
     (歯       1) 気食 リハ 放  
     非常勤:    4 アレ 歯   
     (医       2)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6482710477  きぼうの杜診療所 〒981-3625 022-344-4607医療法人社団眞友会　伊藤　正和 平12. 3. 1精   心内 内  診療所
     黒川郡大和町吉田字新要害　１０常　勤:    1理事長　山崎　英樹 移転 整外 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6492710493  大和クリニック 〒981-3419 022-345-3411医療法人社団大和クリ熱海　稔 平 9. 1. 1一般        19診療所
     黒川郡大和町まいの２－２－４ 常　勤:    2ニック　理事長　大内 組織変更 内   整外 他  現存
     (医       2)榮悦 平30. 1. 1消化器内科、糖
     尿病内科、血液
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6502710519  かとう眼科医院 〒981-3627 022-347-1682加藤　圭一 加藤　圭一 平10. 3. 1一般         6診療所
     黒川郡大和町吉岡東　２ー８ー１常　勤:    1 新規 眼   現存
     ０ (医       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6512710592  田山小児科医院 〒981-3621 022-345-0738医療法人社団　田山小田山　利幸 平12. 7. 1小   診療所
     黒川郡大和町吉岡字館下　２２－常　勤:    1児科医院　理事長　田 組織変更 現存
     ５ (医       1)山　利幸 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6522710709  塚本耳鼻咽喉科医院 〒981-3621 022-345-2734藤原　浩子 藤原　浩子 平17.12. 8耳い 診療所
     黒川郡大和町吉岡字中町６０ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29.12. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6532710741  吉岡まほろばクリニッ〒981-3632 022-345-9901医療法人社団　清瑞会奈良　志博 平20. 1. 1一般 診療所
     ク 黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目常　勤:    2　理事長　永沼滋 新規     一般    19現存
     ５番地の４ (医       2) 平26. 1. 1内   消   循  
     非常勤:   18 呼   神内 透析
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6542710774  深見内科・循環器内科〒981-3621 022-345-3693医療法人深見クリニッ深見　健一 平20. 7. 1内   循   診療所
     医院 黒川郡大和町吉岡字上道下４０－常　勤:    1ク　理事長　深見　健 組織変更 現存
     １ (医       1)一 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  6552710840  ほそごえ整形外科 〒981-3632 022-725-4645細越　琢 細越　琢 平26. 5. 1整外 リハ 診療所
     黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目常　勤:    1 新規 現存
     ７番地の９ (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6562710881  杉山医院 〒981-3515 022-359-4123医療法人社団俊香会　杉山　善助 平28.11.21一般 診療所
     黒川郡大郷町羽生字中ノ町１１－常　勤:    2理事長　杉山善助 移転     一般     6現存
     １ (医       2) 平28.11.21内   他   
     非常勤:    1 胃腸内科、腫瘍
     (医       1) 内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6572810202  公益財団法人宮城厚生〒981-4265 0229-63-2156公益財団法人宮城厚生大窪　豊 平 2. 9. 1内   外   診療所
     協会中新田民主医院 加美郡加美町矢越　３４５ 常　勤:    1協会　理事長　小熊　 移転 現存
     (医       1)信 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6582810269  医療法人佐々木胃腸科〒981-4251 0229-63-3324医療法人佐々木胃腸科及川　正道 平元. 7. 1一般    診療所
     加美郡加美町西町　４８ 常　勤:    2　理事長　及川　正道 組織変更 消   内   呼  現存
     (医       2) 平28. 7. 1循   小   
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6592810277  大山医院 〒981-4254 0229-63-3054大山　匡 大山　匡 平 5.11. 1内   循   診療所
     加美郡加美町北町　２ー１８１ー常　勤:    1 移転 現存
     １ (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6602810293  鈴木内科医院 〒981-4234 0229-63-3056医療法人社団鈴木内科鈴木　治 平 4. 7. 1内   呼   消  診療所
     加美郡加美町旧舘１番１７ 常　勤:    2医院　理事長　鈴木　 組織変更 循   小   現存
     (医       2)潤 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6612810301  中新田クリニック 〒981-4253 0229-63-7676医療法人清仁会　理事上田　仁 平 4. 7. 1一般    診療所
     加美郡加美町大門　２０ 常　勤:    1長　上田仁 新規 内   小   循  現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6622810319  医療法人社団伊藤医院〒981-4234 0229-63-2025医療法人社団伊藤医院伊藤　健太 平 7. 1. 1循   内   診療所
     加美郡加美町旧舘１番８０ー２ 常　勤:    2　理事長　伊藤　健太 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6632810327  菅野眼科医院 〒981-4231 0229-63-3270菅野　陳一郎 菅野　陳一郎 平 7. 7.12眼   診療所
     加美郡加美町百目木１番２３－２常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 7.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  6642810335  中川医院 〒981-4261 0229-63-2504医療法人社団中川医院中川　祐輔 平11. 1. 1内   外   胃  診療所
     加美郡加美町町裏　２０８ 常　勤:    1　理事長　中川祐輔 組織変更 耳い 皮   現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6652810343  鈴木診療所 〒981-4401 0229-68-2121鈴木　啓之 鈴木　啓之 平17.11.15内   皮   小  診療所
     加美郡加美町宮崎字屋敷五番２１常　勤:    1 移転 リハ 現存
     －２ (医       1) 平29.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6662810350  おのだクリニック 〒981-4321 0229-67-2228三浦　洋 三浦　洋 平14. 1. 1内   外   呼  診療所
     加美郡加美町下原３８－３ 常　勤:    3 新規 消   アレ リハ現存
     (医       3) 平26. 1. 1皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6672810368  公立加美病院 〒981-4122 0229-66-2500加美郡保健医療福祉行土井　秀之 平14. 7. 1一般        40病院
     加美郡色麻町四竃字杉成　９ 常　勤:   12政事務組合　管理者　 新規 療養        50現存
     (医       8)色麻町長　早坂利悦 平26. 7. 1内   外   小  
     (薬       4) リハ 循   耳い
     非常勤:    9 整外 
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6682810376  さとう公整形外科 〒981-4261 0229-64-2256佐藤　公尊 佐藤　公尊 平19.10. 1整外 リハ 診療所
     加美郡加美町町裏２１２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6692810392  清宮眼科医院 〒981-4253 0229-87-4780医療法人清宮眼科医院清宮　基彦 平26. 1. 1眼   診療所
     加美郡加美町大門５０－１ 常　勤:    1　理事長　清宮　基彦 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6702810400  ありまファミリークリ〒981-4251 0229-63-2230医療法人社団ありまフ有馬　恒彦 平30. 1. 1小   内   他  診療所
     ニック 加美郡加美町字西町１９番地 常　勤:    2ァミリークリニック　 組織変更 消化器内科 現存
     (医       2)理事長　有馬　恒彦 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6713110461  涌谷中央医院 〒987-0121 0229-42-2351鎌田　啓 鎌田　啓 昭61. 5. 7内   外   診療所
     遠田郡涌谷町涌谷字日向町　３５常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  6723110529  涌谷町国民健康保険病〒987-0121 0229-43-5111涌谷町長　大橋　信夫新田　篤 昭63.11. 1一般 病院
     院 遠田郡涌谷町涌谷字中江南　２７常　勤:   15 新規     一般    80現存
     ８ (医      11) 平24.11. 1療養
     (薬       4)     療養    41
     非常勤:   22 内   外   整外
     (医      22) 眼   ひ   麻  
     消   こう 皮  
     神内 婦   呼  
     心内 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6733110628  佐々木整形外科 〒987-0003 0229-32-2011医療法人社団順神会　佐々木　和義 平 4. 4. 1一般 診療所
     遠田郡美里町南小牛田字山の神　常　勤:    1理事長　佐々木　和義 組織変更     一般    19現存
     ５３ー４ (医       1) 平28. 4. 1整外 リハ リウ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6743110651  伊勢耳鼻咽喉科医院 〒987-0005 0229-33-3341医療法人社団一文会　伊勢　郁夫 平 5. 7. 1耳い 診療所
     遠田郡美里町北浦字船入　２－５常　勤:    1理事長　伊勢　郁夫 組織変更 現存
     ９ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6753110693  宮野内科医院 〒987-0112 0229-43-5031医療法人社団健風会　宮野　雅光 平 7. 7. 1内   呼   消  診療所
     遠田郡涌谷町桑木荒　１１３－４常　勤:    1理事長　宮野雅光 組織変更 循   小   現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6763110701  医療法人社団横山医院〒987-0006 0229-34-2230医療法人社団横山医院横山　真和 平 7. 7. 1内   小   リウ診療所
     遠田郡美里町関根字道明　４３ 常　勤:    1　理事長　横山真和 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6773110743  袖井クリニック 〒987-0005 0229-31-1188袖井　文二 袖井　文二 平 9. 4. 1形外 整外 皮  診療所
     遠田郡美里町北浦字姥ケ沢　７２常　勤:    1 新規 現存
     ー３ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6783110792  つのだ眼科 〒987-0146 0229-44-1234角田　雅宏 角田　雅宏 平13. 4. 1一般 診療所
     遠田郡涌谷町中下道　１２９－１常　勤:    1 新規     一般     6現存
     －１ (医       1) 平25. 4. 1眼   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6793110826  わくや整形外科 〒987-0147 0229-43-5553金桂成　（大江桂成）金桂成　（大江桂成）平13. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     遠田郡涌谷町下道　２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  6803110842  野崎病院 〒987-0002 0229-32-4866医療法人博亮会　理事野崎　公男 平15. 1. 1療養 病院
     遠田郡美里町藤ケ崎町　１７１ 常　勤:    1長　野崎　茂智子 組織変更     療養   109現存
     (医       1) 平27. 1. 1内   外   整外
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6813110859  医療法人社団禄静会岡〒987-0121 0229-42-2876医療法人社団禄静会　岡本　禄太郎 平15. 1. 1精神       173病院
     本病院 遠田郡涌谷町涌谷字白畠　２９ 常　勤:    7理事長　岡本　禄太郎 組織変更 精   神   ひ  現存
     (医       4) 平27. 1. 1心内 
     (薬       3)
     非常勤:    8
     (医       7)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6823110875  野崎内科胃腸科 〒987-0002 0229-32-2770医療法人博亮会　理事野崎　円 平15. 5. 1一般 診療所
     遠田郡美里町藤ケ崎町１７８ 常　勤:    1長　野崎　茂智子 組織変更     一般 現存
     (医       1) 平27. 5. 1内   胃   眼  
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6833110891  小牛田内科クリニック〒987-0004 0229-32-5959医療法人清仁会　理事菊地　哲 平15. 7. 1内   小   循  診療所
     遠田郡美里町牛飼字牛飼　７７－常　勤:    2長　上田　仁 新規 現存
     ２ (医       2) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6843110917  髙城利江整形外科 〒987-0004 0229-31-1230医療法人七龍会　理事髙城　利江 平15. 7. 1整外 リウ リハ診療所
     遠田郡美里町牛飼字牛飼　７７－常　勤:    1長　髙城　利江 組織変更 内   外   現存
     ５ (医       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6853110933  美里町立南郷病院 〒989-4205 0229-58-1234美里町長　相澤　清一玉手　英一 平18. 1. 1一般        50病院
     遠田郡美里町木間塚字原田５ 常　勤:    4 新規 内   外   小  現存
     (医       3) 平30. 1. 1眼   整外 
     (薬       1)
     非常勤:   40
     (医      40)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  6863110958  医療法人社団常仁会　〒987-0165 0229-42-3333医療法人社団常仁会　鎌田　常明 平22.10. 1療養        35病院
     東泉堂病院 遠田郡涌谷町追廻町７０－３ 常　勤:    2理事長　鎌田　常明 組織変更 内   外   整外現存
     (医       2) 平28.10. 1皮   小   循  
     非常勤:    1 ひ   こう 放  
     (医       1) リハ アレ 他  
     消化器内科・消
     化器外科・ペイ
     ンクリニック外
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6873110966  熱海医院 〒987-0012 0229-33-2020医療法人　章眞会　理熱海　智章 平24. 6. 1内   消   診療所
     遠田郡美里町素山町１８番地１号常　勤:    1事長　熱海　智章 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6883110974  米谷医院 〒987-0141 0229-44-1133医療法人　米谷医院　米谷　則美 平24. 7. 1内   アレ 呼  診療所
     遠田郡涌谷町田町裏１９１番地１常　勤:    1理事長　米谷　則美 組織変更 小   現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6893510272  女川町地域医療センタ〒986-2243 0225-53-5511女川町長　須田　善明齋藤　充 平23.10. 1一般        19診療所
     ー 牡鹿郡女川町鷲神浜字堀切山５１常　勤:    5 組織変更 内   外   整外現存
     －６ (医       4) 平29.10. 1小   眼   皮  
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6903610387  歌津八番クリニック 〒988-0423 0226-36-9511医療法人社団真仁会　鎌田　眞人 平23. 7. 1内   小   診療所
     本吉郡南三陸町歌津字枡沢７７－常　勤:    1理事長　鎌田　眞人 移転 現存
     １ (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6913610460  医療法人社団　新生会〒986-0725 0226-47-1175医療法人社団新生会　佐藤　徹 平24. 1.17内   胃   小  診療所
     　佐藤徹内科クリニッ本吉郡南三陸町志津川字沼田１４常　勤:    1理事長　佐藤　徹 組織変更 呼   循   アレ現存
     ク ４－４５ (医       1) 平30. 1.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6923610478  南三陸病院 〒986-0725 0226-46-3646南三陸町　町長　佐藤櫻田　正壽 平27.12.14一般 病院
     (3630340  ) 本吉郡南三陸町志津川字沼田１４常　勤:    7　仁 移転     一般    40現存
     －３ (医       6) 平27.12.14療養
     (歯       1)     療養    50
     非常勤:    8 内   外   整外
     (医       7) 小   ひ   皮  
     (歯       1) 眼   耳い 婦  
     歯外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  6935110014  一般財団法人厚生会　〒980-0873 022-222-6181一般財団法人厚生会　本田　芳宏 昭32. 8. 1一般       409病院
     仙台厚生病院 仙台市青葉区広瀬町　４ー１５ 常　勤:  114理事長　目黒泰一郎 新規 他   心外 内  現存
     (医     101) 平29. 9. 1呼内 呼外 外  
     (薬      13) 放   麻   形外
     非常勤:   80 循環器内科、病
     (医      78) 理診断・臨床検
     (薬       2) 査科、他４件
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6945110030  国家公務員共済組合連〒980-0803 022-227-2211国家公務員共済組合連岡村　州博 昭32. 8. 1一般       385病院
     (5130018  ) 合会東北公済病院 仙台市青葉区国分町　２ー３ー１常　勤:   81合会　理事長　松元　 新規 内   循   小  現存
     １ (医      65)崇 平29. 9. 1外   整外 形外
     (歯       2) ひ   産   婦  
     (薬      14) 眼   耳い 放  
     非常勤:   17 麻   歯   歯外
     (医      16) リハ 他   
     (歯       1) 消化器内科、消
     化器外科、乳腺
     外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6955110048  独立行政法人労働者健〒981-0911 022-275-1111独立行政法人労働者健徳村　弘実 昭32. 8. 1一般 病院
     (5130026  ) 康安全機構東北労災病仙台市青葉区台原　４ー３ー２１常　勤:  113康安全機構　理事長　 その他     一般   548現存
     院 (医     109)有賀　徹 平29. 9. 1内   神   呼  
     (歯       2) 消   循   小  
     (薬       2) 外   整外 皮  
     非常勤:   14 ひ   産婦 眼  
     (医      13) 耳い リハ 放  
     (歯       1) 麻   歯   心内
     リウ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6965110063  早坂愛生会病院 〒980-0855 022-261-1611一般財団法人早坂愛生早坂　得良 昭32. 9.26療養 病院
     仙台市青葉区川内澱橋通　３８ 常　勤:    3会　理事長　早坂得良     療養    52療養病床
     (医       2) 平29. 9.26内   外   現存
     (薬       1)
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6975110113  貝山中央病院 〒980-0804 022-222-5945医療法人貝山仁済会　本田　徹 昭32. 9.26療養        60病院
     仙台市青葉区大町　２－１２－８常　勤:    2理事長　貝山仁 新規 内   呼   消  現存
     (医       2) 平29. 9.26形外 整外 
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  6985110261  一般財団法人周行会内〒980-0011 022-221-5566一般財団法人周行会　多田　則道 昭32.11. 1一般 病院
     科佐藤病院 仙台市青葉区上杉　２ー３ー１７常　勤:    6理事長　佐藤俊哉 新規     一般    40現存
     (医       4) 平29.11. 1療養
     (薬       2)     療養    41
     非常勤:   13 内   呼内 消  
     (医      12) 循   リハ 他  
     (薬       1) 糖尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6995110295  医療法人東北会東北会〒981-0933 022-234-0461医療法人東北会　理事石川　達 昭32.11. 1精神       222病院
     病院 仙台市青葉区柏木　１ー８ー７ 常　勤:   10長　白澤英勝 新規 精   現存
     (医       8) 平29.11. 1
     (薬       2)
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7005110311  国見台病院 〒981-0943 022-234-5251一般財団法人　みやぎ岩舘　敏晴 昭32.11. 1精神       289病院
     仙台市青葉区国見　１ー１５ー２常　勤:   10静心会　理事長　猪俣 新規 精   現存
     ２ (医       9)　好正 平29.11. 1
     (薬       1)
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7015110337  独立行政法人地域医療〒981-8501 022-275-3111独立行政法人　地域医田熊　淑男 昭33.10. 1一般 病院
     (5130034  ) 機能推進機構　仙台病仙台市青葉区堤町　３ー１６ー１常　勤:   60療機能推進機構　理事 新規     一般   428現存
     院 (医      57)長　尾身　茂 平24.10. 1内   呼   消  
     (歯       2) 循   小   外  
     (薬       1) 整外 皮   ひ  
     非常勤:   25 産婦 眼   耳い
     (医      23) リハ 放   麻  
     (歯       2) 歯   歯外 他  
     心内 精   
     血管外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7025110410  宮城県農協連診療所 〒980-0011 022-264-8633宮城県農業協同組合中村上　治 平24. 1.23内   診療所
     仙台市青葉区上杉一丁目２－１６常　勤:    1央会　会長　高橋　正 移転 現存
     ＪＡビル宮城６階 (医       1) 平30. 1.23
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7035110501  清水医院 〒980-0012 022-223-2532清水　達雄 清水　達雄 昭37. 4.23内   小   循  診療所
     仙台市青葉区錦町　２ー１ー６ 常　勤:    2 新規 呼   現存
     (医       2) 平28. 4.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  7045110931  宮城県医師会ヒヤリン〒980-8633 022-227-4411公益社団法人宮城県医沖津　卓二 平28. 1. 1耳い 診療所
     グセンター 仙台市青葉区大手町１－５ 常　勤:    1師会　会長　嘉数　研 移転 現存
     (医       1)二 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7055111053  鬼怒川産婦人科女性内〒980-0003 022-227-2205鬼怒川　博久 鬼怒川　博久 昭45. 5. 1一般    診療所
     科医院 仙台市青葉区小田原　６ー６ー１常　勤:    2 新規 産婦 麻   内  現存
     (医       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7065111244  松沢医院 〒980-0021 022-261-3752松沢　一男 松沢　一男 昭46.11. 1内   診療所
     仙台市青葉区中央　２－４－１１常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7075111277  医療法人光成会宮城中〒980-0011 022-224-1307医療法人光成会　理事西山　昭光 昭46.12.18一般        58病院
     央病院 仙台市青葉区上杉　１－９－１７常　勤:    3長　西山昭光 移転 内   リハ 精  現存
     (医       3) 平28.12.18整外 ひ   他  
     非常勤:   41 消化器内科、循
     (医      41) 環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7085111285  鬼怒川眼科医院 〒980-0014 022-222-5388医療法人仁光会　理事鬼怒川　雄一 平17. 2. 1一般         4診療所
     仙台市青葉区本町　１－２－３ 常　勤:    2長　鬼怒川　雄一 移転 眼   現存
     (医       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7095111343  シャンボール青葉産婦〒980-0802 022-263-3677遠藤　文雄 遠藤　文雄 昭47. 7. 1一般        11診療所
     人科 仙台市青葉区二日町　６－６シャ常　勤:    1 新規 産婦 現存
     ンボール青葉３０６ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7105111541  五十嵐産婦人科医院 〒980-0014 022-223-3404五十嵐　章 五十嵐　章 昭50. 5.15一般         7診療所
     仙台市青葉区本町　２－８－２４常　勤:    1 交代 産婦 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7115111632  佐藤医院 〒981-0952 022-278-7050佐藤　悳郎 佐藤　悳郎 昭51. 3. 1呼   胃   循  診療所
     仙台市青葉区中山　４ー１０ー３常　勤:    1 新規 小   現存
     ３ (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7125111772  斎藤内科医院 〒980-0011 022-221-2977齋藤　親弘 齋藤　親弘 昭52. 4. 1内   循   呼  診療所
     仙台市青葉区上杉　５ー３ー６５常　勤:    1 新規 消   現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7135111780  皮膚科斎藤クリニック〒981-0913 022-273-2605齋藤　信也 齋藤　信也 昭52. 4. 1皮   診療所
     仙台市青葉区昭和町　４ー９カー常　勤:    1 新規 現存
     サ北仙台３０１ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  7145111814  北田内科小児科医院 〒980-0871 022-223-0208北田　一浩 北田　一浩 昭52. 7. 1内   小   診療所
     仙台市青葉区八幡　３－６－１５常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7155111889  高松小児科医院 〒980-0011 022-234-3255高松　徳光 高松　徳光 平 9.10. 1小   診療所
     仙台市青葉区上杉　６ー２ー１２常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7165111947  北山内科クリニック 〒981-0931 022-275-2255佐々木　宏 佐々木　宏 昭54. 4. 1内   呼   循  診療所
     仙台市青葉区北山　３ー１ー３０常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7175111962  川村内科クリニック 〒980-0011 022-234-6872川村　伯光 川村　伯光 昭54.11. 1内   診療所
     仙台市青葉区上杉　６ー８ー５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7185111970  市川内科電力ビルクリ〒980-0811 022-262-5755市川　恒次 市川　恒次 平14.11. 1内   診療所
     ニック 仙台市青葉区一番町３－７－１電常　勤:    1 移転 現存
     力ビル２階 (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7195112010  佐藤茂内科医院 〒981-0952 022-278-5865佐藤　茂 佐藤　茂 昭55. 7. 1内   診療所
     仙台市青葉区中山　８－２３－２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7205112028  南條クリニック 〒981-0911 022-301-3711南條　光夫 南條　光夫 平 6. 8. 1内   小   リハ診療所
     仙台市青葉区台原　５ー５ー５ 常　勤:    1 移転 胃   現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7215112077  公益財団法人宮城県対〒980-0011 022-233-0241公益財団法人宮城県対渋谷　大助 昭56. 6. 1内   外   婦  診療所
     がん協会附属診療所 仙台市青葉区上杉　５ー７ー３０常　勤:    5がん協会　会長　久道 移転 ひ   現存
     (医       5)　茂 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7225112119  内科・循環器科　佐藤〒981-0915 022-234-0803佐藤　韶矩 佐藤　韶矩 昭56. 6.11内   循   診療所
     韶矩医院 仙台市青葉区通町　１－７－３３常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7235112200  粟野内科医院 〒980-0822 022-265-2050粟野　隆行 粟野　隆行 昭58. 5. 1内   循   胃  診療所
     仙台市青葉区立町　２５ー１３ 常　勤:    1 新規 呼   小   現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  7245112275  公益財団法人宮城厚生〒980-0011 022-222-7997公益財団法人宮城厚生齋藤　慶史 平27. 5.18内   呼   他  診療所
     協会仙台錦町診療所 仙台市青葉区上杉３－２－２８ア常　勤:    3協会　理事長　小熊　 移転 腎臓内科 現存
     クス上杉ビル３０１号室 (医       3)信 平27. 5.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7255112309  笹森医院 〒980-0014 022-222-9081笹森　源弘 笹森　源弘 昭59. 6. 1産婦 眼   診療所
     仙台市青葉区本町　２－１３－１常　勤:    3 新規 現存
     ３ (医       3) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7265112317  佐藤眼科医院 〒981-0965 022-272-8031佐藤　紀子 佐藤　紀子 昭60. 6. 1眼   診療所
     仙台市青葉区荒巻神明町　２０ー常　勤:    1 移転 現存
     １ (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7275112374  黒沢内科医院 〒981-0933 022-234-2251黒澤　光樹 黒澤　光樹 昭61. 1. 1内   消   心内診療所
     仙台市青葉区柏木　１ー５ー２ 常　勤:    1 交代 休止
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7285112390  舘田小児科医院 〒981-0966 022-279-2055舘田　拓 舘田　拓 昭61. 3. 1小   診療所
     仙台市青葉区荒巻本沢　３ー１６常　勤:    1 新規 現存
     ー３０ (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7295112432  馬場眼科 〒980-0021 022-263-5277馬場　安彦 馬場　安彦 昭62. 1. 1眼   診療所
     仙台市青葉区中央　３－１－２４常　勤:    1 新規 現存
     荘銀ビル４Ｆ (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7305112440  胃腸科内科北川医院 〒980-0021 022-223-2652医療法人社団北仁会　北川　正基 昭62. 1. 1一般         1診療所
     仙台市青葉区中央　３－８－２０常　勤:    2理事長　北川正伸 組織変更 内   他   現存
     (医       2) 平29. 1. 1消化器内科、内
     視鏡内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7315112465  ＪＲ仙台病院 〒980-0022 022-266-9671東日本旅客鉄道株式会市来　正隆 平12. 7. 1一般 病院
     仙台市青葉区五橋　１－１－５ 常　勤:   34社　執行役員仙台支社 移転     一般   164現存
     (医      31)長　坂井　究 平24. 7. 1内   神   消  
     (薬       3) 循   小   外  
     非常勤:    8 整外 皮   ひ  
     (医       8) 婦   眼   耳い
     リハ 放   麻  
     精   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7325112507  一般財団法人宮城県予〒981-0942 022-274-3131一般財団法人宮城県予八巻　正昭 昭62. 5. 1内   診療所
     防医学協会附属診療所仙台市青葉区貝ケ森　４ー３ー１常　勤:    2防医学協会　理事長　 新規 現存
     (医       2)角田行 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  7335112523  婦人科クリニック古賀〒981-0933 022-234-9086古賀　詔子 古賀　詔子 昭62. 5. 1産婦 診療所
     仙台市青葉区柏木　２－５－１２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7345112564  医療法人宏人会木町病〒980-0801 022-224-5511医療法人宏人会　理事竹内　和久 昭62.10. 1一般        53病院
     院 仙台市青葉区木町通　１ー７ー１常　勤:    6長　関野　慎 組織変更 ひ   内   現存
     ３ (医       6) 平29.10. 1
     非常勤:   18
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7355112598  旭ケ丘診療所 〒981-0904 022-274-5551林　義人 林　義人 昭62.12. 1内   消   診療所
     仙台市青葉区旭ケ丘　２ー４ー７常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7365112648  今井小児科 〒980-0871 022-267-6051今井　明 今井　明 昭63. 9. 1小   診療所
     仙台市青葉区八幡　３ー３ー１０常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7375112689  かやま小児科医院 〒981-0913 022-234-8870嘉山　益子 嘉山　益子 昭63.10. 1内   小   診療所
     仙台市青葉区昭和町　２ー２７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7385112754  八幡皮膚科クリニック〒980-0871 022-223-3338柿坂　伸子 柿坂　伸子 昭64. 1. 1皮   診療所
     仙台市青葉区八幡　１ー３ー１１常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7395112770  佐藤内科医院 〒989-3127 022-392-5151佐藤　隆 佐藤　隆 昭51. 3. 1内   診療所
     仙台市青葉区愛子東　１－７－２常　勤:    1 新規 現存
     ８ (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7405112788  西仙台病院 〒989-3212 022-394-5721医療法人財団明理会　鈴木　知信 昭55.12. 1一般        49病院
     仙台市青葉区芋沢字新田　５４－常　勤:   18理事長　中村哲也 新規 療養       180現存
     ４ (医      18) 平28.12. 1精神       272
     非常勤:    7 内   精   
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7415112812  早川医院 〒989-3124 022-392-3214早川　哲夫 早川　哲夫 昭57. 3.18整外 内   小  診療所
     仙台市青葉区上愛子字大道　１８常　勤:    1 交代 皮   現存
     ー１ (医       1) 平30. 3.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7425112846  岩崎医院 〒989-3128 022-392-3161岩崎　隆夫 岩崎　隆夫 昭58. 6.16整外 内   診療所
     仙台市青葉区愛子中央　６－７－常　勤:    1 交代 現存
     ２３ (医       1) 平28. 6.16
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  7435112853  広瀬病院 〒989-3121 022-226-2661医療法人ひろせ会　理樋渡　信夫 昭58. 9. 1一般        47病院
     仙台市青葉区郷六字大森　４－２常　勤:    7事長　田中　由紀子 新規 療養        46現存
     (医       5) 平28. 9. 1内   呼   消  
     (薬       2) 循   気食 放  
     非常勤:    5 リハ 
     (医       1)
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7445112887  公益財団法人宮城県結〒980-0004 022-221-4461公益財団法人宮城県結鈴木　修治 昭32. 8. 1内   呼   循  診療所
     核予防会健康相談所興仙台市青葉区宮町　１ー１ー５ 常　勤:    9核予防会　理事長　渡 新規 現存
     生館 (医       9)辺　彰 平29. 9. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7455112895  一般財団法人宮城県予〒980-0011 022-262-2621一般財団法人宮城県予川村　武 平27. 3.25内   診療所
     防医学協会附属勾当台仙台市青葉区上杉　１－６－６イ常　勤:    4防医学協会　理事長　 移転 現存
     診療所 ースタンビル５Ｆ・６Ｆ (医       4)角田　行 平27. 3.25
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7465112960  髙橋メンタルクリニッ〒980-0022 022-227-8535高橋　克 髙橋　克 平11. 4. 1精   神   診療所
     ク 仙台市青葉区五橋　１－４－６ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7475113000  金子耳鼻咽喉科 〒981-0943 022-233-7722医療法人社団豊陽会　金子　満 平16. 8.20耳い 診療所
     仙台市青葉区国見２－９－１４ 常　勤:    2理事長　金子　満 移転 現存
     (医       2) 平28. 8.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7485113018  師小児科医院 〒980-0021 022-222-6247医療法人社団青葉中央師　保之 平 9. 6. 1小   診療所
     仙台市青葉区中央　２ー１０ー１常　勤:    2クリニック　理事長　 移転 現存
     ７モロビルディング２Ｆ (医       2)師研也 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7495113026  菊地胃腸科内科医院 〒980-0821 022-261-3344医療法人社団菊地胃腸菊地　徹 平元. 7. 1内   消   診療所
     仙台市青葉区春日町　１０－３０常　勤:    3科内科医院　理事長　 新規 現存
     (医       3)菊地哲丸 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7505113034  小田眼科医院 〒980-0871 022-234-7408医療法人社団小田眼科小田　円 平18.11. 1眼   診療所
     仙台市青葉区八幡２－１－２３ 常　勤:    2医院　理事長　小田泰 移転 現存
     (医       2)子 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  7515113059  宮城共立医院 〒989-3124 022-392-6631医療法人共和会　理事石附　壮三 平元. 7. 1内   整外 診療所
     仙台市青葉区上愛子字上遠野原　常　勤:    2長　石附　壮三 組織変更 現存
     ９－７６ (医       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7525113067  小林眼科医院 〒981-0913 022-234-3738医療法人社団小林眼科小林　茂樹 平元. 7. 1眼   診療所
     仙台市青葉区昭和町　１－２８ 常　勤:    1医院　理事長　小林　 組織変更 現存
     (医       1)茂樹 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7535113075  大竹整形外科医院 〒981-0905 022-275-4151医療法人大竹整形外科大竹　高行 平元. 7. 1整外 リハ 診療所
     仙台市青葉区小松島　４－１４－常　勤:    2医院　理事長　大竹喜 組織変更 現存
     １０ (医       2)玄 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7545113083  医療法人社団阿部眼科〒980-0811 022-222-5707医療法人社団阿部眼科阿部　信一 平 4.11. 1眼   診療所
     診療所 仙台市青葉区一番町　４－８－２常　勤:    1診療所　理事長　阿部 移転 現存
     ９ (医       1)信一 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7555113109  澁川内科医院 〒980-0004 022-272-5780医療法人社団誠和会　澁川　直次 平元. 7. 1内   循   消  診療所
     仙台市青葉区宮町　５－１０－１常　勤:    2理事長　澁川　直次 組織変更 呼   アレ 他  現存
     ５ (医       2) 平28. 7. 1糖尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7565113166  谷田皮膚科医院 〒980-0803 022-223-7666谷田　泰男 谷田　泰男 平 4. 3. 1皮   形外 診療所
     仙台市青葉区国分町　３ー４ー１常　勤:    1 移転 現存
     ２ (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7575113182  一般財団法人宮城県成〒980-6112 022-263-4050一般財団法人宮城県成清野　隆吉 平10. 9. 1内   循   消  診療所
     人病予防協会中央診療仙台市青葉区中央　１－３－１ア常　勤:    8人病予防協会　理事長 移転 外   皮   整外現存
     所 エル１２階 (医       8)　日下睦男 平28. 9. 1
     非常勤:   44
     (医      44)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7585113216  ごとう整形外科 〒980-0014 022-221-6903医療法人社団佳留会　後藤　均 平27. 8.24整外 リハ 診療所
     仙台市青葉区本町２－４－８　５常　勤:    2理事長　後藤　均 移転 現存
     １０ビル (医       2) 平27. 8.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7595113224  相田内科医院 〒981-0966 022-278-9170医療法人社団相田内科相田　重光 平 2. 1. 1内   呼   消  診療所
     仙台市青葉区荒巻本沢　３－１６常　勤:    2医院　理事長　相田光 組織変更 循   精   現存
     －５ (医       2)保 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  7605113232  はちまん石川内科クリ〒980-0871 022-272-9767医療法人社団人愛会　石川　一郎 平 2. 1. 1内   呼内 他  診療所
     ニック 仙台市青葉区八幡　２－１８－２常　勤:    3石川内科　理事長　石 組織変更 循環器内科、消現存
     (医       3)川一郎 平29. 1. 1化器内科、胃腸
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7615113240  佐々木内科医院 〒981-0944 022-234-2267医療法人社団敬愛会佐佐々木　義徳 平 2. 1. 1一般    診療所
     仙台市青葉区子平町　１５－３６常　勤:    2々木内科医院　理事長 組織変更 内   呼内 他  現存
     (医       2)　佐々木義徳 平29. 1. 1消化器内科、循
     環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7625113273  木村クリニック泌尿器〒981-0962 022-277-2201木村　正一 木村　正一 平 2. 7. 1ひ   診療所
     科 仙台市青葉区水の森　３ー２６ー常　勤:    1 新規 現存
     １７ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7635113315  今井眼科医院 〒980-0021 022-222-7350医療法人社団今井眼科今井　克彦 平 2. 8. 1眼   診療所
     仙台市青葉区中央　２ー１１ー１常　勤:    1医院　理事長　今井克 組織変更 現存
     (医       1)彦 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7645113349  青葉通クリニック 〒980-0811 022-221-5756医療法人社団青葉通ク櫻井　信彰 平18. 1. 1整外 内   診療所
     仙台市青葉区一番町３－８－２ 常　勤:    1リニック　理事長　櫻 移転 現存
     (医       1)井信彰 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7655113372  山口胃腸科外科医院 〒980-0011 022-223-3533山口　尚 山口　尚 平 2.11. 1内   胃   外  診療所
     仙台市青葉区上杉　１ー４ー２８常　勤:    1 新規 皮   こう 整外現存
     アップシーダー２Ｆ (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7665113398  千田内科 〒981-0965 022-271-1183医療法人千田クリニッ千田　信之 平 3. 1. 1内   呼   消  診療所
     仙台市青葉区荒巻神明町　１９ー常　勤:    2ク　理事長　千田典男 組織変更 循   小   現存
     ９ (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7675113406  河西耳鼻咽喉科 〒980-0021 022-222-4536河西　研一 河西　研一 平 3. 2. 1耳い 気食 アレ診療所
     仙台市青葉区中央　２ー９ー１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7685113430  原田外科医院 〒981-0961 022-278-6811医療法人原田外科医院原田　伸正 平 3. 4. 1外   胃   整外診療所
     仙台市青葉区桜ケ丘　１ー１ー１常　勤:    1　理事長　原田伸正 組織変更 皮   こう 現存
     １ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7695113448  鈴木耳鼻咽喉科アレル〒980-0022 022-223-8310医療法人社団清鈴会　鈴木　直弘 平 3. 4. 1耳い アレ 診療所
     ギー科医院 仙台市青葉区五橋　２ー１ー１７常　勤:    1理事長　鈴木　直弘 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
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  7705113463  長野内科胃腸科 〒981-0915 022-272-6677医療法人社団長野内科長野　正裕 平 3. 4. 1内   胃   診療所
     仙台市青葉区通町　２ー１７ー１常　勤:    1胃腸科　理事長　長野 組織変更 現存
     ９ (医       1)正裕 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7715113513  小泉内科医院 〒980-0011 022-222-8703小泉　文明 小泉　文明 平 3. 7. 4内   診療所
     仙台市青葉区上杉　４ー２ー４７常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24. 7. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7725113521  橋本クリニック 〒980-0822 022-222-8666医療法人社団橋本クリ橋本　雄二 平 3. 8. 1内   外   整外診療所
     仙台市青葉区立町　２７ー２６ 常　勤:    1ニック　理事長　橋本 組織変更 こう リハ 現存
     (医       1)　雄二 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7735113570  齊藤こども医院 〒981-0954 022-277-3710齋藤　明 齋藤　明 平 3.10. 1小   診療所
     仙台市青葉区川平　３ー４２ー３常　勤:    1 新規 現存
     ０ (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7745113612  大野内科医院 〒981-0913 022-234-4171大滝　正通 大滝　正通 平 4. 1. 1内   診療所
     仙台市青葉区昭和町　５ー４６ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7755113638  小松脳神経外科 〒981-0913 022-271-9356小松　伸郎 小松　伸郎 平 4. 1. 1脳外 外   整外診療所
     仙台市青葉区昭和町　３ー２４ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7765113661  漆山医院 〒980-0801 022-225-0255医療法人社団漆山医院漆山　昌伸 平 4. 1. 1内   胃   呼  診療所
     仙台市青葉区木町通　１ー４ー２常　勤:    2　理事長　漆山　昌伸 組織変更 循   現存
     ０ (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7775113729  南吉成クリニック 〒989-3204 022-277-6611遠藤　克博 遠藤　克博 平 4.10. 1内   消   小  診療所
     仙台市青葉区南吉成　３－９－５常　勤:    1 新規 皮   こう アレ現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7785113745  ロクゴウ皮膚科クリニ〒980-0811 022-215-7789六郷　正和 六郷　正和 平 4.11. 1皮   診療所
     ック 仙台市青葉区一番町　４－８－２常　勤:    1 新規 現存
     ９ＡＢビル２Ｆ (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7795113752  あやし小児科医院 〒989-3128 022-392-1881宮地　辰雄 宮地　辰雄 平 4.11. 1小   内   診療所
     仙台市青葉区愛子中央６－２－１常　勤:    1 新規 現存
     ７ (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7805113760  渋谷耳鼻咽喉科医院 〒980-0021 022-222-5310渋谷　守 渋谷　守 平 5. 6. 1耳い 気食 アレ診療所
     仙台市青葉区中央　２－７－１２常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
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  7815113778  桜ヒルズウィメンズク〒981-0961 022-279-3367医療法人社団千手会　高橋　真 平 5. 1. 1一般        19診療所
     リニック 仙台市青葉区桜ケ丘３－９－１ 常　勤:    2理事長　髙橋　真 組織変更 産婦 麻   現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7825113786  八丁目皮膚科クリニッ〒980-0012 022-223-1795医療法人社団青葉錦町八丁目　直寛 平 5. 2. 1皮   診療所
     ク 仙台市青葉区錦町　２－１－４８常　勤:    1クリニック　理事長　 新規 現存
     (医       1)八丁目直寛 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7835113802  仙台エコー医療療育セ〒989-3212 022-394-7711社会福祉法人陽光福祉天江　新太郎 平 5. 4. 1一般       120病院
     (5133228  ) ンター 仙台市青葉区芋沢字横前　１－１常　勤:    5会　理事長　熊谷　直 新規 小   内   リハ現存
     (医       4)達 平29. 9. 1歯   
     (歯       1)
     非常勤:   11
     (医       7)
     (歯       2)
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7845113810  医療法人社団進興会　〒980-0811 022-221-0066医療法人社団進興会　石垣　洋子 平22. 8. 1内   婦   心内診療所
     せんだい総合健診クリ仙台市青葉区一番町１丁目９番１常　勤:    6理事長　森山　紀之 移転 消   現存
     ニック 号仙台トラストタワー４階 (医       6) 平28. 8. 1
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7855113836  竹中耳鼻咽喉科 〒980-0801 022-225-2265竹中　正之 竹中　正之 平 5. 4. 1耳い 診療所
     仙台市青葉区木町通　１－７－９常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7865113943  迫内科消化器科 〒980-0813 022-263-5711医療法人社団はさま会迫　研一 平 6. 1. 1内   呼   消  診療所
     仙台市青葉区米ケ袋　１ー２ー１常　勤:    1　理事長　迫研一 組織変更 循   現存
     ３ (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7875113950  医療法人柴崎内科小児〒980-0871 022-271-7575医療法人柴崎内科小児柴崎　篤 昭60.10. 1一般         2診療所
     科医院 仙台市青葉区八幡　４ー２ー１１常　勤:    1科医院　理事長　柴崎 組織変更 内   小   呼  現存
     (医       1)篤 平24.10. 1アレ 循   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7885113976  木町さとうクリニック〒980-0801 022-222-4412佐藤　田實 佐藤　田實 平 6. 1. 1神   内   診療所
     仙台市青葉区木町通　１ー８ー１常　勤:    1 新規 漢方内科 現存
     ５木町通オフィスビル３Ｆ (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7895114081  千葉クリニック 〒981-0935 022-275-7333医療法人社団千葉クリ千葉　純治 平 7. 1. 1内   整外 外  診療所
     仙台市青葉区三条町　１６ー１３常　勤:    2ニック　理事長　千葉 組織変更 胃   こう 循  現存
     (医       2)純治 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  7905114107  貝ケ森きむら医院 〒981-0942 022-279-7200医療法人社団貝ケ森き木村　晴茂 平 7. 1. 1外   内   胃  診療所
     仙台市青葉区貝ケ森　６ー１５ー常　勤:    2むら医院　理事長　木 組織変更 整外 皮   ひ  現存
     ８ (医       2)村晴茂 平28. 1. 1こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7915114115  医療法人社団浩然会　〒981-0961 022-279-0255医療法人社団浩然会　及川　浩助 平 7. 1. 1内   診療所
     桜ヶ丘あおぞら内科 仙台市青葉区桜ケ丘　２ー１３ー常　勤:    2理事長　及川浩助 組織変更 現存
     ３ (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7925114123  医療法人広愛会松原医〒989-3127 022-392-3111医療法人広愛会松原医松原　尚 平 7. 4. 1内   小   アレ診療所
     院 仙台市青葉区愛子東　２－３－６常　勤:    1院　理事長　松原　尚 組織変更 現存
     ３ (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7935114164  かわむらこどもクリニ〒981-0907 022-271-5255医療法人社団かわむら川村　和久 平 7. 7. 1小   診療所
     ック 仙台市青葉区高松　１－１６－１常　勤:    1こどもクリニック　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　川村和久 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7945114172  原クリニック 〒981-0913 022-274-2772医療法人社団原クリニ原　敬造 平14. 5. 1精   神   内  診療所
     仙台市青葉区昭和町　２－２５ 常　勤:    1ツク　理事長　原敬造 移転 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7955114180  台原高柳病院 〒981-0911 022-273-2525高柳　義伸 高柳　義伸 平 7. 7. 6精神       120病院
     仙台市青葉区台原　６－３－３３常　勤:    5 交代 精   心内 内  現存
     (医       5) 平28. 7. 6消   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7965114230  内山内科医院 〒980-0873 022-225-4568内山　尚 内山　尚 平 7. 8.23内   診療所
     仙台市青葉区広瀬町　４－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 8.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7975114263  武山耳鼻咽喉科医院 〒980-0013 022-227-3221武山　実 武山　実 平 7.11. 1耳い アレ 診療所
     仙台市青葉区花京院　２－２－１常　勤:    1 交代 現存
     １ (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7985114271  のだクリニック 〒980-0811 022-267-5822野田　茂樹 野田　茂樹 平 7.11. 1精   診療所
     仙台市青葉区一番町　３－５－１常　勤:    1 新規 現存
     ６アクアビル　三階 (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  7995114305  神林耳鼻咽喉科医院 〒981-0952 022-277-2377医療法人社団一陽会　神林　潤一 平 8. 1. 1耳い アレ 診療所
     仙台市青葉区中山　４－２５－２常　勤:    1理事長　神林　潤一 組織変更 現存
     ２ (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8005114347  おおひら内科クリニッ〒980-0802 022-224-1627医療法人社団昭平会　大平　誠一 平 8. 7. 1内   消   診療所
     ク 仙台市青葉区二日町　１６－２７常　勤:    1理事長　大平　誠一 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8015114354  羽二生クリニック 〒981-0933 022-273-1182医療法人社団公愛会　羽二生　邦彦 平16.12. 1内   小   診療所
     仙台市青葉区柏木　２－２－１４常　勤:    1理事長　羽二生邦彦 移転 現存
     (医       1) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8025114362  めときこどもクリニッ〒989-3201 022-278-1041医療法人めときこども目時　規公也 平 8. 7. 1小   診療所
     ク 仙台市青葉区国見ケ丘　１－１４常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     －４ (医       1)目時　規公也 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8035114396  仙台中江病院 〒980-0001 022-263-3031医療法人泉仁会　理事泉山　昌洋 平15. 3. 1一般        30病院
     仙台市青葉区中江　１－１０－１常　勤:    4長　泉山昌洋 移転 療養        30現存
     ８ (医       3) 平27. 3. 1内   神内 リハ
     (薬       1)
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8045114420  一番町クリニック 〒980-0811 022-222-0082医療法人社団一番町ク浦山　幸樹 平 9. 1. 1内   整外 外  診療所
     仙台市青葉区一番町　３ー５ー１常　勤:    2リニック　理事長　浦 組織変更 皮   現存
     ６アクアビル２階 (医       2)山幸樹 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8055114461  土橋内科医院 〒980-0871 022-272-9220医療法人土橋内科医院小田倉　弘典 平 9. 7. 1内   循   診療所
     仙台市青葉区八幡　２ー１１ー８常　勤:    1　理事長　小田倉　弘 組織変更 現存
     (医       1)典 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8065114511  さくやま小児科クリニ〒989-3204 022-279-9161作山　昌則 作山　昌則 平 9.10. 1小   内   診療所
     ック 仙台市青葉区南吉成　４ー１３ー常　勤:    1 新規 現存
     ２ (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8075114529  てらさわ小児科 〒981-0952 022-303-1515寺澤　政彦 寺澤　政彦 平 9.12. 1小   診療所
     仙台市青葉区中山　２ー２６ー２常　勤:    1 移転 現存
     ０ (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  8085114537  秋元医院 〒981-0961 022-277-8688医療法人社団秋元医院秋元　実 平10. 1. 1外   内   皮  診療所
     仙台市青葉区桜ケ丘　１ー３３ー常　勤:    1　理事長　秋元実 組織変更 こう リハ 現存
     ６ (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8095114578  春樹記念眼科診療所 〒980-0021 022-227-1360医療法人社団平成会　山口　千鶴 平10. 3. 1眼   診療所
     仙台市青葉区中央　２ー８ー３２常　勤:    1理事長　岡部　仁 新規 現存
     生活文化ビル (医       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8105114586  平成眼科病院 〒989-3121 022-302-1066医療法人社団平成会　酒井　文明 平10. 4. 1一般        30病院
     仙台市青葉区郷六字沼田　１３ー常　勤:    5理事長　岡部　仁 組織変更 眼   現存
     ３ (医       5) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8115114594  遠藤外科医院 〒980-0003 022-223-1755遠藤　潔 遠藤　潔 平10. 3. 5外   診療所
     仙台市青葉区小田原　６ー５ー３常　勤:    1 交代 現存
     ７ (医       1) 平28. 3. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8125114610  大平メンタルクリニッ〒980-0871 022-723-5573大平　常元 大平　常元 平10. 4. 1精   心内 内  診療所
     ク 仙台市青葉区八幡　３ー２ー１１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8135114628  かきさかクリニック 〒980-0871 022-275-0212柿坂　光彦 柿坂　光彦 平10. 4. 1外   こう 内  診療所
     仙台市青葉区八幡　２ー１ー２７常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8145114644  海瀬内科クリニック 〒980-0801 022-723-5155海瀬　信子 海瀬　信子 平10. 4. 1内   診療所
     仙台市青葉区木町通　１ー６ー３常　勤:    1 新規 現存
     ２晩翠ウィングビル２階 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8155114651  千田眼科 〒980-0801 022-723-5026千田　靖 千田　靖 平10. 4. 1眼   診療所
     仙台市青葉区木町通　１ー６ー３常　勤:    1 新規 現存
     ２ー２０３ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8165114685  森　洋子クリニック 〒980-6110 022-723-3360森　洋子 森　洋子 平23. 8.29外   内   診療所
     仙台市青葉区中央１－３－１アエ常　勤:    1 移転 現存
     ル１０階　Ａ区画・Ｅ区画 (医       1) 平29. 8.29
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  8175114701  公益財団法人宮城県結〒989-3203 022-719-5161公益財団法人宮城県結松田　堯 平10. 8. 1内   呼   循  診療所
     核予防会複十字健診セ仙台市青葉区中山吉成　２－３－常　勤:    3核予防会　理事長　渡 新規 現存
     ンター １ (医       3)辺　彰 平28. 8. 1
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8185114750  会川クリニック内科呼〒981-0931 022-234-5927医療法人会川クリニッ会川　尚志 平11. 1. 1内   呼   診療所
     吸器科 仙台市青葉区北山　１－４－１２常　勤:    1ク　理事長　会川尚志 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8195114776  伊藤病院 〒980-0802 022-222-8688医療法人香木会伊藤病伊藤　聡彦 平11. 4. 1一般 病院
     仙台市青葉区二日町　８－８ 常　勤:    4院　理事長　伊藤聡彦 組織変更     一般    40現存
     (医       2) 平29. 9. 1整外 外   
     (薬       2)
     非常勤:   12
     (医      11)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8205114826  仙台市北部急患診療所〒981-0912 022-301-6611仙台市長　郡　和子 菊地　秀 平11. 6. 1内   小   外  診療所
     仙台市青葉区堤町　１ー１ー２エ常　勤:    3 新規 現存
     ムズ北仙台２階 (医       3) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8215114842  くりう耳鼻科 〒989-3122 022-391-8733医療法人社団くりう耳板垣　政信 平11. 7. 1耳い 診療所
     仙台市青葉区栗生　５－８－１０常　勤:    1鼻科　理事長　板垣政 組織変更 現存
     ロワールＴＮ２Ｆ (医       1)信 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8225114859  白根胃腸クリニック 〒980-0011 022-263-3151医療法人社団白根胃腸白根　昭男 平11. 7. 1内   胃   診療所
     仙台市青葉区上杉　２ー１ー３０常　勤:    2クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       2)白根昭男 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8235114867  仙台すこやかクリニッ〒980-0871 022-219-0052医療法人星陵会　理事高橋　寿太郎 平11. 7. 1一般        19診療所
     ク 仙台市青葉区八幡　２ー４ー１３常　勤:    1長　松井博滋 新規 内   リハ 放  現存
     (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8245114875  医療法人よしむら皮フ〒989-3201 022-277-2505医療法人よしむら皮フ吉村　達雄 平14. 4. 1皮   アレ 診療所
     科クリニック 仙台市青葉区国見ケ丘　１－３－常　勤:    1科クリニック　理事長 移転 現存
     ７ (医       1)　吉村達雄 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8255114917  みみ・はな・のど北仙〒981-0912 022-275-3388古川　加奈子 古川　加奈子 平11.11. 1耳い 診療所
     台クリニック 仙台市青葉区堤町　１ー１ー２エ常　勤:    1 新規 現存
     ムズ北仙台４Ｆ (医       1) 平29.11. 1
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  8265114958  武者クリニック 〒981-0944 022-728-7228武者　盛宏 武者　盛宏 平11.12. 1精   神   内  診療所
     仙台市青葉区子平町　８ー１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8275114966  イギス・クリニック・〒980-0011 022-274-7333医療法人社団イギス・遠藤　京子 平12. 1. 1皮   アレ 診療所
     ベルポー 仙台市青葉区上杉　６ー２ー２６常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)遠藤京子 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8285114974  瀬野整形外科診療所 〒980-0021 022-261-8361瀬野　幸治 瀬野　幸治 平14.11. 1整外 診療所
     仙台市青葉区中央２－２－５あお常　勤:    1 移転 現存
     ば通駅前ビル５階 (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8295114990  さど眼科 〒980-0021 022-722-1201佐渡　一成 佐渡　一成 平12. 1. 1眼   診療所
     仙台市青葉区中央　２ー４ー１１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8305115005  池田クリニック 〒981-0904 022-233-5502医療法人社団　池田ク綿谷　かおる 平12. 6. 1小   耳い 診療所
     仙台市青葉区旭ケ丘　２－１５－常　勤:    2リニック　理事長　綿 移転 現存
     １５ (医       2)谷　秀弥 平30. 6. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8315115013  ささきクリニック 〒981-0904 022-727-7855佐々木　巌 佐々木　巌 平12. 6. 1内   消   麻  診療所
     仙台市青葉区旭ケ丘　３－１５－常　勤:    1 移転 現存
     ３１ (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8325115047  西村アレルギー科小児〒981-0932 022-727-6322西村　安弘 西村　安弘 平12. 4. 1アレ 小   内  診療所
     科 仙台市青葉区木町　９ー２６ 常　勤:    1 新規 神   呼   皮  現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8335115054  むとう眼科医院 〒989-3201 022-277-2772武藤　勉 武藤　勉 平12. 4. 1眼   診療所
     仙台市青葉区国見ケ丘　１ー４ー常　勤:    1 新規 現存
     １１ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8345115088  前澤医科歯科クリニッ〒989-3211 022-391-3977前澤　祥 前澤　祥 平12. 7. 1内   診療所
     ク 仙台市青葉区赤坂　２－２３－１常　勤:    1 新規 現存
     ０ (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  8355115096  栗生内科胃腸科医院 〒989-3126 022-392-1333医療法人社団　慶健会佐々木　健三 平15.11. 1内   胃   診療所
     仙台市青葉区落合６－１－１ 常　勤:    1　理事長　佐々木　健 移転 現存
     (医       1)三 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8365115112  結城産婦人科医院 〒981-0911 022-272-8431医療法人社団　結城産結城　広光 平12. 8. 1一般 診療所
     仙台市青葉区台原２－１２－８ 常　勤:    3婦人科医院　理事長　 組織変更     一般     8現存
     (医       2)湊　敬一 平24. 8. 1産婦 
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8375115138  一番町メンタルクリニ〒980-0811 022-221-2277斎藤　徹 斎藤　徹 平26. 4. 1精   心内 内  診療所
     ック 仙台市青葉区一番町　２－４－１常　勤:    1 移転 現存
     ９シリウス・一番町３Ｆ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8385115179  河北診療所 〒980-0022 022-211-1457大越　博子 大越　博子 平12.11. 6内   小   診療所
     仙台市青葉区五橋　１－２－２８常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24.11. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8395115187  佐々木整形外科麻酔科〒981-0931 022-272-1675医療法人　あいびー　佐々木　祐肇 平13. 1. 1一般        12診療所
     クリニック 仙台市青葉区北山　１ー４ー８ 常　勤:    1理事長　佐々木　信之 組織変更 整外 リハ 麻  現存
     (医       1) 平25. 1. 1リウ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8405115195  笠原内科循環器科クリ〒981-0932 022-301-5111医療法人社団　栄光会笠原　信弥 平13. 1. 1内   循   診療所
     ニック 仙台市青葉区木町　１７ー３ 常　勤:    1　理事長　笠原　信弥 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8415115252  あおば通内科井上クリ〒980-0021 022-211-5741井上　美知子 井上　美知子 平20. 5. 1内   診療所
     ニック 仙台市青葉区中央３－２－１６第常　勤:    1 移転 現存
     ２ＭＫビル３階 (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8425115260  ひがしかつやまクリニ〒981-0923 022-728-6501米本　行範 米本　行範 平13. 6. 1内   婦   診療所
     ック 仙台市青葉区東勝山　２ー１４ー常　勤:    2 新規 現存
     １３ (医       1) 平25. 6. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8435115294  松尾けんこうクリニッ〒981-0907 022-727-1033松尾　兼幸 松尾　兼幸 平13.10. 1内   外   形外診療所
     ク 仙台市青葉区高松２－１１－７４常　勤:    1 新規 皮   アレ 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8445115336  まつばら水の森クリニ〒981-0962 022-303-7855松原　修二 松原　修二 平13.12. 1胃   内   外  診療所
     ック 仙台市青葉区水の森３－４１－１常　勤:    1 新規 こう リハ 現存
     ５－３Ｆ (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  8455115344  花壇医院 〒980-0815 022-222-0052医療法人　花壇医院　武山　大也 平14. 1. 1内   小   耳い診療所
     仙台市青葉区花壇５－３ 常　勤:    2理事長　武山　大也 組織変更 現存
     (医       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8465115369  江川クリニック 〒981-0904 022-274-1205医療法人　江川クリニ江川　春延 平14. 1. 1内   胃   消  診療所
     仙台市青葉区旭ケ丘　４ー３５ー常　勤:    2ック　理事長　江川　 組織変更 現存
     ２７ (医       2)春延 平26. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8475115377  晩翠通クリニック 〒980-0822 022-723-8880医療法人　社団神谷会神谷　則昭 平14. 1. 1形外 皮   診療所
     仙台市青葉区立町　１ー２３ 常　勤:    1　理事長　神谷　則昭 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8485115385  中山耳鼻咽喉科医院 〒981-0931 022-233-5738宮倉　秀人 宮倉　秀人 平14. 1.19耳い 診療所
     仙台市青葉区北山　１－１０－２常　勤:    1 交代 現存
     ０ (医       1) 平26. 1.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8495115435  台原まことクリニック〒981-0911 022-301-5567高橋　誠 高橋　誠 平14. 6. 1内   アレ 呼  診療所
     仙台市青葉区台原　５－１－５４常　勤:    1 新規 循   現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8505115450  東勝山なかざわ内科・〒981-0923 022-728-8181医療法人社団健秀会　中澤　秀喜 平23. 7. 6内   呼   アレ診療所
     アレルギー科 仙台市青葉区東勝山３丁目１４番常　勤:    1理事長　中澤　秀喜 移転 循   消   小  現存
     １１号 (医       1) 平29. 7. 6
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8515115476  医療法人社団ぶなの森〒981-0933 022-275-1310医療法人社団　ぶなの佐藤　春彦 平26. 4. 1内   麻   診療所
     　柏木クリニック 仙台市青葉区柏木２－６－２ 常　勤:    1森　理事長　臼井　惠 移転 血液透析、予防現存
     (医       1)二 平26. 4. 1接種
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8525115492  おくやまアイクリニッ〒981-0964 022-279-2222医療法人社団　おくや奥山　茂美 平14. 8. 1眼   診療所
     ク 仙台市青葉区荒巻中央　１７－１常　勤:    1まアイクリニック　理 組織変更 現存
     ６ (医       1)事長　奥山　茂美 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8535115534  佐藤玄德内科クリニッ〒980-0014 022-216-5601佐藤　玄德 佐藤　玄德 平14.10. 1内   消   呼  診療所
     ク 仙台市青葉区本町　１－１３－３常　勤:    1 新規 現存
     ２ (医       1) 平26.10. 1
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  8545115567  東西クリニック仙台 〒989-3204 022-277-6221丹野　恭夫 丹野　恭夫 平14.11. 1内   アレ 呼  診療所
     仙台市青葉区南吉成３－１－２３常　勤:    1 移転 循   小   心内現存
     (医       1) 平26.11. 1リウ 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8555115575  みやぎ台かねこ医院 〒989-3214 022-391-3611金子　道也 金子　道也 平14.11. 1内   胃   外  診療所
     仙台市青葉区みやぎ台３－２６－常　勤:    2 新規 現存
     ８ (医       1) 平26.11. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8565115583  仙台腎泌尿器科 〒989-3204 022-719-6622医療法人社団仙台腎泌豊田　精一 平15. 1. 1一般 診療所
     仙台市青葉区南吉成　３－１－３常　勤:    1尿器科　理事長　豊田 組織変更     一般    11現存
     ２ (医       1)　精一 平27. 1. 1ひ   内   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8575115591  青葉通駅前　おかもと〒980-0021 022-722-0058岡本　芳文 岡本　芳文 平15. 1. 1心内 内   神  診療所
     クリニック 仙台市青葉区中央　３－３－１８常　勤:    1 新規 精   現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8585115617  桜ケ丘クリニック 〒981-0961 022-303-2555医療法人さくら　理事福島　健泰 平15. 1. 1内   呼   アレ診療所
     仙台市青葉区桜ケ丘　７－２２－常　勤:    1長　福島　健泰 組織変更 循   神   心内現存
     ８ (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8595115625  かねとう腎泌尿器科ク〒980-0021 022-216-7111金藤　博行 金藤　博行 平23. 8. 1ひ   内   診療所
     リニック 仙台市青葉区中央３丁目１－２２常　勤:    1 移転 現存
     エキニア青葉通り８Ｆ (医       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8605115674  台原内科クリニック 〒981-0911 022-727-1311医療法人台原内科クリ遊佐　明 平15. 7. 1内   循   診療所
     仙台市青葉区台原　１－７－２８常　勤:    2ニック　理事長　古田 組織変更 現存
     (医       2)　隆史 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8615115682  森ウイメンズクリニッ〒989-3204 022-719-3767医療法人連理会　理事森　俊彦 平15. 7. 1一般 診療所
     ク 仙台市青葉区南吉成　３－１－２常　勤:    1長　森　俊彦 組織変更     一般 現存
     ３Ｃ棟２Ｆ　Ｃ－２Ｅ (医       1) 平27. 7. 1婦   産   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8625115708  森るり子内科クリニッ〒980-0022 022-221-2119医療法人連理会　理事森　るり子 平15. 7. 1内   診療所
     ク 仙台市青葉区五橋　１－６－２３常　勤:    1長　森　俊彦 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  8635115724  あかかぶクリニック 〒980-0021 022-224-6788古暮　恒夫 古暮　恒夫 平15. 8. 1心内 内   神  診療所
     仙台市青葉区中央　２－４－３ナ常　勤:    1 新規 精   現存
     カジマビル３Ｆ (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8645115823  五橋神経科クリニック〒980-0022 022-214-5215医療法人社団真裕会　西尾　幸一 平16. 4. 1神   心内 精  診療所
     仙台市青葉区五橋　２－１－４ 常　勤:    1理事長　西尾　美栄子 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8655115849  広瀬耳鼻咽喉科クリニ〒980-0873 022-222-1102陳　志傑 陳　志傑 平16. 4. 1耳い アレ 診療所
     ック 仙台市青葉区広瀬町　４－８－１常　勤:    1 新規 現存
     ０９ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8665115856  しかない整形外科クリ〒981-0952 022-277-2330鹿内　正憲 鹿内　正憲 平16. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     ニック 仙台市青葉区中山　９－１－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8675115906  東照宮駅前皮ふ科クリ〒980-0004 022-273-3303小澤　宏明 小澤　宏明 平21. 6. 1皮   診療所
     ニック 仙台市青葉区宮町５丁目７番２０常　勤:    2 移転 現存
     号 (医       2) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8685115914  古川眼科 〒980-0021 022-211-0338医療法人社団古川会　古川　秀明 平16. 7. 1眼   診療所
     仙台市青葉区中央　１－７－４ 常　勤:    1理事長　古川　秀明 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8695115963  すずきクリニック 〒989-3122 022-391-0765鈴木　仁 鈴木　仁 平16.12. 1内   胃   消  診療所
     仙台市青葉区栗生　４－１２－３常　勤:    1 新規 呼   循   アレ現存
     (医       1) 平28.12. 1皮   小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8705115971  愛子整形外科 〒989-3127 022-391-8391医療法人社団広安会　安　相煥 平17. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     仙台市青葉区愛子東　１－４－４常　勤:    1理事長　安　相煥 組織変更 現存
     ５ (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8715115997  佐藤裕也眼科医院 〒980-0022 022-227-6752医療法人桑友会　理事安田　勇 平17. 1. 1一般        19診療所
     仙台市青葉区五橋　１－６－２３常　勤:    4長　佐藤　裕也 組織変更 眼   麻   現存
     (医       4) 平29. 1. 1
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8725116003  さいとう眼科 〒980-0021 022-355-8268医療法人社団さいとう齋藤　清文 平28. 4. 1眼   診療所
     仙台市青葉区中央１－１－１　エ常　勤:    1眼科　理事長　齋藤　 移転 現存
     スパル仙台４Ｆ (医       1)清文 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  8735116037  青葉通けやきクリニッ〒980-0804 022-263-0280小針　修三 小針　修三 平17. 6. 1精   内   心内診療所
     ク 仙台市青葉区大町１丁目１－８第常　勤:    1 新規 神内 現存
     ３青葉ビル４階 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8745116045  草刈内科医院 〒981-0908 022-271-9251医療法人草恵会　理事草刈　拓 平17. 7. 1一般         7診療所
     仙台市青葉区東照宮２－１－２ 常　勤:    1長　草刈拓 組織変更 療養        12現存
     (医       1) 平29. 9. 1内   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8755116060  杜のホスピタル・あお〒980-0871 022-718-8871医療法人社団初心会　鹿野　英生 平17. 7. 1精神        99病院
     ば 仙台市青葉区八幡　６－９－３ 常　勤:    3理事長　鹿野英生 組織変更 精   内   現存
     (医       3) 平29. 9. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8765116078  川平内科 〒981-0954 022-303-2523医療法人川平内科　理千葉　茂実 平17. 8. 1一般        19診療所
     仙台市青葉区川平３－４０－１０常　勤:    2事長　堀籠郁夫 新規 内   循   現存
     (医       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8775116086  なかの皮ふ科・形成外〒989-3204 022-303-3078医療法人社団優藍会　中野　憲一 平17. 8. 1皮   形外 美外診療所
     科 仙台市青葉区南吉成　３－１－２常　勤:    1理事長　中野憲一 組織変更 現存
     ３Ｃ棟２Ｇ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8785116102  加藤整形外科クリニッ〒989-3204 022-719-5885医療法人社団恵泉会　島村　崇 平17. 8. 1整外 リハ 診療所
     ク 仙台市青葉区南吉成　３－１－２常　勤:    2理事長　島村　崇 組織変更 現存
     ３Ｃ棟２Ｆ (医       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8795116110  くにみ整形外科クリニ〒981-0943 022-274-0923髙松　克哉 高松　克哉 平17. 9. 1整外 リハ 診療所
     ック 仙台市青葉区国見４－２－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8805116128  くにみ内科クリニック〒981-0943 022-301-6530木村　光雄 木村　光雄 平17. 9. 1内   胃   呼  診療所
     仙台市青葉区国見４－２－５ 常　勤:    1 新規 循   アレ 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8815116144  北仙台レディースクリ〒981-0913 022-234-3541日野　勝彦 日野　勝彦 平17.10. 1産   婦   診療所
     ニック 仙台市青葉区昭和町５－２８ロイ常　勤:    1 新規 現存
     ヤルオフィス北仙台３Ｆ (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8825116177  やん整形外科クリニッ〒989-3126 022-391-5887楊　雪梅 楊　雪梅 平17.11. 1整外 リハ リウ診療所
     ク 仙台市青葉区落合６－１２－１ 常　勤:    1 新規 形外 現存
     (医       1) 平29.11. 1
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  8835116185  きたのはら女性クリニ〒980-0803 022-722-2077北野原　正高 北野原　正高 平17.11. 1産婦 内   診療所
     ック 仙台市青葉区国分町２－２－５柴常　勤:    1 新規 現存
     崎ビル８Ｆ (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8845116193  杜のレディースクリニ〒980-0021 022-711-2351鈴木　卓 鈴木　卓 平17.12. 1産婦 診療所
     ック 仙台市青葉区中央２－７－１５Ｃ常　勤:    1 新規 現存
     ＯＸＢＬＤ　４Ｆ (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8855116227  仙台往診クリニック 〒980-0013 022-212-8501川島　孝一郎 川島　孝一郎 平18. 1. 1内   神内 神  診療所
     仙台市青葉区花京院２－１－７－常　勤:    2 新規 精   現存
     ３階 (医       1) 平30. 1. 1
     (薬       1)
     非常勤:   19
     (医      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8865116235  医療法人社団嘉数会か〒980-0871 022-263-5531医療法人社団嘉数会　嘉数　研二 平18. 1. 1一般    診療所
     かず整形外科 仙台市青葉区八幡３ー４ー１３ 常　勤:    2理事長　嘉数研二 組織変更 療養    現存
     (医       2) 平30. 1. 1整外 麻   リウ
     非常勤:    1 リハ 
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8875116243  堀田内科 〒980-0822 022-223-2660医療法人有麟堂堀田内堀田　高秀 平18. 1. 1一般        19診療所
     仙台市青葉区立町１２ー３ 常　勤:    1科　理事長　堀田高秀 組織変更 内   現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8885116250  宮城県立こども病院 〒989-3126 022-391-5111地方独立行政法人宮城今泉　益栄 平18. 4. 1一般 病院
     (5133814  ) 仙台市青葉区落合４－３－１７ 常　勤:   91県立こども病院　理事 新規     一般   241現存
     (医      84)長　今泉　益栄 平30. 4. 1小   精   神  
     (歯       2) 呼   消   循  
     (薬       5) アレ リウ 整外
     非常勤:    6 形外 脳外 心外
     (医       6) 小外 皮   ひ  
     産   眼   耳い
     リハ 放   麻  
     小歯 歯外 矯歯
     病理 歯   他  
     腎臓内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8895116326  さいとう伸整形外科ク〒981-0966 022-728-6730齋藤　伸 齋藤　伸 平18. 7. 1整外 診療所
     リニック 仙台市青葉区荒巻本沢３－１－１常　勤:    1 新規 現存
     ５ (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  8905116342  あきもとクリニック 〒989-3122 022-392-3371医療法人社団あきもと秋元　弘治 平18. 7. 1循   内   呼  診療所
     仙台市青葉区栗生７－１０－７ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 小   外   皮  現存
     (医       1)秋元弘治 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8915116367  仙台星陵クリニック 〒980-0801 022-273-3533医療法人星陵会　理事宮澤　英充 平18. 9. 1内   放   診療所
     仙台市青葉区木町通２－４－４５常　勤:    6長　松井博滋 新規 現存
     (医       6) 平24. 9. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8925116375  荒巻なべ胃腸科内科ク〒981-0966 022-719-6071渡邉　浩光 渡邉　浩光 平18. 9. 1胃   内   アレ診療所
     リニック 仙台市青葉区荒巻本沢３－１－７常　勤:    1 新規 循   現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8935116391  とよま整形外科クリニ〒980-0022 022-222-4561登米　祐也 登米　祐也 平18. 9. 1整外 リハ 診療所
     ック 仙台市青葉区五橋１－６－６－１常　勤:    1 新規 現存
     Ｆ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8945116466  広瀬通クリニック 〒980-0021 022-722-1670千葉　英明 千葉　英明 平18.12. 1心内 神   精  診療所
     仙台市青葉区中央２－１１－１９常　勤:    1 新規 現存
     仙南ビル６Ｆ (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8955116516  奥口内科クリニック 〒980-0021 022-215-7171医療法人　楽生会　理奥口　文宣 平19. 1. 1内   精   呼  診療所
     仙台市青葉区中央２－１０－１２常　勤:    1事長　奥口　文宣 組織変更 消   循   心内現存
     仙台マルセンビル２階 (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8965116524  医療法人社団曽木会　〒989-3216 022-391-3311医療法人社団曽木会　曽木　尚文 平19. 1. 1外   整外 小  診療所
     高野原曽木医院 仙台市青葉区高野原４－１０－１常　勤:    1理事長　曽木　尚文 組織変更 アレ 内   現存
     ４ (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8975116532  棚橋よしかつ十泌尿器〒980-0803 022-722-0028医療法人棚橋よしかつ棚橋　善克 平19. 1. 1ひ   診療所
     科 仙台市青葉区国分町２－２－１１常　勤:    1泌尿器科　理事長　棚 組織変更 現存
     オパール仙台ビル３Ｆ (医       1)橋　善克 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8985116557  吉成台内科胃腸科 〒989-3206 022-303-2320医療法人雄美会　吉成山崎　日出雄 平19. 1. 1内   消   胃  診療所
     仙台市青葉区吉成台１－２－５ 常　勤:    1台内科胃腸科　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　山崎　日出雄 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8995116565  宮町通りクリニック 〒980-0004 022-223-2082医療法人　悠心会　理中目　貴彦 平19. 1. 1内   循   呼  診療所
     仙台市青葉区宮町１－１－４８ 常　勤:    1事長中目　貴彦 組織変更 外   心外 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
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  9005116573  医療法人社団長生会　〒989-3122 022-302-8401医療法人社団長生会　太田　達郎 平19. 3. 1内   診療所
     仙台けやきクリニック仙台市青葉区栗生６－７－２ 常　勤:    1理事長　林　明伸 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 3. 1
     非常勤:   18
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9015116581  京野アートクリニック〒980-0014 022-722-8841医療法人社団レディー五十嵐　秀樹 平19. 3. 1婦   ひ   診療所
     仙台市青葉区本町１－１－１ 常　勤:    4スクリニック京野　理 新規 現存
     (医       4)事長　京野　廣一 平25. 3. 1
     非常勤:    8
     (医       7)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9025116599  長池産婦人科 〒980-0021 022-222-5251長池　文康 長池　文康 平19. 3. 1一般         3診療所
     仙台市青葉区中央３－４－２ 常　勤:    2 交代 産婦 麻   現存
     (医       2) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9035116615  わだゆうこ眼科クリニ〒980-0011 022-395-7100和田　裕子 和田　裕子 平19. 4. 1眼   診療所
     ック 仙台市青葉区上杉１－４－２８－常　勤:    1 新規 現存
     ３Ｆ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9045116623  いつつばしクリニック〒980-0022 022-797-8625柿崎　正榮 柿崎　正榮 平19. 4. 1内   循   消  診療所
     仙台市青葉区五橋１－１－５８ダ常　勤:    1 新規 リハ 現存
     イアパレス仙台中央９０９ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9055116631  神経内科クリニック仙〒980-0021 022-723-6523医療法人社団一志会　沖田　直 平20. 9. 1神内 内   リハ診療所
     台 仙台市青葉区中央３－１－２２エ常　勤:    1理事長　沖田　直 移転 現存
     キニア青葉通り６階 (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9065116649  北仙台診療所 〒981-0915 022-272-5850佐川　純司 佐川　純司 平19. 5. 1内   外   リハ診療所
     仙台市青葉区通町２－５－６ 常　勤:    1 新規 皮   現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9075116664  せんだい皮膚科医院 〒980-0811 022-722-2725合田　正俊 合田　正俊 平19. 6. 1皮   診療所
     仙台市青葉区一番町３－５－１６常　勤:    1 新規 現存
     アクアビル４Ｆ (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9085116672  仙台画像検診クリニッ〒980-0022 022-211-9877医療法人みやぎクリニ伊藤　正敏 平19. 9. 1放   内   リウ診療所
     ク 仙台市青葉区五橋２－１－２５ 常　勤:    4ック　理事長　松井　 新規 他   現存
     (医       3)博滋 平25. 9. 1膠原病内科
     (薬       1)
     非常勤:    4
     (医       4)
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  9095116680  医療法人徳洲会　上愛〒989-3124 022-392-0330医療法人徳洲会　理事佐藤　昇一 平19. 9. 1内   診療所
     子クリニック 仙台市青葉区上愛子字街道７７－常　勤:    1長　鈴木　隆夫 組織変更 現存
     ３ (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9105116706  仙台のだ眼科クリニッ〒981-0933 022-234-1390医療法人永昇　理事長野田　敏雄 平19.12. 1眼   診療所
     ク 仙台市青葉区柏木１－１－５５ 常　勤:    1　野田　邦雄 新規 現存
     (医       1) 平25.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9115116714  向仁会永井産婦人科 〒980-0824 022-222-5582医療法人永井向仁会　永井　堅 平19.12. 1一般        19診療所
     仙台市青葉区支倉町４－３ 常　勤:    2理事長　永井　宏 新規 産婦 産   婦  現存
     (医       2) 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9125116722  厚生仙台クリニック 〒981-0933 022-727-7667医療法人　西隆会　理中川　学 平20. 1. 1放   内   診療所
     仙台市青葉区柏木１－５－４５ 常　勤:    3事長　山口　龍生 新規 現存
     (医       3) 平26. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9135116730  大内医院 〒980-0002 022-222-9870大内　英郎 大内　英郎 平20. 1.22内   消   循  診療所
     仙台市青葉区福沢町１－３４ 常　勤:    1 交代 呼   現存
     (医       1) 平26. 1.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9145116748  小野寺内科小児科胃腸〒981-0913 022-234-4743小野寺　英朗 小野寺　英朗 平20. 1.29内   小   胃  診療所
     科医院 仙台市青葉区昭和町１－２９ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 1.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9155116755  一般財団法人宮城県成〒980-6110 022-263-4051一般財団法人　宮城県國井　康男 平20. 3. 1外   診療所
     人病予防協会中央診療仙台市青葉区中央１－３－１アエ常　勤:    1成人病予防協会　理事 新規 現存
     所レディースクリニッル１０階 (医       1)長　日下　睦男 平26. 3. 1
     ク 非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9165116763  あやし眼科クリニック〒989-3122 022-302-8455伊勢屋　貴史 伊勢屋　貴史 平20. 4. 1眼   診療所
     仙台市青葉区栗生７丁目１０－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  9175116797  東北福祉大学せんだん〒989-3201 022-303-0125学校法人栴檀学園　理佐藤　牧人 平20. 6. 1精神       144病院
     ホスピタル 仙台市青葉区国見ケ丘６－６５－常　勤:   11事長　横井　真之 新規 精   内   神内現存
     ８ (医       9) 平26. 6. 1他   
     (薬       2) 児童精神科
     非常勤:    8
     (医       5)
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9185116821  南町通り内科クリニッ〒980-0811 022-716-6277髙橋　寛 高橋　寛 平20. 6. 1内   呼   診療所
     ク 仙台市青葉区一番町２－２－８　常　勤:    1 新規 現存
     ＩＫＩビル２Ｆ (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9195116854  木村眼科医院 〒981-0935 022-271-6106木村　久理 木村　久理 平20. 7. 1眼   診療所
     仙台市青葉区三条町１０－５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9205116862  さかいたけお赤ちゃん〒980-0801 022-263-4976堺　武男 堺　武男 平20. 9. 1小   診療所
     こどもクリニック 仙台市青葉区木町通１－５－１２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9215116870  野村宏脳神経内科クリ〒980-0801 022-224-3741野村　宏 野村　宏 平20.11. 1神内 診療所
     ニック 仙台市青葉区木町通１－５－１２常　勤:    1 新規 現存
     　レイール木町４Ｆ (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9225116920  医療法人財団明理会　〒980-0811 022-262-9331医療法人財団明理会　吉田　まどか 平21. 4. 1内   循   診療所
     イムス仙台クリニック仙台市青葉区一番町２丁目４－１常　勤:    3理事長　中村　哲也 新規 現存
     仙台興和ビル４Ｆ (医       3) 平27. 4. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9235116938  あさひがおか眼科 〒981-0904 022-727-5391陳　進志 陳　進志 平21. 4. 1眼   アレ 診療所
     仙台市青葉区旭ケ丘３丁目２６－常　勤:    1 新規 現存
     ２１小竹ビル２階 (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9245116961  大橋眼科医院 〒980-0021 022-223-3854医療法人社団暁宏会　山口　克宏 平21. 7. 1眼   診療所
     仙台市青葉区中央二丁目９番３４常　勤:    1理事長　山口　克宏 組織変更 現存
     号 (医       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  9255117027  あおば脳神経外科 〒980-0021 022-215-8818医療法人青楓会　理事小川　達次 平22. 1. 1脳外 神内 内  診療所
     仙台市青葉区中央２丁目１１番１常　勤:    3長　小川　達次 組織変更 リハ 現存
     ９号仙南ビル (医       3) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9265117050  片平丁伊藤整形外科 〒980-0811 022-796-2388伊藤　克 伊藤　克 平22. 4. 1整外 リハ 診療所
     仙台市青葉区一番町一丁目１５番常　勤:    1 新規 現存
     １５号 (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9275117068  よだ形成外科クリニッ〒980-0013 022-266-1126依田　拓之 依田　拓之 平22. 6. 1形外 美外 皮  診療所
     ク 仙台市青葉区花京院１－１－６Ｅ常　勤:    2 新規 現存
     ｖｅｒ－ｉ仙台駅前２Ｆ (医       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9285117076  訪問クリニックちから〒980-0802 022-266-9070栁町　栄司 栁町　栄司 平22. 7. 1内   診療所
     仙台市青葉区二日町１８－２６二常　勤:    1 新規 現存
     日町ＯＡビル４Ｆ (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9295117084  医療法人柚桜会中村ク〒980-0021 022-212-3615医療法人柚桜会中村ク中村　雍志 平22. 7. 1内   胃   外  診療所
     リニック 仙台市青葉区中央二丁目２番５号常　勤:    2リニック　理事長　中 組織変更 こう 現存
     あおば通駅前ビル６階 (医       2)村　雍志 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9305117092  ストレスケア・トラス〒980-0811 022-398-6016森田　礼子 森田　礼子 平22. 8. 1心内 神   精  診療所
     トクリニック 仙台市青葉区一番町１－９－１仙常　勤:    1 新規 現存
     台トラストタワー３Ｆ (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9315117100  東二番丁診療所 〒980-0811 022-221-5226佐々木　司 佐々木　司 平22. 8. 1内   呼   循  診療所
     仙台市青葉区一番町１－９－１仙常　勤:    1 新規 胃   放   現存
     台トラストタワー３Ｆ (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9325117118  メンタルヘルス北仙台〒981-0913 022-346-1068佐藤　彰英 佐藤　彰英 平22.10. 1精   心内 内  診療所
     クリニック 仙台市青葉区昭和町５－２８ロイ常　勤:    1 新規 現存
     ヤルオフィス北仙台４Ｆ (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9335117159  仙台内科総合クリニッ〒980-0011 022-217-1732医療法人イーハトーブ鎌田　和彦 平23. 1. 1内   呼   循  診療所
     ク 仙台市青葉区上杉３丁目９番２５常　勤:    1　理事長　鎌田　和彦 組織変更 消   アレ 神内現存
     号ボナハウス上杉２Ｆ (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9345117167  ひろせ中央クリニック〒989-3126 022-391-0755医療法人ひろせ中央ク岩崎　剛一 平23. 1. 1内   小   皮  診療所
     仙台市青葉区落合二丁目４番１２常　勤:    1リニック　理事長　岩 組織変更 外   リハ 現存
     号 (医       1)崎　剛一 平29. 1. 1
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  9355117175  さがら内科クリニック〒981-0905 022-728-8558医療法人社団相和会　相良　幹雄 平23. 1. 1内   他   診療所
     仙台市青葉区小松島四丁目２７番常　勤:    1理事長　相良　幹雄 組織変更 糖尿病内科 現存
     ３３号 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9365117183  阿部内視鏡内科 〒980-0852 022-223-5645阿部　慎哉 阿部　慎哉 平23. 1. 1内   胃   消  診療所
     仙台市青葉区川内川前丁５番地 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9375117191  河北診療所耳鼻咽喉科〒980-0022 022-214-4024髙坂　知節 髙坂　知節 平23. 1. 5耳い アレ 診療所
     仙台市青葉区五橋１－２－２８ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平29. 1. 5
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9385117209  朴澤耳鼻いんこう科 〒980-0803 022-397-8338朴澤　孝治 朴澤　孝治 平23. 2. 1耳い 診療所
     仙台市青葉区国分町２丁目１４番常　勤:    1 新規 現存
     １８号定禅寺パークビル３０４ (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9395117225  ソララクリニック 〒980-0013 022-722-7090医療法人青翔会佐藤ま佐藤　雅樹 平23. 4. 1皮   形外 内  診療所
     仙台市青葉区花京院一丁目２番１常　勤:    1さひでクリニック　理 新規 現存
     ５号ソララプラザ２階 (医       1)事長　佐藤　雅英 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9405117233  やたべ訪問診療クリニ〒980-0012 022-397-9904矢田部　宏一 矢田部　宏一 平27. 9.20内   診療所
     ック 仙台市青葉区錦町１－９－８ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平27. 9.20
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9415117241  こまつ皮膚科クリニッ〒981-0913 022-739-9573小松　俊郎 小松　俊郎 平23. 4. 1皮   アレ 他  診療所
     ク北仙台 仙台市青葉区昭和町３番２４号　常　勤:    1 新規 美容皮膚科 現存
     ２階 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9425117258  明神クリニック 〒980-0021 022-723-1481明神　崇仁 明神　崇仁 平23. 5. 1皮   アレ 形外診療所
     仙台市青葉区中央二丁目６－３６常　勤:    1 新規 美外 現存
     中央レントビル６Ｆ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9435117274  長崎医院 〒980-0004 022-397-9335長崎　裕 長崎　裕 平23. 6. 1内   消   診療所
     仙台市青葉区宮町３丁目７番４９常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  9445117282  あおばの杜診療所 〒980-0803 022-302-4535医療法人社団清山会　石井　一 平23. 6. 1精   神内 心内診療所
     仙台市青葉区国分町三丁目４番５常　勤:    1理事長　山崎　英樹 新規 現存
     号クライスビル２Ｆ (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9455117324  一般財団法人杜の都産〒980-0811 022-217-6678一般財団法人杜の都産丸岡　伸 平23.10. 1内   消   外  診療所
     業保健会　一番町健診仙台市青葉区一番町４丁目９－１常　勤:    5業保健会　理事長　山 新規 婦   循   放  現存
     クリニック ８ＴＩＣビル４・５階 (医       5)田　章吾 平29.10. 1他   
     非常勤:    4 乳腺外科
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9465117340  仙台駅前眼科 〒980-0021 022-716-1016及川　宗彦 及川　宗彦 平24. 1. 1眼   診療所
     仙台市青葉区中央１－１０－１－常　勤:    1 新規 現存
     ４Ｆ (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9475117357  小野よしあき内科クリ〒980-0813 022-211-0125医療法人　Ｂｅａｕ　小野　美明 平24. 1. 1内   循   呼  診療所
     ニック 仙台市青葉区米ケ袋２丁目３－４常　勤:    1Ｓａｎｔ’ｅ　理事長 組織変更 アレ 消   小  現存
     (医       1)　小野　美明 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9485117365  あおばアイクリニック〒980-0021 022-726-2155松本　秀夫 松本　秀夫 平24. 1. 1眼   診療所
     仙台市青葉区中央１－７－２アー常　勤:    1 交代 現存
     ルアイ名掛丁２号館３階 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9495117373  木町小児科医院 〒981-0933 022-273-3505新井　宣博 新井　宣博 平24. 4. 1小   診療所
     仙台市青葉区柏木３丁目１－４３常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9505117381  ともみ皮フ科 〒980-0811 022-222-1150上野　智美 上野　智美 平24. 4. 1皮   アレ 診療所
     仙台市青葉区一番町三丁目６－１常　勤:    1 新規 現存
     一番町平和ビル５階５０１－１号(医       1) 平30. 4. 1
     室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9515117399  一番町きじまクリニッ〒980-0811 022-222-1071医療法人　木島医院　木島　穣二 平24. 4. 1外   こう 診療所
     ク 仙台市青葉区一番町三丁目６－１常　勤:    1理事長　木島　穣二 新規 現存
     一番町平和ビル５階５０１－２号(医       1) 平30. 4. 1
     室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  9525117415  さはた内科クリニック〒980-0811 022-265-0515佐畑　貴之 佐畑　貴之 平24. 4. 1内   診療所
     仙台市青葉区一番町三丁目６－１常　勤:    1 新規 現存
     一番町平和ビル５階５０４号室 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9535117423  三品内科医院 〒980-0824 022-227-3986三品　直子 三品　直子 平24. 3. 1内   診療所
     仙台市青葉区支倉町２－３７支倉常　勤:    1 交代 現存
     マンション１Ｆ (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9545117431  北四番丁なかがわ皮フ〒980-0011 022-721-5041中川　聡 中川　聡 平24. 5. 1皮   アレ 診療所
     科クリニック 仙台市青葉区上杉２－３－１９－常　勤:    1 新規 現存
     ３Ｆ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9555117449  北四番丁さくら眼科 〒980-0011 022-265-8188貴田岡　マチ子 貴田岡　マチ子 平24. 5. 1眼   診療所
     仙台市青葉区上杉２－３－１９－常　勤:    1 新規 現存
     ４Ｆ (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9565117456  一番町南診療所 〒980-0023 022-393-5615医療法人社団　葵会　本田　英彦 平24. 5. 1内   循   心外診療所
     仙台市青葉区北目町３番９号－２常　勤:    2理事長　本田　英彦 新規 消   外   呼  現存
     階 (医       2) 平30. 5. 1他   整外 
     非常勤:    2 他；理学療法科
     (医       2) 、糖尿病内科、
     老人内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9575117472  一般財団法人　周行会〒980-0011 022-221-5668一般財団法人　周行会唐橋　昌子 平24. 7. 1内   心内 婦  診療所
     上杉クリニック 仙台市青葉区上杉二丁目３番３号常　勤:    2　理事長　佐藤　俊哉 新規 リハ 現存
     ノースフォー１Ｆ・２Ｆ (医       2) 平24. 7. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9585117480  やすだクリニック 〒981-0961 022-278-1731医療法人　川嶋内科医安田　敏明 平24. 7. 1内   小   胃  診療所
     仙台市青葉区桜ケ丘４丁目１９番常　勤:    1院　理事長　安田　敏 交代 現存
     １６号 (医       1)明 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9595117498  ふくじゅ草クリニック〒980-0871 022-224-2910医療法人ふくじゅ草　福壽　岳雄 平24. 7. 1内   外   リハ診療所
     仙台市青葉区八幡三丁目１番５０常　勤:    1理事長　福壽　岳雄 組織変更 現存
     号レキシントンプラザ八幡２階 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9605117506  八幡レディースクリニ〒980-0871 022-217-7825医療法人正悠会　八幡門脇　正裕 平24. 7. 1婦   産   診療所
     ック 仙台市青葉区八幡３丁目１番５０常　勤:    1レディースクリニック 組織変更 現存
     号レキシントンプラザ八幡２Ｆ (医       1)　理事長　門脇　正裕 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  9615117514  上杉・五十嵐産婦人科〒980-0011 022-261-3231医療法人　彰生会　理五十嵐　彰 平24. 8. 1一般        14診療所
     医院 仙台市青葉区上杉５丁目６番２２常　勤:    2事長　五十嵐　彰 組織変更 産   婦   現存
     号 (医       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9625117522  貝が森皮ふ科 〒981-0942 022-346-1522國井　隆英 國井　隆英 平24.10. 1皮   診療所
     仙台市青葉区貝ヶ森６丁目１５－常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9635117530  上杉山整形外科クリニ〒980-0011 022-797-0488伊澤　亮平 伊澤　亮平 平24.12. 1整外 リハ 診療所
     ック 仙台市青葉区上杉５丁目８－４０常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9645117548  予防福祉クリニック 〒981-8528 022-727-2266医療法人社団　東北福柏木　誠 平27. 3. 1内   整外 診療所
     仙台市青葉区国見１－１９－１ 常　勤:    1祉会　理事長　伊藤恒 移転 現存
     (医       1)敏 平27. 3. 1
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9655117571  河村内科外科クリニッ〒981-0952 022-278-0533河村　隆 河村　隆 平24.11.23外   内   整外診療所
     ク 仙台市青葉区中山５－６－１ 常　勤:    1 交代 消   皮   ひ  現存
     (医       1) 平24.11.23こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9665117589  メリーレディースクリ〒989-3126 022-391-0315医療法人　子羊会　齋齋藤　創 平25. 1. 1一般        19診療所
     ニック 仙台市青葉区落合６丁目１番４ 常　勤:    1藤　創 組織変更 産   婦   小  現存
     (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9675117597  セイントマザークリニ〒980-0824 佐藤　聡二郎 佐藤　聡二郎 平25. 4. 1一般 診療所
     ック 仙台市青葉区支倉町１番３１号 常　勤:    1 新規     一般    15現存
     (医       1) 平25. 4. 1産   婦   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9685117605  一番町南診療所あかね〒980-0023 022-797-3070医療法人社団　茜会　本田　元子 平25. 5. 7内   消   皮  診療所
     クリニック 仙台市青葉区北目町３－９ 常　勤:    2理事長　本田　元子 新規 外   整外 麻  現存
     (医       2) 平25. 5. 7アレ 
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9695117621  日野クリニック 〒989-3127 022-797-6131日野　典之 日野　典之 平25. 6. 1内   消   小  診療所
     仙台市青葉区愛子東２－３－１８常　勤:    1 新規 アレ 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
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  9705117639  仙台医療福祉会　ＥＭ〒980-0821 022-796-0064医療法人　仙台医療福本間　守男 平25. 6. 1内   診療所
     Ｇクリニック 仙台市青葉区春日町９－１５チュ常　勤:    2祉会　理事長　本間　 新規 現存
     リス春日町２階 (医       2)守男 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9715117654  瀬上整形外科医院 〒980-0021 022-266-3323瀬上　正仁 瀬上　正仁 平25.10. 1整外 リハ 診療所
     仙台市青葉区中央２－９－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9725117688  宮町整形外科クリニッ〒980-0004 022-796-3271医療法人悠心会　理事渡辺　茂 平25.11. 1整外 リハ リウ診療所
     ク 仙台市青葉区宮町４－６－１０ 常　勤:    1長　中目　貴彦 新規 外   内   現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9735117696  仙台青葉皮ふ科 〒980-0824 022-748-5160医療法人豊友会　理事柿沼　誉 平25.11. 1皮   診療所
     仙台市青葉区支倉町４－３４マル常　勤:    1長　柿沼　誉 組織変更 現存
     キンビル３階３０３号室 (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9745117704  台原駅前耳鼻いんこう〒981-0911 022-276-7737医療法人社団敏翔会　千葉　敏彦 平26. 1. 1耳い アレ 診療所
     科 仙台市青葉区台原３－２９－３５常　勤:    1理事長　千葉　敏彦 組織変更 頭頸部外科 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9755117712  矢野内科クリニック 〒989-3202 022-279-6551医療法人矢野内科クリ矢野　明 平26. 1. 1内   診療所
     仙台市青葉区中山台２－２６－１常　勤:    1ニック　理事長　矢野 組織変更 現存
     ４ (医       1)　明 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9765117720  勾当台はやさか内科ク〒980-0803 022-217-1452医療法人勾当台はやさ早坂　恭子 平26. 1. 1内   他   診療所
     リニック 仙台市青葉区国分町３－６－１仙常　勤:    1か内科クリニック　理 組織変更 他：糖尿病代謝現存
     台パークビル１階 (医       1)事長　早坂　恭子 平26. 1. 1内科
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9775117738  南吉成耳鼻咽喉科 〒989-3204 022-344-6778医療法人南吉成　理事小野寺　正芳 平26. 1. 1耳い 診療所
     仙台市青葉区南吉成３－１－２３常　勤:    1長　小野寺　正芳 組織変更 現存
     －３Ｃ棟－２Ｄ室 (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9785117761  青葉通り一番町内科ク〒980-0811 022-302-7025熊谷　克紀 熊谷　克紀 平26. 4. 1呼   アレ 循  診療所
     リニック 仙台市青葉区一番町２－４－１９常　勤:    1 新規 内   現存
     シリウス・一番町３Ｆ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9795117803  宗像靖彦クリニック 〒980-6116 022-716-6251医療法人　総志会　理宗像　靖彦 平26. 7. 1内   リウ 診療所
     仙台市青葉区中央１－３－１　Ａ常　勤:    1事長　宗像　靖彦 組織変更 現存
     ＥＲ１６Ｆ (医       1) 平26. 7. 1
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  9805117811  みどりアイクリニック〒980-0811 022-263-6731長井　一泰 長井　一泰 平27. 1. 1眼   診療所
     仙台市青葉区一番町３－１０－１常　勤:    1 新規 現存
     ９　永楽園ビル１Ｆ (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9815117829  青葉通り中央みよしメ〒980-0021 022-797-7145三由　幸治 三由　幸治 平27. 2. 1心内 精   内  診療所
     ンタルクリニック 仙台市青葉区中央２－２－１０　常　勤:    1 新規 現存
     仙都会館ビル４Ｆ (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9825117837  島守クリニック 〒980-0021 022-797-7518島守　寿樹 島守　寿樹 平27. 2. 1心内 内   アレ診療所
     仙台市青葉区中央２－１１－１オ常　勤:    1 新規 精   現存
     ルタス仙台ビル８Ｆ (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9835117845  医療法人財団明理会　〒980-0021 022-268-3150医療法人財団明理会　小針　雅男 平27. 4. 1一般       130病院
     イムス明理会仙台総合仙台市青葉区中央４－５－１ 常　勤:   21理事長　中村　哲也 交代 内   外   整外現存
     病院 (医      21) 平27. 4. 1婦   眼   耳い
     非常勤:   58 皮   神内 リハ
     (医      58) 脳外 形外 麻  
     他   
     消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9845117852  錦ヶ丘ヒルズクリニッ〒989-3123 022-797-2492医療法人フェリーチェ阿保　昌樹 平27. 7. 1内   小   外  診療所
     ク 仙台市青葉区錦ケ丘７－２０－２常　勤:    1　理事長　阿保　昌樹 組織変更 皮   他   現存
     (医       1) 平27. 7. 1胃腸内科、乳腺
     ・内分泌外科、
     肛門外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9855117878  岡部医院仙台 〒981-0933 022-341-2802医療法人社団爽秋会　山室　誠 平27.10. 1他   診療所
     仙台市青葉区柏木２－４－７６ガ常　勤:    2理事長　鈴木　雅夫 新規 緩和ケア内科・現存
     ーデンテラス柏木１０６ (医       2) 平27.10. 1疼痛緩和内科
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9865117886  上杉胃腸科内科クリニ〒980-0011 022-724-7822三島　利之 三島　利之 平27.12. 1他   内   診療所
     ック 仙台市青葉区上杉１－６－１０　常　勤:    2 新規 胃腸内科 現存
     仙台北辰ビル３Ｆ (医       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9875117894  上杉脳外科クリニック〒980-0011 022-397-7667佐々木　啓吾 佐々木　啓吾 平27.12. 1脳外 診療所
     仙台市青葉区上杉１－６－１０　常　勤:    1 新規 現存
     仙台北辰ビルディング３Ｆ (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9885117910  山本眼科医院 〒980-0004 022-222-1629一迫　理恵 一迫　理恵 平28. 1. 1眼   診療所
     仙台市青葉区宮町４－６－２４ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平28. 1. 1
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  9895117928  若山医院　内科・循環〒981-0923 022-341-5575医療法人若山会　理事若山　裕司 平28. 1. 1内   呼内 他  診療所
     器内科 仙台市青葉区東勝山３－４－５ 常　勤:    1長　若山　裕司 組織変更 循環器内科 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9905117944  仙台甲状腺クリニック〒980-0021 022-722-0321医療法人仙台甲状腺ク中川　吉則 平28. 1. 1他   内   診療所
     仙台市青葉区中央３－１－２２Ｅ常　勤:    1リニック　理事長　中 組織変更 内分泌内科 現存
     ＱＵＩＮＩＡ青葉通り３Ｆ (医       1)川　吉則 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9915117951  あおば通りかずみクリ〒980-0804 022-724-7294室井　和美 室井　和美 平28. 4. 5婦   内   診療所
     ニック 仙台市青葉区大町１－１－５　グ常　勤:    1 新規 現存
     レイス大町３Ｆ (医       1) 平28. 4. 5
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9925117969  ひろせ内科 〒989-3127 022-797-0100佐藤　峰成 佐藤　峰成 平28. 4. 1内   神内 診療所
     仙台市青葉区愛子東１－８－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9935117977  小倉整形外科 〒980-0011 022-796-4355小倉　健 小倉　健 平28. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     仙台市青葉区上杉１－６－１０仙常　勤:    1 新規 現存
     台北辰ビル２階 (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9945117985  医の森クリニック仙台〒980-0021 022-352-3786医療法人社団医の森　高橋　務子 平28. 4. 1内   皮   他  診療所
     仙台市青葉区中央１－１－１　エ常　勤:    2理事長　真野　俊樹 新規 小児皮膚科 現存
     スパル仙台４Ｆ (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9955117993  アイ往診クリニック 〒980-0011 022-722-2658小野寺　謙吾 小野寺　謙吾 平28. 6. 1内   診療所
     仙台市青葉区上杉３－２－２８　常　勤:    1 新規 現存
     アクス上杉ビル２０１ (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9965118009  定禅寺フローレンスク〒980-0803 022-281-8671医療法人宏真会　理事佐々木　真美 平28. 7. 1消   アレ 皮  診療所
     リニック 仙台市青葉区国分町２－１３－２常　勤:    1長　佐々木　真美 組織変更 他   現存
     １定禅寺アップルスクエア６Ｆ (医       1) 平28. 7. 1漢方内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  9975118017  あやし皮膚科クリニッ〒989-3126 022-738-8262医療法人社団フォーギ工藤　洋平 平28. 7. 1皮   アレ 診療所
     ク 仙台市青葉区落合６－１－５－１常　勤:    1ブネス　理事長　工藤 組織変更 現存
     (医       1)　洋平 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9985118025  東京中央美容外科　仙〒980-0021 022-797-6031安本　匠 安本　匠 平28. 7. 1他   診療所
     台下肢静脈瘤クリニッ仙台市青葉区中央１－６－２７　常　勤:    1 新規 血管外科、美容現存
     ク 仙信ビル４Ｆ (医       1) 平28. 7. 1外科、美容皮膚
     非常勤:    8 科
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9995118033  片倉胃腸科内科医院 〒981-0901 022-233-2071医療法人社団がじゅま片倉　俊樹 平28. 7. 1内   胃   循  診療所
     仙台市青葉区北根黒松９－２３ 常　勤:    1るの樹　理事長　片倉 組織変更 放   呼内 現存
     (医       1)　俊樹 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10005118041  かんとうクリニック 〒980-0014 022-397-7762菅藤　哲 菅藤　哲 平28. 9. 1他   内   診療所
     仙台市青葉区本町２－１７－２３常　勤:    2 新規 泌尿器科（生殖現存
     (医       2) 平28. 9. 1医療）
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10015118066  渡辺眼科医院 〒980-0014 022-223-0671医療法人社団渡辺眼科渡邊　順 平28.10. 1一般         8診療所
     仙台市青葉区本町１－４－３５ 常　勤:    1医院　理事長　渡辺　 新規 眼   現存
     (医       1)忠雄 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10025118074  北四番丁クリニック 〒980-0011 022-266-0725堀　義生 堀　義生 平28. 9. 1内   外   診療所
     仙台市青葉区上杉１－１７－２０常　勤:    1 移転 現存
     　第６銅谷ビル１Ｆ (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10035118082  なかやま医院 〒981-0952 022-725-6910医療法人博愛会　理事那須　一郎 平28.10. 1産婦 内   皮  診療所
     仙台市青葉区中山４－１３－３６常　勤:    1長　那須　一郎 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10045118090  医療法人財団はるたか〒989-3126 022-393-6505医療法人財団はるたか田中　総一郎 平28.10. 1小   内   診療所
     会　あおぞら診療所ほ仙台市青葉区落合６－１３－１２常　勤:    2会　理事長　前田　浩 新規 現存
     っこり仙台 (医       2)利 平28.10. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 10055118108  小池クリニック整形外〒981-0911 022-725-8102医療法人小池クリニッ小池　正男 平28.11. 1整外 リウ リハ診療所
     科 仙台市青葉区台原１－７－２４ 常　勤:    1ク整形外科　理事長　 移転 現存
     (医       1)小池　正男 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10065118116  かとう内科医院 〒980-0811 022-727-7606加藤　俊一 加藤　俊一 平29. 1. 1内   他   診療所
     仙台市青葉区一番町１－５－３５常　勤:    1 新規 漢方内科 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10075118124  杉田眼科 〒980-0811 022-263-0241医療法人杉田医院　理杉田　祐子 平29. 1. 1眼   診療所
     仙台市青葉区一番町３－６－１一常　勤:    1事長　杉田　祐子 組織変更 現存
     番町平和ビル５Ｆ　５０３号室 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10085118132  川又整形外科クリニッ〒980-0811 022-796-8223川又　朋麿 川又　朋麿 平29. 2. 1整外 リハ 診療所
     ク 仙台市青葉区一番町３－６－１　常　勤:    1 新規 現存
     一番町平和ビル５Ｆ (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10095118140  川村ひふ科 〒981-0933 022-725-7037川村　真樹 川村　真樹 平29. 4. 1皮   アレ 診療所
     仙台市青葉区柏木２－１－１２－常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10105118157  仙台青葉クリニック 〒980-0824 022-223-8871医療法人社団　健康会菊田　信一 平29. 4. 1一般         6診療所
     (5134812  ) 仙台市青葉区支倉町１－３１ 常　勤:   10　理事長　桃野秀樹 移転 こう 歯   矯歯現存
     (医       1) 平29. 4. 1歯外 内   整外
     (歯       9)
     非常勤:    3
     (医       2)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10115118173  マドレクリニック 〒980-0021 022-738-9067医療法人　聖心会　理千葉　正之 平29. 7. 1精   心内 他  診療所
     仙台市青葉区中央三丁目１番２２常　勤:    1事長　千葉　正之 移転 美容内科 現存
     号ＥＱＵＩＮＩＡ青葉通り２階 (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10125118181  クレアクリニック 〒980-0021 022-226-7608医療法人　聖心会　理松本　浩之 平29. 7. 1消   内   診療所
     仙台市青葉区中央三丁目１番２２常　勤:    1事長　千葉　正之 新規 現存
     号ＥＱＵＩＮＩＡ青葉通り６階 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10135118199  一番町堀耳鼻咽喉科 〒980-0811 022-261-4779堀　容子 堀　容子 平29. 7. 1耳い アレ 診療所
     仙台市青葉区一番町三丁目６番１常　勤:    2 交代 現存
     号一番町平和ビル５階５０２号室(医       2) 平29. 7. 1
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 10145118207  もりのみやこクリニッ〒980-0011 070-3953-9192太田　貴文 太田　貴文 平29. 8. 1精   心内 内  診療所
     ク 仙台市青葉区上杉２丁目４－８－常　勤:    1 新規 他   現存
     ５１４ (医       1) 平29. 8. 1漢方内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10155118215  医療法人社団　台原整〒981-0911 022-727-0727医療法人社団　台原整佐藤　隆司 平29. 8. 1整外 リウ リハ診療所
     形外科 仙台市青葉区台原５丁目１－１９常　勤:    1形外科　理事長　佐藤 新規 外   現存
     (医       1)　隆司 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10165118223  東北文化学園大学総合〒981-8551 022-725-5923学校法人東北文化学園鈴木　啓子 平29. 9. 1リハ 耳い 診療所
     発達研究センター附属仙台市青葉区国見六丁目４５番１常　勤:    1大学　理事長　土屋　 新規 現存
     国見の杜クリニック ６号 (医       1)滋 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10175118231  くにみ透析クリニック〒981-0943 022-347-4321一般社団法人　Ｂｅｌ前山　俊秀 平29.12. 1透析 診療所
     仙台市青葉区国見６丁目８７番１常　勤:    1ｌ　代表理事　松田　 新規 現存
     号 (医       1)均 平29.12. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10185118249  山形内科医院 〒980-0801 022-221-5678山形　宗久 山形　宗久 平30. 1. 1内   神内 呼内診療所
     仙台市青葉区木町通１丁目１－１常　勤:    1 交代 他   現存
     ８ (医       1) 平30. 1. 1消化器内科、循
     環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10195118256  ＬＣクリニック仙台 〒980-0021 022-267-1020医療法人至誠会　理事佐藤　俊裕 平30. 1. 1内   胃   他  診療所
     仙台市青葉区中央１丁目３番１号常　勤:    1長　佐藤　俊裕 組織変更 消化器内科 現存
     ＡＥＲビル１１階 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10205118272  三浦りょう内科クリニ〒989-3122 022-302-8757医療法人博良会　理事三浦　良 平30. 1. 1内   呼内 アレ診療所
     ック 仙台市青葉区栗生６丁目１３番地常　勤:    1長　三浦　良 組織変更 リウ 他   現存
     の８ (医       1) 平30. 1. 1循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10215118280  北仙台はせがわクリニ〒981-0913 022-346-0630医療法人聖敬会　理事長谷川　和住 平30. 1. 1外   内   こう診療所
     ック 仙台市青葉区昭和町４番３号北仙常　勤:    1長　長谷川　和住 組織変更 整外 他   現存
     台ひまわりビル２階 (医       1) 平30. 1. 1内分泌内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10225118298  ＫＡＲＡＤＡ　ＰＯＲ〒980-0811 022-722-3770医療法人社団進興会　吉澤　正彦 平30. 1. 1内   診療所
     Ｔ　ｉｎｄｅｎｅ 仙台市青葉区一番町一丁目９番１常　勤:    1理事長　森山　紀之 新規 現存
     号仙台トラストタワー３階 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10235118306  仙台市精神保健福祉総〒980-0845 022-265-2191仙台市長　郡　和子 林　みづ穂 平30. 3. 5精   診療所
     合センター 仙台市青葉区荒巻字三居沢１番地常　勤:    3 移転 現存
     ６号 (医       3) 平30. 3. 5
     非常勤:    1
     (薬       1)
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 10245118314  仙台乳腺クリニック 〒980-0822 022-726-2156豊島　隆 豊島　隆 平30. 4. 1他   診療所
     仙台市青葉区立町１番２３号 常　勤:    1 新規 乳腺外科 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10255118322  藤ＧＳクリニック 〒981-0943 022-272-2386佐藤　春彦 佐藤　春彦 平30. 5. 1内   診療所
     仙台市青葉区国見４丁目３－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10265118330  おおなみ皮フ科 〒989-3124 022-797-9280大浪　宏介 大浪　宏介 平30. 6. 1皮   診療所
     仙台市青葉区上愛子字榎４－１１常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10275210012  青葉病院 〒983-0836 022-257-7586一般財団法人東北精神菅野　道 昭32. 8. 1精神       280病院
     仙台市宮城野区幸町　３－１５－常　勤:   12保健会　理事長　菅野 新規 精   神内 現存
     ２０ (医       9)　道 平29. 9. 1
     (薬       3)
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10285210111  光ケ丘スペルマン病院〒983-0833 022-257-0231一般財団法人光ヶ丘愛志村　早苗 昭32.11. 1一般       140病院
     仙台市宮城野区東仙台　６ー７ー常　勤:   11世会　理事長　小松　 組織変更 内   小   神内現存
     １ (医      11)史朗 平29.11. 1産婦 リウ 呼内
     非常勤:   66 皮   アレ 他  
     (医      66) 老年内科、緩和
     ケア内科、漢方
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10295210244  庄司内科小児科医院 〒983-0841 022-293-7236庄司　眞 庄司　眞 昭39. 1. 1内   呼   小  診療所
     仙台市宮城野区原町　１ー１ー８常　勤:    2 新規 現存
     ０ (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10305210459  阿部内科神経科医院 〒983-0031 022-251-1804阿部　信彦 阿部　信彦 昭44. 2. 1精   神   内  診療所
     仙台市宮城野区小鶴　１－１－１常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10315210673  安達内科 〒983-0023 022-258-1011安達　敏昭 安達　敏昭 昭48. 1. 1内   呼   消  診療所
     仙台市宮城野区福田町　１ー１０常　勤:    1 交代 循   小   現存
     ー４３ (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10325210764  宮城県済生会こどもク〒983-0833 022-293-1281社会福祉法人恩賜財団小島　裕子 昭48.12. 1小   診療所
     リニック 仙台市宮城野区東仙台　６－１－常　勤:    1済生会支部宮城県済生 移転 現存
     １ (医       1)会　支部長　西郡　光 平27.12. 1
     昭
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 10335210798  一般財団法人杜の都産〒983-0031 022-251-7261一般財団法人杜の都産佐藤　勝朗 昭50. 7.17内   循   呼  診療所
     業保健会附属仙台健診仙台市宮城野区小鶴　１ー２１ー常　勤:    6業保健会　理事長　山 新規 消   現存
     センター ８ (医       6)田　章吾 平29. 9. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10345210806  公益財団法人仙台市医〒983-0824 022-252-1111公益財団法人仙台市医土屋　誉 昭51. 2. 1一般 病院
     (5231675  ) 療センター仙台オープ仙台市宮城野区鶴ケ谷５－２２－常　勤:   62療センター　代表理事 新規     一般   330現存
     ン病院 １ (医      61)　中川　洋 平30. 2. 1内   呼   消  
     (歯       1) 循   小   外  
     非常勤:   45 整外 脳外 心外
     (医      44) 皮   ひ   婦  
     (歯       1) 眼   耳い 放  
     麻   呼外 歯  
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10355210871  福井医院 〒983-0042 022-236-8831福井　俊彦 福井　俊彦 昭54. 3. 1内   神内 循  診療所
     仙台市宮城野区東宮城野　４ー２常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10365210913  志賀整形形成外科医院〒983-0803 022-295-0288志賀　潤一郎 志賀　潤一郎 昭55. 9. 1一般    診療所
     仙台市宮城野区小田原　１－５－常　勤:    1 新規 整外 形外 美外現存
     １３ (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10375211051  宮千代加藤内科医院 〒983-0044 022-235-8876加藤　純二 加藤　純二 昭62. 1. 1内   診療所
     仙台市宮城野区宮千代　１－２－常　勤:    1 新規 現存
     ９ (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10385211119  医療法人宏人会中央ク〒983-0852 022-297-6211医療法人宏人会　理事関野　愼 昭62.12. 1ひ   内   診療所
     リニック 仙台市宮城野区榴岡　２ー１ー６常　勤:    3長　関野　慎 新規 現存
     (医       3) 平29.12. 1
     非常勤:   18
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10395211127  中嶋病院 〒983-0835 022-291-5191社会医療法人康陽会　富永　剛 平12.10. 1一般 病院
     仙台市宮城野区大梶　１５－２７常　勤:   23理事長　中嶋康之 移転     一般   101現存
     (医      21) 平24.10. 1療養
     (薬       2)     療養    50
     非常勤:  119 内   外   整外
     (医     119) 麻   循   リハ
     胃   形外 脳外
     こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 10405211283  森川小児科アレルギー〒983-0812 022-256-6211医療法人社団兼愛会　森川　みき 平16.12. 1小   アレ 診療所
     科クリニック 仙台市宮城野区小田原弓ノ町１０常　勤:    1理事長　森川　みき 移転 現存
     ０－１ (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10415211309  たかはし内科 〒983-0833 022-257-3227医療法人社団高橋内科髙橋　亮一 平元. 8. 1内   小   胃  診療所
     仙台市宮城野区東仙台　２－５－常　勤:    1小児科医院　理事長　 組織変更 現存
     ３ (医       1)髙橋　亮一 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10425211325  丹野皮膚科内科小児科〒983-0841 022-297-1158医療法人社団丹野皮膚丹野　憲二 平 2. 1. 1皮   内   小  診療所
     仙台市宮城野区原町　２－１－６常　勤:    2科　理事長　丹野憲二 組織変更 現存
     ９ (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10435211358  永井小児科医院 〒983-0045 022-256-3466医療法人社団永井小児永井　幸夫 平 2. 1. 1一般    診療所
     仙台市宮城野区宮城野　１－２５常　勤:    2科医院　理事長　永井 組織変更 小   現存
     －１０ (医       2)幸夫 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10445211390  中林耳鼻咽喉科医院 〒983-0824 022-251-1761医療法人社団仲鈴会　中林　成一郎 平 2. 8. 1耳い 気食 アレ診療所
     仙台市宮城野区鶴ケ谷　７－３１常　勤:    2理事長　中林　成一郎 組織変更 現存
     －６ (医       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10455211416  桃野レディースクリニ〒983-0842 022-293-5937医療法人社団桃生会　桃野　耕太郎 平13. 4. 1一般 診療所
     ック 仙台市宮城野区五輪　２ー１４－常　勤:    1理事長　桃野　耕太郎 移転     一般 現存
     １０ (医       1) 平25. 4. 1産婦 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10465211499  宮城県医師会健康セン〒983-0832 022-256-8600公益社団法人　宮城県森　益子 平 4. 6. 1内   診療所
     ター 仙台市宮城野区安養寺　３ー７ー常　勤:    4医師会　会長　嘉数　 新規 現存
     ５ (医       4)研二 平28. 6. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10475211531  星内科小児科医院 〒983-0836 022-256-1973医療法人社団希星会　星　宏紀 平 4. 7. 1一般 診療所
     仙台市宮城野区幸町　２－２０－常　勤:    1理事長　星宏紀 組織変更     一般    14現存
     １３ (医       1) 平28. 7. 1内   呼   アレ
     非常勤:    1 小   循   
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10485211549  しまクリニック産科・〒983-0011 022-259-4832島　功 島　功 平 4. 8. 1一般         3診療所
     婦人科 仙台市宮城野区栄　２－２１－３常　勤:    1 新規 産   婦   現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 10495211556  色川内科小児科医院 〒983-0023 022-258-1051色川　伸夫 色川　伸夫 平 4.10. 2内   小   診療所
     仙台市宮城野区福田町　２－５－常　勤:    1 交代 現存
     １３ (医       1) 平28.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10505211705  整形外科・外科神崎ク〒983-0824 022-251-7711神崎　了 神崎　了 平 6. 9. 1外   整外 診療所
     リニック 仙台市宮城野区鶴ケ谷　７ー３１常　勤:    1 交代 現存
     ー７ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10515211739  清水外科医院 〒983-0038 022-284-4648清水　文人 清水　文人 平 7. 2. 1外   整外 皮  診療所
     仙台市宮城野区新田　１ー２０ー常　勤:    1 新規 ひ   こう 他  現存
     １０ (医       1) 平28. 2. 1胃腸内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10525211762  福室クリニック 〒983-0005 022-259-5856医療法人社団福室クリ津田　克二 平 7. 8. 1消   循   内  診療所
     仙台市宮城野区福室　５－１３－常　勤:    1ニック　理事長　津田 移転 小   現存
     １５ (医       1)克二 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10535211770  医療法人社団小山皮フ〒983-0821 022-255-5968医療法人社団小山皮フ小山　純 平 7. 9. 1皮   診療所
     科クリニック 仙台市宮城野区岩切　１－２６－常　勤:    2科クリニック　理事長 移転 現存
     ２０ (医       2)　小山純 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10545211788  千葉神経科内科クリニ〒983-0852 022-295-3035医療法人社団千葉神経千葉　健 平 8. 1. 1精   内   診療所
     ック 仙台市宮城野区榴岡　２－１－１常　勤:    1科内科クリニック　理 組織変更 現存
     ５大内ビル３階 (医       1)事長　千葉　健 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10555211804  熊坂皮フ科クリニック〒983-0824 022-252-6211熊坂　中 熊坂　中 平15. 6.24皮   診療所
     仙台市宮城野区鶴ケ谷　５－１５常　勤:    1 移転 現存
     －２　 (医       1) 平27. 6.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10565211812  岩切病院 〒983-0821 022-255-5555医療法人岩切病院　理中嶋　俊之 平 8. 7. 1一般 病院
     仙台市宮城野区岩切字稲荷　２１常　勤:    4事長　中嶋俊之 組織変更     一般    42現存
     (医       4) 平29. 9. 1療養
     非常勤:   12     療養    58
     (医      12) 内   小   消  
     循   リハ 形外
     皮   精   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10575211820  おおかた内科胃腸科医〒983-0825 022-251-5515大方　高志 大方　高志 平 8. 7. 1内   胃   循  診療所
     院 仙台市宮城野区鶴ケ谷北　１ー１常　勤:    1 新規 こう 現存
     ４ー２１ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10585211846  わたなべ整形外科 〒983-0014 022-254-8383医療法人社団仁友会わ渡部　仁吉 平 8. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     仙台市宮城野区高砂　２－１－８常　勤:    1たなべ整形外科　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　渡部仁吉 平29. 9. 1
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 10595211853  阿部医院 〒983-0821 022-255-8218医療法人岩切阿部医院阿部　基 平 9. 1. 1内   消   診療所
     仙台市宮城野区岩切字洞ノ口　１常　勤:    2　理事長　阿部　基 組織変更 現存
     ９０ー４ (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10605211861  仙台東脳神経外科病院〒983-0821 022-255-7117医療法人社団　脳健会安井　信之 平 9. 7. 1一般        93病院
     仙台市宮城野区岩切　１ー１２ー常　勤:    6　理事長　米谷元裕 組織変更 脳外 神内 リハ現存
     １ (医       6) 平24. 7. 1放   内   麻  
     非常勤:   53 整外 
     (医      53)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10615211879  千葉内科クリニツク 〒983-0011 022-258-8776医療法人社団千葉内科千葉　隆胤 平 9. 7. 1内   小   消  診療所
     仙台市宮城野区栄　２ー２５ー７常　勤:    1クリニツク　理事長　 組織変更 神内 現存
     (医       1)千葉隆胤 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10625211887  いのうえ小児科クリニ〒983-0005 022-254-1101医療法人社団井上小児井上　重夫 平 9. 7. 1小   診療所
     ック 仙台市宮城野区福室　２ー６ー２常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     ４ (医       1)　井上重夫 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10635211895  内科循環器科田子中央〒983-0026 022-387-9333粟野　直行 粟野　直行 平 9.11. 1内   循   診療所
     クリニック 仙台市宮城野区田子西二丁目２番常　勤:    1 新規 現存
     地の２ (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10645211911  みやぎの眼科 〒983-0023 022-259-5577佐藤　恭雄 佐藤　恭雄 平 9.11. 1眼   診療所
     仙台市宮城野区福田町　１ー１０常　勤:    1 新規 現存
     ー４３ (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10655211937  北村神経内科クリニッ〒983-0005 022-254-6030医療法人社団長命会　北村　龍男 平10. 1. 1神内 内   診療所
     ク 仙台市宮城野区福室　２ー６ー２常　勤:    1理事長　北村龍男 組織変更 現存
     ４ (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10665211952  塩沢消化器内科 〒983-0823 022-251-2233医療法人社団尚潤会塩山田　尚子 平11. 1. 1消   内   診療所
     仙台市宮城野区燕沢　２－１５－常　勤:    2沢消化器内科　理事長 組織変更 現存
     ３０ (医       2)　山田　尚子 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10675212018  さくらだ耳鼻咽喉科ク〒983-0823 022-251-4187櫻田　隆司 櫻田　隆司 平11. 6. 1耳い 診療所
     リニック 仙台市宮城野区燕沢　１－２３－常　勤:    1 新規 現存
     １０メゾンＫ　１階 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10685212034  大山内科胃腸科 〒983-0823 022-253-1733医療法人大山内科胃腸大山　武 平12. 1. 1内   胃   診療所
     仙台市宮城野区燕沢　３ー１９ー常　勤:    1科　理事長　大山武 組織変更 現存
     １ (医       1) 平30. 1. 1
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 10695212042  内科・胃腸科　小田原〒983-0803 022-792-8080大方　俊樹 大方　俊樹 平12. 1. 1内   胃   消  診療所
     クリニック 仙台市宮城野区小田原　１ー６ー常　勤:    1 新規 現存
     ４０ (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10705212059  草刈耳鼻科 〒983-0841 022-256-5659草刈　千賀志 草刈　千賀志 平12. 1. 1耳い アレ 診療所
     仙台市宮城野区原町　２ー３ー６常　勤:    1 交代 現存
     １ (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10715212083  みやぎの内科クリニッ〒983-0045 022-292-7801菱沼　民生 菱沼　民生 平12.10. 1内   神内 消  診療所
     ク 仙台市宮城野区宮城野　１－２１常　勤:    2 新規 放   現存
     －７ (医       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10725212117  つつじが岡メンタルク〒983-0852 022-292-7315望月　美知子 望月　美知子 平12.11. 1精   神   診療所
     リニック 仙台市宮城野区榴岡　４－２－３常　勤:    1 新規 現存
     仙台ＭＴビル２Ｆ (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10735212125  湯村医院 〒983-0821 022-255-8011湯村　和博 湯村　和博 平16.12. 1内   消   診療所
     仙台市宮城野区岩切字若宮前　８常　勤:    1 移転 現存
     ２－１ (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10745212141  医療法人社団村口きよ〒983-0852 022-292-0166医療法人　社団村口き村口　喜代 平14. 1. 1一般         2診療所
     女性クリニツク 仙台市宮城野区榴岡　４ー２ー３常　勤:    1よ女性クリニック　理 組織変更 産   婦   内  現存
     仙台ＭＴビル２階 (医       1)事長　村口　喜代 平26. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10755212166  福住クリニック 〒983-0033 022-387-2322鈴木　寿彦 鈴木　寿彦 平14. 9. 1胃   内   外  診療所
     仙台市宮城野区福住町　４－１６常　勤:    1 新規 皮   小   現存
     (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10765212190  田所ハートクリニック〒983-0821 022-396-0810医療法人田所ハートク関野　美仁 平15. 1. 1循   心外 内  診療所
     仙台市宮城野区岩切字洞ノ口　２常　勤:    1リニック　理事長　関 組織変更 外   現存
     ２９－５ (医       1)野　美仁 平27. 1. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10775212208  みやぎの整形外科 〒983-0021 022-387-5060山崎　伸 山崎　伸 平15. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     仙台市宮城野区田子　２－１３－常　勤:    1 新規 現存
     ２８ (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10785212216  神尾眼科 〒983-0842 022-292-0800神尾　一憲 神尾　一憲 平22. 6. 1眼   診療所
     仙台市宮城野区五輪２－９－１０常　勤:    2 移転 現存
     (医       2) 平28. 6. 1
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 10795212224  遠藤クリニック 〒983-0023 022-258-3600遠藤　昭彦 遠藤　昭彦 平15. 6. 1外   胃   整外診療所
     仙台市宮城野区福田町　１－１－常　勤:    1 新規 現存
     １８ (医       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10805212232  くらた整形外科クリニ〒983-0821 022-255-8282倉田　良孝 倉田　良孝 平15. 8. 1整外 リハ 麻  診療所
     ック 仙台市宮城野区岩切字今市東　２常　勤:    1 新規 現存
     ４－２ (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10815212257  仙台森ビル内科クリニ〒983-0852 022-292-5678医療法人社団一樹会仙丹野　雅哉 平16. 3. 1内   診療所
     ック 仙台市宮城野区榴岡　４ー２ー３常　勤:    1台森ビル内科クリニッ 組織変更 現存
     (医       1)ク　理事長　丹野　雅 平28. 3. 1
     哉
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10825212273  木下内科クリニック 〒983-0841 022-257-0505木下　弘志 木下　弘志 平16.10. 1内   循   呼内診療所
     仙台市宮城野区原町　２－４－４常　勤:    1 新規 現存
     ３ (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10835212281  宮林こどもクリニック〒983-0821 022-255-2555宮林　重明 宮林　重明 平16.10. 1小   アレ 診療所
     仙台市宮城野区岩切今市東　１８常　勤:    1 新規 現存
     －２ (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10845212299  落合ゆり子皮ふ科クリ〒983-0812 02-292-6171 落合　由理子 落合　由理子 平16.12. 1皮   診療所
     ニック 仙台市宮城野区小田原弓ノ町１０常　勤:    1 新規 現存
     ０－１アンサンブルメディカルビ(医       1) 平28.12. 1
     ル３階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10855212307  田島内科医院 〒983-0043 022-231-7222田島　治郎 田島　治郎 平17. 1. 1内   循   呼  診療所
     仙台市宮城野区萩野町　１－１１常　勤:    1 新規 現存
     －１萩野町Ｍビル１Ｆ (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10865212331  髙橋小児科医院 〒983-0841 022-257-1771高橋　享子 高橋　享子 平17. 1. 1小   診療所
     仙台市宮城野区原町　３－７－１常　勤:    1 組織変更 現存
     ７ (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10875212356  みはるの杜診療所 〒983-0005 022-254-7201医療法人社団清山会　竪山　貴志 平20. 2. 1精   内   心内診療所
     仙台市宮城野区福室２－５－２７常　勤:    1理事長　山崎英樹 移転 リハ 現存
     (医       1) 平26. 2. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 10885212380  まんてん堂こどもクリ〒983-0039 022-782-6260佐藤　宣貴 佐藤　宣貴 平17.11. 1小   アレ 診療所
     ニック 仙台市宮城野区新田東３－２－７常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10895212430  やまだ内科・胃腸科ク〒983-0039 022-237-8221山田　真司 山田　真司 平17.11. 1内   胃   消  診療所
     リニック 仙台市宮城野区新田東１－８－１常　勤:    1 新規 現存
     新田東メディカルビル２階 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10905212448  医療法人中真会　木村〒983-0014 022-388-8228医療法人中真会木村貞木村　真人 平18. 1. 1内   診療所
     貞之進記念まひと内科仙台市宮城野区高砂１－２４－３常　勤:    1之進記念まひと内科ク 組織変更 現存
     クリニック ９ (医       1)リニック　理事長　木 平30. 1. 1
     村　真人
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10915212455  さのクリニックアレル〒983-0812 022-291-2680佐野　公仁夫 佐野　公仁夫 平18. 5. 1アレ 呼   内  診療所
     ギー科・呼吸器科・内仙台市宮城野区小田原弓ノ町１０常　勤:    1 新規 現存
     科 ０番地の１アンサンブル・メディ(医       1) 平30. 5. 1
     カルビル４Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10925212463  あいざわクリニック 〒983-0047 022-296-0520相澤　敏也 相澤　敏也 平18. 7. 1内   呼   アレ診療所
     仙台市宮城野区銀杏町２６－７ 常　勤:    1 新規 循   現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10935212471  東仙台クリニック 〒983-0833 022-792-8661若生　純司 若生　純司 平18.10. 1内   小   診療所
     仙台市宮城野区東仙台１－７－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10945212489  みなとクリニック 〒983-0013 022-388-7617高橋　彰 高橋　彰 平18.12. 1内   他   診療所
     仙台市宮城野区中野５－１－１ 常　勤:    1 新規 循環器内科、糖現存
     (医       1) 平24.12. 1尿病内科
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10955212497  桂仁会クリニック 〒983-0852 022-797-2300医療法人社団桂仁会　鴫原　康 平18.12. 1美外 形外 他  診療所
     仙台市宮城野区榴岡２－２－２３常　勤:    1理事長　鴫原　康 新規 他：美容形成外現存
     熊林ビル２Ｆ (医       1) 平24.12. 1科、美容皮膚科
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10965212521  のむら内科心療内科ク〒983-0821 022-396-8755医療法人　社団大平会野村　泰輔 平19. 1. 1内   心内 消  診療所
     リニック 仙台市宮城野区岩切１丁目２６－常　勤:    1　理事長　野村　泰輔 組織変更 神   精   現存
     ２７ (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 10975212539  はまざきウィメンズク〒983-0014 022-388-8321医療法人社団一州会　濱崎　洋一 平19. 1. 1産   婦   診療所
     リニック 仙台市宮城野区高砂１－１－１５常　勤:    1理事長　濱崎　洋一 組織変更 現存
     高砂関弐番館３階 (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10985212547  のろこどもクリニック〒983-0039 022-788-3830医療法人社団のろこど野呂　知世 平19. 1. 1小   アレ 診療所
     仙台市宮城野区新田東１－８－１常　勤:    1もクリニック　理事長 組織変更 現存
     新田メディカルビル２階 (医       1)　野呂　知世 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10995212562  東仙台リウマチ科内科〒983-0039 022-237-5311医療法人泉山会　理事泉山　朋政 平19. 1. 1内   リウ 診療所
     クリニック 仙台市宮城野区新田東１－１７－常　勤:    1長　泉山　朋政 組織変更 現存
     ５ (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11005212570  内科小児科本間医院 〒983-0038 022-237-1024医療法人社団燦英会　本間　英丸 平19. 1. 1内   小   診療所
     仙台市宮城野区新田２－２－１７常　勤:    2理事長　本間　英丸 組織変更 現存
     (医       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11015212588  しんでん東耳鼻咽喉科〒983-0039 022-782-3387菊地　俊彦 菊地　俊彦 平19. 1. 1耳い アレ 診療所
     仙台市宮城野区新田東２－１０－常　勤:    1 新規 現存
     ５ (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11025212604  菅野医院 〒983-0803 022-256-4261菅野　重人 菅野　重人 平18.11.29内   外   循  診療所
     仙台市宮城野区小田原１丁目３－常　勤:    1 交代 心外 現存
     ２７ (医       1) 平24.11.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11035212620  せきこどもクリニック〒983-0005 022-388-8864医療法人磐清会　理事関　信夫 平19. 6. 1小   アレ 内  診療所
     仙台市宮城野区福室５－９－４０常　勤:    1長　木村　義人 新規 小外 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11045212638  いけだ循環器クリニッ〒983-0005 022-786-1321池田　淳 池田　淳 平19. 6. 1循   診療所
     ク 仙台市宮城野区福室２－６－２４常　勤:    1 新規 現存
     仙台医療館１階 (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11055212653  仙台ペインクリニック〒983-0039 022-236-1310医療法人社団関逓会　伊達　久 平19. 8. 1一般        11診療所
     仙台市宮城野区新田東３－１４－常　勤:    5理事長　伊達　久 組織変更 麻   整外 内  現存
     １ (医       5) 平25. 8. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11065212661  鶴ヶ谷七丁目眼科 〒983-0824 022-251-6666小松　郁夫 小松　郁夫 平19. 9. 1眼   診療所
     仙台市宮城野区鶴ケ谷７－３１－常　勤:    1 新規 現存
     ３ (医       1) 平25. 9. 1
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 11075212687  庄子整形外科医院 〒983-0836 022-271-3611庄子　長保 庄子　長保 平19.10. 1整外 診療所
     仙台市宮城野区幸町１－１９－２常　勤:    2 交代 現存
     ６ (医       2) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11085212703  庄子内科クリニック 〒983-0021 022-387-2666医療法人　美之会　理大内　雄太 平20. 1. 1一般 診療所
     仙台市宮城野区田子２－６－１２常　勤:    1事長　大内　雄太 組織変更     一般    19現存
     (医       1) 平26. 1. 1透析 精   心内
     非常勤:    1 他   
     (医       1) 腎臓内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11095212745  野口胃腸内科医院 〒983-0836 022-234-7305野口　光德 野口　光徳 平20. 6. 1内   消   循  診療所
     仙台市宮城野区幸町１－１７－３常　勤:    1 交代 呼   現存
     ２ (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11105212752  徳永クリニック 〒983-0039 022-343-8353徳永　英夫 徳永　英夫 平20. 7. 1皮   ひ   診療所
     仙台市宮城野区新田東２－１４－常　勤:    1 新規 現存
     ３ (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11115212760  中條整形外科医院 〒983-0862 022-291-5372中條　悟 中條　悟 平20. 8. 1整外 リハ リウ診療所
     仙台市宮城野区二十人町６ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11125212778  内科萱場クリニック 〒983-0803 022-256-5101萱場　佳郎 萱場　佳郎 平20. 9. 1内   消   診療所
     仙台市宮城野区小田原１－５－３常　勤:    1 新規 現存
     ２ (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11135212794  医療法人松田会　鶴ヶ〒983-0824 022-355-6121医療法人松田会　理事小竹　英俊 平20.12. 1内   診療所
     谷クリニック 仙台市宮城野区鶴ケ谷字舘下３５常　勤:    1長　松田　惠三郎 新規 現存
     番地１ (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11145212810  新田東クリニック 〒983-0039 022-797-6700医療法人王心会　理事王　文輝 平22. 1. 1循   内   呼  診療所
     仙台市宮城野区新田東２丁目１０常　勤:    1長　王　文輝 組織変更 消   現存
     番地の４ (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11155212836  仙台駅東クリニック 〒983-0852 022-299-3210医療法人社団仙台駅東佐藤　清春 平22. 1. 1他   呼内 診療所
     仙台市宮城野区榴岡２－１－１２常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 心臓血管内科、現存
     －３Ｆ (医       1)佐藤　清春 平28. 1. 1糖尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 11165212844  清水内科・小児科医院〒983-0043 022-231-0280清水　泰行 清水　泰行 平22. 4. 1内   小   診療所
     仙台市宮城野区萩野町２－１７－常　勤:    1 交代 現存
     ６ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11175212851  榴ヶ岡公園前クリニッ〒983-0045 022-290-6257加賀谷　浩文 加賀谷　浩文 平22.10. 1内   消   診療所
     ク 仙台市宮城野区宮城野１丁目２－常　勤:    1 新規 現存
     ４５ (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11185212869  岩切中央クリニック 〒983-0828 022-255-2131根本　忠義 根本　忠義 平22.12. 1外   整外 内  診療所
     仙台市宮城野区岩切分台一丁目２常　勤:    1 新規 リハ 現存
     －５ (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11195212877  ひかりクリニック 〒983-0824 022-781-9948清治　邦章 清治　邦章 平23. 1. 1内   診療所
     仙台市宮城野区鶴ケ谷字京原７ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11205212885  佐藤彰内科消化器科医〒983-0014 022-388-6338医療法人社団高砂　理佐藤　彰 平23. 4. 1内   消   胃  診療所
     院 仙台市宮城野区高砂１丁目２９番常　勤:    1事長　佐藤　彰 組織変更 アレ 他   現存
     ４号 (医       1) 平29. 4. 1老年内科、糖尿
     病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11215212927  クリニック斎藤泌尿器〒983-0824 022-251-0170医療法人社団クリニッ齋藤　敏典 平24. 2. 1ひ   皮   診療所
     科 仙台市宮城野区鶴ケ谷５丁目２０常　勤:    1ク斎藤泌尿器科　理事 移転 現存
     －１７ (医       1)長　齋藤　敏典 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11225212943  さいわい町ファミリー〒983-0836 022-781-9815医療法人　紅羽会　理赤羽　勉 平24. 5. 1内   外   小  診療所
     クリニック 仙台市宮城野区幸町２丁目２１－常　勤:    1事長　赤羽　勉 組織変更 整外 皮   現存
     ８ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11235212950  てっぽう町かず内科 〒983-0867 022-355-4183中條　和志 中條　和志 平24. 6. 1内   呼   診療所
     仙台市宮城野区鉄砲町東３－１６常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11245212968  東あおば整形外科 〒983-0039 022-783-1505髙橋　周 髙橋　周 平24. 9. 1整外 リハ 診療所
     仙台市宮城野区新田東１丁目９－常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 11255212976  榴岡わたなべクリニッ〒983-0852 022-298-6201医療法人　桃陽会　理渡邉　新吉 平25. 1. 1外   こう 内  診療所
     ク 仙台市宮城野区榴岡三丁目１１番常　勤:    1事長　渡邉　新吉 組織変更 呼   現存
     １８号プレノ榴岡１Ｆ (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11265212992  新田さいとうクリニッ〒983-0038 022-353-5780医療法人　相友会　理齋藤　一也 平25. 4. 1内   胃   外  診療所
     ク 仙台市宮城野区新田４丁目３３－常　勤:    1事長　齋藤　牧子 新規 こう 現存
     １８ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11275213008  東北医科薬科大学病院〒983-8512 022-259-1221学校法人　東北医科薬近藤　丘 平25. 4. 1一般       420病院
     (5231741  ) 仙台市宮城野区福室一丁目１２番常　勤:  144科大学　理事長　高柳 交代 精神        46現存
     １号 (医     142)　元明 平25. 4. 1内   呼内 脳内
     (歯       2) 呼外 心外 整外
     非常勤:    8 精   小   皮  
     (医       8) ひ   産婦 眼  
     耳い リハ 放  
     病理 歯外 麻  
     他   脳外 形外
     腫瘍内科、糖尿
     病代謝内科、腎
     臓内分泌内科、
     他１０件
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11285213016  宮千代内科クリニック〒983-0044 022-797-3777医療法人しるべ　理事渡邉　力 平25. 7. 1内   循   呼  診療所
     仙台市宮城野区宮千代２－１９－常　勤:    1長　渡邉　力 組織変更 アレ 現存
     ７ (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11295213032  光が丘内科クリニック〒983-0836 022-766-8511新川　光俊 新川　光俊 平25.10. 1内   診療所
     仙台市宮城野区幸町５－４－１渡常　勤:    1 新規 現存
     幸ベルメゾン１－２０３ (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11305213040  ワイズスキンケアクリ〒983-0862 医療法人社団高緩会　伊藤　優子 平26. 1. 1皮   診療所
     ニック 仙台市宮城野区二十人町３０６－常　勤:    1理事長　吉田　伯美 新規 美容皮膚科 現存
     ２４ (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11315213065  五十嵐内科 〒983-0005 022-355-9988五十嵐　孝之 五十嵐　孝之 平27. 1. 1内   呼   循  診療所
     仙台市宮城野区福室３－３７－５常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11325213073  原町ささき内科 〒983-0841 022-355-8880佐々木　陽彦 佐々木　陽彦 平27. 2. 2内   呼   消  診療所
     仙台市宮城野区原町１－３－５０常　勤:    1 新規 循   アレ 他  現存
     ヒルトップ宮城野１Ｆ (医       1) 平27. 2. 2糖尿病内科
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 11335213107  東仙台さとう整形外科〒983-0823 022-781-7022医療法人　東仙台さと佐藤　明弘 平27. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     仙台市宮城野区燕沢２－１１－１常　勤:    1う整形外科　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)佐藤　明弘 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11345213115  仙台ＡＲＴクリニック〒983-0864 022-791-8851医療法人翔仁会　理事吉田　仁秋 平28. 1. 1婦   ひ   診療所
     仙台市宮城野区名掛丁２０６－１常　勤:    3長　吉田　仁秋 新規 現存
     ３ (医       3) 平28. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11355213123  とざわクリニック 〒983-0833 022-298-6771医療法人アクティブエ戸澤　雅彦 平28. 1. 1内   皮   他  診療所
     仙台市宮城野区東仙台４－７－１常　勤:    1イジング　理事長　戸 組織変更 美容皮膚科 現存
     (医       1)澤　雅彦 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11365213131  ちかまりか皮ふ科クリ〒983-0012 022-794-8861千釜　理佳 千釜　理佳 平28. 4. 1皮   診療所
     ニック 仙台市宮城野区出花１－２４８－常　勤:    1 新規 現存
     １プランドール・アヴァンス１０(医       1) 平28. 4. 1
     ３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11375213149  オウクリニック 〒983-0852 022-355-9010本堂　徹郎 本堂　徹郎 平28. 4. 1精   心内 診療所
     仙台市宮城野区榴岡１－２－１０常　勤:    1 新規 現存
     エンドウビル４Ｆ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11385213156  ＥＰＩＬＥＰＳＹ　Ｃ〒983-0864 022-355-2525医療法人ベテール　理佐野　正明 平28. 4. 1小   神内 脳外診療所
     ＬＩＮＩＣ　仙台駅前仙台市宮城野区名掛丁２０５－５常　勤:    1事長　曽我　孝志 新規 精   他   現存
     ベーテル コンフォートホテル仙台東口　１(医       1) 平28. 4. 1てんかん内科
     Ｆ 非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11395213164  タカジン眼科 〒983-0838 022-295-7121髙橋　美智子 髙橋　美智子 平28. 5.19一般 診療所
     仙台市宮城野区二の森１２－５０常　勤:    1 交代     一般     5現存
     (医       1) 平28. 5.19眼   
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11405213172  安田病院 〒983-0803 022-256-5166一般社団法人安田博愛安田　重 平28. 9. 1一般        20病院
     仙台市宮城野区小田原２－２－４常　勤:    3会　理事長　安田　重 交代 精神       104現存
     ０ (医       3) 平28. 9. 1精   外   
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11415213180  シャントクリニック仙〒983-0833 022-349-5330医療法人真雄会　理事後藤　靖雄 平28. 9.16放   診療所
     台東 仙台市宮城野区東仙台２－１７－常　勤:    1長　後藤　靖雄 組織変更 現存
     ２５ (医       1) 平28. 9.16
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 11425213198  なかむら脳神経外科 〒983-0039 022-232-0770医療法人社団三七三会中邨　裕之 平29. 1. 1脳外 神内 内  診療所
     仙台市宮城野区新田東１－８－１常　勤:    1　理事長　中邨　裕之 組織変更 精   現存
     新田東メディカルビル１Ｆ (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11435213206  おのでらクリニック 〒983-0047 022-236-7522小野寺　真一 小野寺　真一 平29. 4. 1外   内   こう診療所
     仙台市宮城野区銀杏町３５－１ 常　勤:    1 交代 整外 皮   他  現存
     (医       1) 平29. 4. 1消化器内科
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11445213222  福室みみはなのどクリ〒983-0005 022-353-6544郭　冠宏 郭　冠宏 平29. 7. 1耳い アレ 診療所
     ニック 仙台市宮城野区福室４丁目１８－常　勤:    1 新規 現存
     １８ (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11455213230  医療法人社団交鐘会　〒983-0036 022-794-8910医療法人社団交鐘会　及川　卓 平29. 8. 1内   診療所
     あおぞら在宅診療所仙仙台市宮城野区苦竹一丁目９番１常　勤:    1理事長　吉岡　雄樹 新規 現存
     台東 号エルヴィータ１階 (医       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11465213248  宮千代皮フ科クリニッ〒983-0044 022-385-6260大谷　朋之 大谷　朋之 平29. 9. 1皮   アレ 診療所
     ク 仙台市宮城野区宮千代２丁目１７常　勤:    1 新規 現存
     －９ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11475213263  仙台東口メンタルクリ〒983-0852 022-369-3691立川　察理 立川　察理 平29.12. 1精   心内 診療所
     ニック 仙台市宮城野区榴岡４丁目６－３常　勤:    1 新規 現存
     １ＳＡＮＫＹＯビル２階 (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11485213271  キッズクリニック田子〒983-0026 022-290-9377医療法人清舞会　理事箕浦　貴則 平30. 1. 1小   アレ 婦  診療所
     仙台市宮城野区田子西１丁目１０常　勤:    1長　箕浦　貴則 組織変更 現存
     番地の９ (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11495213289  照井在宅緩和クリニッ〒983-0821 022-781-8024医療法人　久仙会　理照井　隆広 平30. 4. 1他   精   診療所
     ク 仙台市宮城野区岩切字羽黒前４２常　勤:    1事長　照井　隆広 組織変更 緩和ケア内科 現存
     番地の３ (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11505310507  千葉内科医院 〒984-0061 022-266-0832千葉　守 千葉　守 昭46.11. 1内   診療所
     仙台市若林区南鍛冶町　１３０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 1
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 11515310754  仙台市急患センター 〒984-0806 022-266-6561仙台市長　郡　和子 今井　克忠 平13. 8.31内   外   整外診療所
     仙台市若林区舟丁６４－１２ 常　勤:    3 移転 産婦 眼   耳い現存
     (医       3) 平25. 8.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11525310861  佐瀬眼科医院 〒984-0073 022-267-0870佐瀬　義彦 佐瀬　義彦 昭57. 6. 1眼   診療所
     仙台市若林区荒町　２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11535310879  黒澤整形外科医院 〒984-0051 022-299-1567黒沢　大陸 黒沢　大陸 昭57.12. 1整外 診療所
     仙台市若林区新寺　２ー１ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11545310994  仙台整形外科病院 〒984-0038 022-288-8900特定医療法人　白嶺会佐藤　哲朗 昭61.12. 1一般 病院
     仙台市若林区伊在三丁目５－３ 常　勤:   12　理事長　津久井俊行 新規     一般   179現存
     (医       9) 平28.12. 1整外 リハ 麻  
     (薬       3)
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11555311000  長島内科医院 〒984-0828 022-235-8331長島　道夫 長島　道夫 昭61.12. 1内   診療所
     仙台市若林区一本杉町　１８－１常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11565311018  三浦内科医院 〒984-0048 022-235-0885三浦　正雄 三浦　正雄 昭61.12. 1内   診療所
     仙台市若林区白萩町　２９－３１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11575311117  矢端眼科医院 〒984-0828 022-285-8228矢端　和行 矢端　和行 昭63.12. 1眼   診療所
     仙台市若林区一本杉町　７ー１５常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11585311125  入野田侑宏内科小児科〒984-0061 022-225-3923入野田　侑宏 入野田　侑宏 平 9. 3. 1内   小   消  診療所
     医院 仙台市若林区南鍛冶町　５ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11595311158  前川眼科医院 〒984-0816 022-223-3727医療法人前川眼科医院前川　暢男 平 2. 1. 1一般         9診療所
     仙台市若林区河原町　１－５－２常　勤:    3　理事長　前川暢男 組織変更 眼   現存
     ８ (医       3) 平29. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11605311182  石田医院 〒984-0053 022-256-1237医療法人社団公杏会　石田　望 平 2. 1. 1内   消   皮  診療所
     仙台市若林区連坊小路　５３ 常　勤:    2理事長　石田望 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
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 11615311216  氏家クリニック 〒984-0828 022-284-7551氏家　裕明 氏家　裕明 平14.12. 1内   小   診療所
     仙台市若林区一本杉町　１４－１常　勤:    1 移転 現存
     ９ (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11625311232  今野外科整形外科 〒984-0061 022-223-3285今野　喜郎 今野　喜郎 平 3. 1. 1外   整外 診療所
     仙台市若林区南鍛治町　１９６ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11635311299  たかやなぎこども医院〒984-0838 022-286-8811医療法人社団たかやな高柳　勝 平 5. 1. 1小   診療所
     仙台市若林区上飯田　１－２１－常　勤:    1ぎこども医院　理事長 組織変更 現存
     １８ (医       1)　髙柳　勝 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11645311307  中野泌尿器科医院 〒984-0051 022-293-7672中野　修道 中野　修道 平 5. 5. 1ひ   診療所
     仙台市若林区新寺　２－２－１０常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11655311356  木ノ下耳鼻咽喉科クリ〒984-0047 022-291-1833金　慶訓 金　慶訓 平 6. 5. 1耳い 診療所
     ニック 仙台市若林区木ノ下　１ー４１ー常　勤:    1 新規 休止
     １２０ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11665311380  杉山内科消化器科医院〒984-0821 022-239-5611医療法人社団杉山内科杉山　尚文 平 7. 1. 1内   診療所
     仙台市若林区中倉　２ー１ー２０常　勤:    1消化器科医院　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　杉山尚文 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11675311497  門脇神経科内科クリニ〒984-0057 022-711-3288門脇　敦 門脇　敦 平 8. 8. 1精   神   内  診療所
     ック 仙台市若林区三百人町　１００ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11685311554  医療法人社団西尾美栄〒984-0838 022-282-2402医療法人社団真裕会　西尾　美栄子 平10. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     子整形外科 仙台市若林区上飯田　１ー８ー２常　勤:    1理事長　西尾美栄子 組織変更 外   現存
     １ (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11695311562  結城クリニック 〒984-0838 022-289-3322医療法人結城クリニッ結城　豊彦 平10. 7. 1内   胃   小  診療所
     仙台市若林区上飯田天神　１０８常　勤:    1ク　理事長　結城　豊 組織変更 アレ 現存
     －４ (医       1)彦 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11705311570  医療法人社団やべ内科〒984-0831 022-285-3151医療法人社団やべ内科佐藤　千晴 平10. 7. 1内   小   診療所
     クリニックおきの 仙台市若林区沖野　４－３－２０常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)矢部　珠美 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11715311596  わかばやし眼科 〒984-0032 022-390-0301山形　和正 山形　和正 平10.10. 1眼   診療所
     仙台市若林区荒井三丁目２５番地常　勤:    1 新規 現存
     の６ (医       1) 平28.10. 1
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 11725311620  七郷クリニック 〒984-0032 022-287-1475医療法人七郷クリニッ阿部　基 平11. 1. 1胃   外   皮  診療所
     仙台市若林区荒井三丁目２５番地常　勤:    1ク　理事長　阿部基 組織変更 小   現存
     の４ (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11735311653  公益財団法人宮城厚生〒984-0832 022-289-8588公益財団法人　宮城厚水戸部　秀利 平12. 7. 1内   診療所
     協会若林クリニック 仙台市若林区下飯田字遠谷地　１常　勤:    2生協会　理事長　小熊 新規 現存
     ７４ (医       2)　信 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11745311661  スガワラクリニック 〒984-0821 022-284-1831菅原　暢 菅原　暢 平12.10. 1内   外   整外診療所
     仙台市若林区中倉　１－１－５ 常　勤:    1 交代 皮   こう 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11755311679  高柳内科医院 〒984-0817 022-222-4784高柳　和枝 高柳　和枝 平12.11. 1内   診療所
     仙台市若林区堰場　１ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11765311711  若林ヒフ科クリニック〒984-0821 022-788-3580舩山　道隆 舩山　道隆 平13.11. 1皮   アレ 診療所
     仙台市若林区中倉１－３－１４ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11775311786  佐藤内科クリニック 〒984-0037 022-781-2521医療法人社団英会　理佐藤　英幸 平16. 1. 1内   診療所
     仙台市若林区蒲町　２７－２１ 常　勤:    1事長　佐藤　英幸 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11785311802  東部内科医院 〒984-0012 022-287-6333阿部　峰久 阿部　峰久 平16. 2. 1内   呼   循  診療所
     仙台市若林区六丁の目中町　１－常　勤:    1 新規 アレ 現存
     ５７ (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11795311810  松永女性クリニック 〒984-0816 022-722-3288松永　弦 松永　弦 平16. 7. 1婦   産   内  診療所
     仙台市若林区河原町　１－３－１常　勤:    1 新規 現存
     ７ (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11805311844  ながぬま内科胃腸科ク〒984-0831 022-781-2551永沼　昭太郎 永沼　昭太郎 平16.11. 1内   消   循  診療所
     リニック 仙台市若林区沖野　７－４３－２常　勤:    1 新規 呼   皮   アレ現存
     ９ (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11815311869  医療法人社団けやき会〒984-0051 022-297-0208医療法人社団けやき会黒羽　正男 平17. 4. 1療養        48病院
     　仙台中央病院 仙台市若林区新寺　３－１３－６常　勤:    3　理事長　佐藤　光一 組織変更 内   外   こう現存
     (医       3) 平29. 9. 1他   
     非常勤:    6 循環器内科、乳
     (医       6) 腺外科
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 11825311877  入野田内科小児科 〒984-0816 022-223-0459入野田　佳史 入野田　佳史 平17. 4. 1内   小   診療所
     仙台市若林区河原町　１－２－５常　勤:    1 新規 現存
     ８ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11835311893  はんざわ内科胃腸科 〒984-0804 022-726-5381榛澤　清昭 榛澤　清昭 平17. 6. 1内   消   診療所
     仙台市若林区南石切町１４－１０常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11845311927  医療法人社団　杏仁会〒984-0827 022-222-8657医療法人社団杏仁会　舟田　知也 平17. 7. 1一般 病院
     　河原町病院 仙台市若林区南小泉字八軒小路４常　勤:    3理事長　舟田彰 組織変更     一般    27療養病床
     番地 (医       3) 平29. 9. 1療養 現存
     非常勤:    8     療養    25
     (医       8) 内   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11855311935  沖野内科医院 〒984-0831 022-285-8266医療法人社団沖野内科浅沼　孝和 平17. 7. 1内   消   小  診療所
     仙台市若林区沖野　６－２６－３常　勤:    1医院　理事長　浅沼孝 組織変更 リハ 現存
     ０ (医       1)和 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11865311976  医療法人やよい寿あら〒984-0032 022-294-6633医療法人やよい寿　理菅井　俊一郎 平18. 6. 1内   他   診療所
     い内科・胃腸内科クリ仙台市若林区荒井１－１－３ 常　勤:    1事長　菅井　俊一郎 組織変更 胃腸内科 現存
     ニック (医       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11875311984  あらまち内科クリニッ〒984-0073 022-225-0271矢尾板　啓 矢尾板　啓 平18.10. 1内   循   呼  診療所
     ク 仙台市若林区荒町１２３　１２３常　勤:    1 新規 消   現存
     ビル２Ｆ (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11885312008  医療法人　若林浜田ク〒984-0826 022-286-5137医療法人　若林浜田ク濱田　俊政 平23. 9. 1整外 リハ 診療所
     リニック 仙台市若林区若林１丁目１３番５常　勤:    1リニック　理事長　濱 移転 現存
     －２号 (医       1)田　俊政 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11895312024  あらいメンタルクリニ〒984-0032 022-393-6290須知　高照 須知　高照 平19. 7. 1精   心内 神  診療所
     ック 仙台市若林区荒井２丁目１番１０常　勤:    1 新規 内   現存
     号 (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11905312057  Ｔ’ｓレディースクリ〒984-0032 022-288-1103髙橋　剛 髙橋　剛 平19. 9. 1一般        13診療所
     ニック 仙台市若林区荒井３丁目２６－１常　勤:    1 新規 産婦 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 11915312065  五十人町おおとも内科〒984-0812 022-286-8541大友　淳 大友　淳 平19.10. 1内   循   呼  診療所
     仙台市若林区五十人町３５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11925312081  伊東クリニック 〒984-0828 022-782-2322医療法人社団伊東クリ伊東　邦久 平20. 1. 1整外 形外 診療所
     仙台市若林区一本杉町１８－１０常　勤:    1ニック　理事長　伊東 組織変更 現存
     (医       1)　邦久 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11935312123  沖野眼科クリニック 〒984-0831 022-343-9575山口　洋 山口　洋 平20. 6. 1眼   診療所
     仙台市若林区沖野５－７－５ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11945312131  ごとう耳鼻咽喉科 〒984-0828 022-294-1335医療法人社団藤仁会　後藤　了 平20. 7. 1耳い 診療所
     仙台市若林区一本杉町８－１６ 常　勤:    1理事長　後藤　了 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11955312149  しんてらこどもクリニ〒984-0051 022-298-6188青海　仁 青海　仁 平20. 8. 1小   内   診療所
     ック 仙台市若林区新寺１－８－１コー常　勤:    1 新規 現存
     プエステート新寺ビル２Ｆ (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11965312156  やまもと内科クリニッ〒984-0825 022-781-0766医療法人社団　豊仙会山本　匡 平21. 1. 1内   循   呼  診療所
     ク 仙台市若林区古城三丁目６番１１常　勤:    2　理事長　山本　匡 組織変更 現存
     号 (医       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11975312164  清水内科外科医院 〒984-0826 022-286-1586医療法人社団　宏洋会清水　雅行 平27. 8.17内   外   心外診療所
     仙台市若林区若林５丁目４－５０常　勤:    1　清水内科外科医院　 移転 リハ 整外 皮  現存
     (医       1)理事長　清水　雅行 平27. 8.17ひ   
     循環器内科・呼
     吸器内科・漢方
     内科・漢方外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11985312172  大和町たかはし整形外〒984-0042 022-239-2777医療法人　宏誠会　大高橋　康明 平21. 1. 1整外 リハ 診療所
     科クリニック 仙台市若林区大和町１丁目４番１常　勤:    1和町たかはし整形外科 組織変更 現存
     ３号 (医       1)クリニック　理事長　 平27. 1. 1
     髙橋　康明
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11995312180  猪岡内科医院 〒984-0047 022-295-3751猪岡　望 猪岡　望 平21. 1. 1内   診療所
     仙台市若林区木ノ下１丁目２５－常　勤:    1 交代 現存
     ３１ (医       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 12005312198  さくら外科・整形外科〒984-0838 022-289-2825小野寺　敬 小野寺　敬 平21. 5. 1外   整外 内  診療所
     クリニック 仙台市若林区上飯田４－９－１８常　勤:    1 新規 こう 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12015312206  からだとこころのクリ〒984-0817 022-217-0855佐竹　学 佐竹　学 平25. 9.25内   心内 精  診療所
     ニック　ラポール 仙台市若林区堰場１２－５ソレア常　勤:    1 移転 消   現存
     ード舟丁１Ｆ (医       1) 平25. 9.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12025312222  愛宕橋にしざわ脳神経〒984-0065 022-263-2438医療法人のごころ会　西澤　義彦 平22. 1. 1脳外 診療所
     外科クリニック 仙台市若林区土樋６２番地 常　勤:    2理事長　西澤　義彦 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12035312230  れんぼう眼科クリニッ〒984-0052 022-292-5532籏福　みどり 籏福　みどり 平22. 4. 1眼   診療所
     ク 仙台市若林区連坊１丁目５－５３常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12045312248  大はしこどもクリニッ〒984-0831 022-294-0084医療法人大橋若樹会　大橋　芳之 平22. 7. 1小   アレ 内  診療所
     ク 仙台市若林区沖野３丁目１２番３常　勤:    1理事長　大橋　芳之 組織変更 現存
     ３号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12055312255  かの耳鼻咽喉科クリニ〒984-0032 022-781-7454狩野　茂之 狩野　茂之 平22.12. 1耳い 診療所
     ック 仙台市若林区荒井字畑中３９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12065312271  ＧＩスズキクリニック〒984-0051 022-293-0211鈴木　康之 鈴木　康之 平23. 7. 1消   内   こう診療所
     仙台市若林区新寺２丁目２－１１常　勤:    1 移転 外   現存
     新寺２１１ビル４階 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12075312339  河原町泌尿器科クリニ〒984-0816 022-738-9771畠山　孝仁 畠山　孝仁 平23.10. 1ひ   内   診療所
     ック 仙台市若林区河原町１丁目１－５常　勤:    1 新規 現存
     リライアンス河原町４階 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12085312370  医療法人　かんのキッ〒984-0042 022-762-5684医療法人　かんのキッ菅野　弘之 平24. 3. 1小   アレ 診療所
     ズクリニック 仙台市若林区大和町２－６－３大常　勤:    2ズクリニック　理事長 新規 現存
     和町メディカルセンタービル２階(医       2)　菅野　弘之 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12095312388  あらい整形外科クリニ〒984-0032 022-355-4655田代　尚久 田代　尚久 平24. 5. 1整外 リハ 診療所
     ック 仙台市若林区荒井５－８－２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12105312420  みやぎ健診プラザ 〒984-0015 022-231-3655医療法人　仁泉会　理藤田　直孝 平25. 4. 1内   婦   診療所
     仙台市若林区卸町１丁目６番地９常　勤:    4事長　田中　由紀子 新規 現存
     　１階 (医       4) 平25. 4. 1



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   137 頁

 12115312438  安倍整形外科 〒984-0816 022-726-5060安倍　吉則 安倍　吉則 平25. 5. 1整外 診療所
     仙台市若林区河原町１－５－１５常　勤:    1 新規 現存
     ツインタワー広瀬川・春圃１０５(医       1) 平25. 5. 1
     号 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12125312446  しばた整形外科 〒984-0042 022-762-5682医療法人常寿会　理事柴田　常博 平25. 7. 1整外 リウ リハ診療所
     仙台市若林区大和町２－６－３大常　勤:    1長　柴田　常博 組織変更 現存
     和町メディカルセンター１Ｆ (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12135312453  みみ・はな・のどクリ〒984-0073 022-796-0188医療法人光と風　理事末武　光子 平25. 7. 1耳い 診療所
     ニックもも 仙台市若林区荒町１２３　１２３常　勤:    1長　末武　光子 組織変更 現存
     ビル３Ｆ (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12145312461  医療法人王心会五橋駅〒984-0075 022-796-3120医療法人王心会　理事深瀬　滋太 平25.10. 1内   循   呼  診療所
     前クリニック 仙台市若林区清水小路８マルタマ常　勤:    1長　王　文輝 新規 消   現存
     ファイブリッジビル２階 (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12155312479  こうのすクリニック 〒984-0816 022-796-5662鴻巣　武 鴻巣　武 平25.11. 1内   リハ 脳内診療所
     仙台市若林区河原町１－５－２６常　勤:    1 新規 呼内 外   現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12165312487  かやば小児科医院 〒984-0821 022-237-0081萱場　潤 萱場　潤 平25.11.25小   診療所
     仙台市若林区中倉１－１１－３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25.11.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12175312495  仙台在宅支援診療所 〒984-0037 022-355-2533医療法人社団太陽会　星野　智祥 平26. 1. 1内   診療所
     仙台市若林区蒲町３０－３ 常　勤:    2理事長　星野　智祥 組織変更 現存
     (医       2) 平26. 1. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12185312511  はやし内科クリニック〒984-0042 022-762-5686医療法人　はやし會　林　克敏 平26. 7. 1内   アレ 他  診療所
     仙台市若林区大和町２－６－３大常　勤:    1理事長　林　克敏 組織変更 呼吸器内科、循現存
     和町メディカルセンター２Ｆ (医       1) 平26. 7. 1環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12195312529  堀田修クリニック 〒984-0013 022-390-6033医療法人モクシン　理堀田　修 平26. 7. 1内   他   歯  診療所
     (5331467  ) 仙台市若林区六丁の目南町２－３常　勤:    3事長　堀田　修 組織変更 人工透析内科 現存
     ９ (医       3) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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 12205312537  大和耳鼻咽喉科医院 〒984-0042 022-239-8508医療法人　清和　理事角　安雄 平26. 7. 1耳い アレ 診療所
     仙台市若林区大和町３－１－１９常　勤:    1長　角　安雄 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12215312552  やまだクリニック 〒984-0827 022-352-3655山田　亜樹 山田　亜樹 平26. 9. 1内   他   診療所
     仙台市若林区南小泉２－１４－１常　勤:    1 新規 循環器内科・呼現存
     ７ (医       1) 平26. 9. 1吸器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12225312560  六丁の目　胃と腸クリ〒984-0013 022-288-9006前川　浩樹 前川　浩樹 平26.10. 8内   他   診療所
     ニック 仙台市若林区六丁の目南町８－１常　勤:    1 新規 消化器内科 現存
     ０レジデンス大一　１Ｆ (医       1) 平26.10. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12235312586  さくらい循環器・内科〒984-0816 022-217-6757医療法人社団桜信会　櫻井　信 平27. 1. 1他   内   診療所
     クリニック 仙台市若林区河原町１－１－５　常　勤:    1理事長　櫻井　信 組織変更 循環器内科 現存
     リライアンス河原町２Ｆ (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12245312594  黒沢医院 〒984-0052 022-256-3769黒澤　昌啓 黒澤　昌啓 平27. 4. 1皮   ひ   小  診療所
     仙台市若林区連坊１－１－４３ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12255312610  おざわ女性総合クリニ〒984-0073 022-222-9716医療法人恵信会　理事小澤　信義 平28. 1. 1婦   産   内  診療所
     ック 仙台市若林区荒町１９２ 常　勤:    1長　小澤　信義 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12265312628  やまとまちレディース〒984-0042 022-762-5685医療法人やまとまちレ岩本　充 平28. 1. 1婦   産   診療所
     クリニック 仙台市若林区大和町２－６－３ 常　勤:    1ディースクリニック　 組織変更 現存
     (医       1)理事長　岩本　充 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12275312644  仙台やまと町脳外科ク〒984-0042 022-762-5681医療法人悠聡会　理事宇都宮　昭裕 平28. 1. 1脳外 内   神内診療所
     リニック 仙台市若林区大和町２－６－３ 常　勤:    1長　宇都宮　昭裕 組織変更 外   現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12285312651  東北医科薬科大学　若〒984-0042 022-236-5911学校法人東北医科薬科阿部　達也 平28. 4. 1一般       199病院
     (5331566  ) 林病院 仙台市若林区大和町２ー２９ー１常　勤:   37大学　理事長　高柳　 交代 内   神内 呼内現存
     (医      27)元明 平28. 4. 1消   循   外  
     (歯       2) 整外 ひ   皮  
     (薬       8) 産婦 眼   耳い
     非常勤:   48 放   麻   リハ
     (医      48) リウ 歯   歯外
     他   
     ※他；糖尿病内
     科、血液内科、
     腎臓内科、乳腺
     外科
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 12295312669  おきのメディカルクリ〒984-0831 022-352-3126石本　修 石本　修 平28.10. 1内   呼内 アレ診療所
     ニック 仙台市若林区沖野５－７－６ 常　勤:    1 新規 循   他   現存
     (医       1) 平28.10. 1腫瘍内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12305312685  Ｍ＆Ｔ在宅クリニック〒984-0806 022-397-9297医療法人社団　桜蘭会宮城　妙子 平29. 7. 1内   精   診療所
     仙台市若林区舟丁３番地 常　勤:    1　理事長　堀之内　節 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12315312693  河原町メンタルクリニ〒984-0816 022-738-7757黒須　紀友 黒須　紀友 平29. 7. 1精   心内 診療所
     ック 仙台市若林区河原町１－１－５リ常　勤:    1 新規 現存
     ライアンス河原町４階 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12325312701  はなクリニック 〒984-0032 022-288-8777医療法人はなクリニッ髙橋　雅司 平29. 7. 1内   小   外  診療所
     仙台市若林区荒井二丁目１８番地常　勤:    2ク　理事長　髙橋　雅 組織変更 こう 麻   現存
     の１１ (医       2)司 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12335312719  おろしまちクリニック〒984-0015 022-353-5725野口　謙治 野口　謙治 平29. 9. 1内   他   診療所
     　内科・内視鏡内科 仙台市若林区卸町３丁目１番地２常　勤:    1 新規 消化器内科　胃現存
     号卸町コミュニティプラザほるせ(医       1) 平29. 9. 1腸内科
     ２階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12345312727  荒井西ゆずの木整形外〒984-0037 022-354-1733小島　純一 小島　純一 平29.10. 1整外 リハ 診療所
     科クリニック 仙台市若林区蒲町字南２８－１（常　勤:    1 新規 現存
     ２６Ｂ１Ｌ） (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12355312735  やまと内科クリニック〒984-0827 022-766-8521大和　博 大和　博 平29.10. 1内   神内 診療所
     仙台市若林区南小泉字梅木３９－常　勤:    1 新規 現存
     ２（１８Ｂ－１０Ｌ） (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12365312743  ＥＭＧ卸町クリニック〒984-0821 022-237-6801医療法人仙台医療福祉藤井　昌彦 平30. 1. 5内   診療所
     仙台市若林区中倉３丁目９番１０常　勤:    1会　理事長　本間　守 新規 現存
     号 (医       1)男 平30. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12375312750  医療法人社団葵会　葵〒984-0030 022-380-1000医療法人社団葵会　理義江　修 平29.12.13一般       125病院
     会仙台病院 仙台市若林区荒井東１丁目６番地常　勤:    6事長　新谷　幸義 移転 内   リハ アレ現存
     の８ (医       6) 平29.12.13神内 他   
     非常勤:    9 消化器内科　循
     (医       9) 環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12385312768  あべこども・アレルギ〒984-0827 022-349-5486阿部　弘 阿部　弘 平30. 2. 1小   アレ 診療所
     ークリニック 仙台市若林区南小泉字梅木４１番常　勤:    1 新規 現存
     地（１８Ｂ１３－２Ｌ） (医       1) 平30. 2. 1
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 12395312776  角田記念　まつだクリ〒984-0012 022-287-8611医療法人社団千樹会　松田　泰徳 平30. 3. 1内   他   診療所
     ニック　内科・消化器仙台市若林区六丁の目中町１番１常　勤:    2理事長　角田　英樹 移転 消化器内科　胃現存
     内科 ７号 (医       2) 平30. 3. 1腸内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12405312784  角田記念　ちえこ・ゆ〒984-0012 022-287-8612医療法人社団千樹会　松田　雪香 平30. 3. 1産婦 婦   診療所
     きかレディースクリニ仙台市若林区六丁の目中町１番１常　勤:    2理事長　角田　英樹 移転 現存
     ック ７号 (医       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12415312792  仙台産業医科診療所 〒984-0011 022-288-7701千葉　茂樹 千葉　茂樹 平30. 4. 1内   診療所
     仙台市若林区六丁の目西町１－４常　勤:    1 新規 現存
     ３ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12425410026  医療法人吉田報恩会春〒981-1104 022-241-4642医療法人吉田報恩会　吉田　卓夫 昭32. 9.26精神       250病院
     日療養園 仙台市太白区中田　５ー５ー１ 常　勤:    2理事長　吉田　良利 新規 精   内   神  現存
     (医       2) 平29. 9.26
     非常勤:    9
     (医       8)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12435410141  独立行政法人地域医療〒981-1103 022-306-1711独立行政法人　地域医朝倉　徹 平10. 4. 1一般       200病院
     機能推進機構　仙台南仙台市太白区中田町字前沖　１４常　勤:   17療機能推進機構　理事 移転 内   消   循  現存
     病院 ３ (医      17)長　尾身　茂 平28. 4. 1外   整外 ひ  
     非常勤:   17 小   産婦 麻  
     (医      17) リハ 放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12445410471  公益財団法人宮城厚生〒982-0011 022-746-5161公益財団法人宮城厚生水尻　強志 平11. 9. 1一般        45病院
     協会長町病院 仙台市太白区長町　３ー７ー２６常　勤:   10協会　理事長　小熊　 移転 療養        90現存
     (医      10)信 平29. 9. 1内   小   循  
     非常勤:   13 呼   消   リハ
     (医      13) 外   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12455410513  志賀眼科 〒982-0023 022-247-5566志賀　信夫 志賀　信夫 平 6. 8. 1眼   診療所
     仙台市太白区鹿野　２ー１７ー１常　勤:    1 移転 現存
     ０ (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12465410638  医療法人宏人会　長町〒982-0001 022-247-4792医療法人宏人会　理事佐藤　慶祐 平21. 4. 1ひ   診療所
     クリニック 仙台市太白区八本松二丁目８番２常　勤:    1長　関野　慎 移転 現存
     号 (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 12475410711  仙台市生出診療所 〒982-0251 022-281-2250仙台市長　郡　和子 山根　由理子 昭55. 5. 1内   小   外  診療所
     (5430012  ) 仙台市太白区茂庭字新熊野　６４常　勤:    3 移転 眼   歯   現存
     (医       2) 平28. 5. 1
     (歯       1)
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12485410760  仙台赤十字病院 〒982-0801 022-243-1111日本赤十字社　社長　北　純 昭57. 4. 1一般       389病院
     (5430038  ) 仙台市太白区八木山本町　２ー４常　勤:   94近衞　忠煇 移転 内   精   神内現存
     ３ー３ (医      79) 平30. 4. 1呼   消   循  
     (歯       1) 小   外   整外
     (薬      14) 呼外 小外 皮  
     非常勤:    5 ひ   産   婦  
     (医       4) 眼   耳い リハ
     (薬       1) 放   麻   形外
     歯外 病理 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12495410786  猪股内科医院 〒982-0011 022-247-4602猪股　紘行 猪股　紘行 昭57. 5. 1内   循   診療所
     仙台市太白区長町　４ー５ー３３常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12505410794  村田医院 〒982-0031 022-245-8802村田　原庸 村田　原庸 昭57.10. 1内   胃   外  診療所
     仙台市太白区泉崎　２ー１４ー２常　勤:    1 新規 整外 皮   現存
     ０ (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12515410943  袋原内科医院 〒981-1107 022-242-2883熊谷　均 熊谷　均 昭62.11. 1内   診療所
     仙台市太白区東中田　４－１４－常　勤:    1 新規 現存
     ３ (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12525410950  門間医院 〒982-0001 022-246-7151門間　弘道 門間　弘道 昭63. 1.31内   診療所
     仙台市太白区八本松　１ー４ー１常　勤:    1 交代 現存
     ７ (医       1) 平30. 1.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12535411016  京極クリニック 〒982-0805 022-243-3388京極　芳夫 京極　芳夫 平元. 5. 1内   胃   循  診療所
     仙台市太白区鈎取本町　１ー２４常　勤:    1 新規 小   現存
     ー１０ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12545411024  公益財団法人仙台市医〒982-0252 022-281-3133公益財団法人仙台市医国分　勝 平元. 5. 1内   呼   循  診療所
     療センター茂庭台診療仙台市太白区茂庭台　２ー１６ー常　勤:    1療センター　代表理事 新規 小   現存
     所 １０ (医       1)　中川　洋 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 12555411032  長町三好耳鼻咽喉科医〒982-0011 022-247-5515医療法人社団　長町三三好　豊 平12.11. 1耳い アレ 気食診療所
     院 仙台市太白区長町　３－２－１－常　勤:    1好耳鼻科　理事長　三 移転 現存
     １ (医       1)好　京子 平24.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12565411057  医療法人社団山家内科〒982-0803 022-245-2841医療法人社団山家内科富沢　信夫 平元. 7. 1内   循   診療所
     医院 仙台市太白区金剛沢　１－４－２常　勤:    1医院　理事長　富澤　 組織変更 現存
     ６ (医       1)信夫 平28. 7. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12575411065  長谷川眼科医院 〒982-0011 022-247-5562医療法人社団長谷川眼長谷川　桂子 平 2. 2. 1眼   診療所
     仙台市太白区長町　１－５－６ア常　勤:    1科医院　理事長　長谷 移転 現存
     イビル２Ｆ (医       1)川桂子 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12585411107  西多賀眼科医院 〒982-0034 022-244-7160医療法人社団西多賀眼本田　真理子 平 2. 1. 1眼   診療所
     仙台市太白区西多賀　４－７－３常　勤:    1科医院　理事長　本田 組織変更 現存
     ０ (医       1)真理子 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12595411115  内科星クリニック 〒981-1102 022-241-3366医療法人社団桑星会　星　正彦 平 2. 1. 1内   胃   診療所
     仙台市太白区袋原６－１０－３１常　勤:    2理事長　星　正彦 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12605411131  結城内科 〒982-0011 022-247-3121結城　隆俊 結城　隆俊 平 2. 3.23内   診療所
     仙台市太白区長町　１－１１－２常　勤:    1 交代 現存
     ５ (医       1) 平29. 3.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12615411149  青沼内科医院 〒982-0003 022-248-6630青沼　清一 青沼　清一 平 2.10. 1内   呼   消  診療所
     仙台市太白区郡山　３ー２２ー６常　勤:    1 新規 循   小   リハ現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12625411156  仙台柳生クリニック 〒981-1106 022-241-6651福士　泰夫 福士　泰夫 平 2.11. 1一般        18診療所
     仙台市太白区柳生　７ー１６ー１常　勤:    2 新規 ひ   内   皮  現存
     (医       2) 平29.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12635411164  西中田中央内科小児科〒981-1105 022-241-1131医療法人社団誠英会　小林　誠一 平 3. 1. 1内   小   呼  診療所
     仙台市太白区西中田　５ー１２ー常　勤:    1理事長　小林誠一 組織変更 消   循   皮  現存
     １２ (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
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 12645411172  平沢内科 〒982-0024 022-246-3511医療法人平沢内科　理平澤　元 平 3. 1. 1一般    診療所
     仙台市太白区砂押南町　１ー４７常　勤:    2事長　平澤　元 組織変更 内   消   他  現存
     (医       2) 平30. 1. 1小   
     他；糖尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12655411180  小林内科医院 〒982-0023 022-248-3063小林　正資 小林　正資 平 7. 1. 1内   小   診療所
     仙台市太白区鹿野　２ー４ー１５常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12665411255  伊藤耳鼻いんこう科 〒982-0007 022-246-9930伊藤　乾 伊藤　乾 平23. 3. 1耳い 診療所
     仙台市太白区あすと長町４丁目２常　勤:    1 移転 現存
     －１０あすとクリニックモール２(医       1) 平29. 3. 1
     ０１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12675411271  わたなべクリニック 〒982-0012 022-247-7786渡邉　進 渡邉　進 平 4. 5. 1内   消   胃  診療所
     仙台市太白区長町南　４ー１２ー常　勤:    1 新規 アレ 現存
     ２７ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12685411321  山田医院 〒982-0803 022-245-5711山田　和徳 山田　和徳 平 5. 6. 1一般         2診療所
     仙台市太白区金剛沢　３－１４－常　勤:    1 交代 内   産婦 リハ現存
     ３３ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12695411347  徳永眼科医院 〒982-0034 022-244-7535徳永　孝一 徳永　孝一 平 5. 7. 1眼   診療所
     仙台市太白区西多賀　１－１２－常　勤:    1 新規 現存
     ４５ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12705411370  大山医院 〒981-1105 022-242-7715大山　明 大山　明 平 5.11. 1整外 外   皮  診療所
     仙台市太白区西中田　５ー２７ー常　勤:    1 新規 ひ   リハ 現存
     ６ (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12715411388  医療法人社団渡辺内科〒982-0011 022-247-3105医療法人社団渡辺内科渡辺　睦生 平 6. 1. 1内   呼   消  診療所
     胃腸科医院 仙台市太白区長町　７ー２ー７ 常　勤:    2胃腸科医院　理事長　 組織変更 循   小   現存
     (医       2)渡邊　睦生 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12725411412  障害者支援施設　太白〒982-0252 022-281-1200社会福祉法人ありのま今野　秀彦 平 6. 4. 1内   神内 耳い診療所
     ありのまま舎医務室 仙台市太白区茂庭台　２ー１５ー常　勤:    1ま舎　理事長　髙橋　 新規 現存
     ３０ (医       1)治 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 12735411446  藤原外科医院 〒982-0011 022-248-4588医療法人社団一整会　藤原　章 平23. 3. 1外   整外 皮  診療所
     仙台市太白区長町５丁目９番１５常　勤:    1理事長　藤原　章 移転 こう ひ   内  現存
     号 (医       1) 平29. 3. 1他   
     消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12745411461  高瀬眼科医院 〒981-1107 022-242-0102高瀬　光一 高瀬　光一 平 7. 1. 1眼   診療所
     仙台市太白区東中田　６－９－３常　勤:    1 新規 現存
     ０ (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12755411503  クリニック西中田 〒981-1105 022-242-0032堅岡　誠喜 堅岡　誠喜 平 7. 5. 1内   胃   小  診療所
     仙台市太白区西中田　７ー２３ー常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12765411511  医療法人翠十字　杜都〒982-0251 022-281-0033医療法人翠十字　理事千葉　民彦 平27. 8. 1療養 病院
     千愛病院 仙台市太白区茂庭字人来田西８－常　勤:    8長　安ヵ川　誠 移転     療養   156現存
     １３ (医       8) 平27. 8. 1精神
     非常勤:    4     精神   200
     (医       4) 内   精   リハ
     皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12775411578  花水こどもクリニック〒982-0031 022-743-2525医療法人啓恵会　理事花水　啓 平13. 1. 1小   アレ 診療所
     仙台市太白区泉崎　１－３２－１常　勤:    1長　花水啓 移転 現存
     ５ (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12785411594  新井川内科クリニック〒982-0031 022-243-4141新井川　勝久 新井川　勝久 平 8. 4. 1内   リウ アレ診療所
     仙台市太白区泉崎　１－２９－１常　勤:    1 新規 現存
     ５ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12795411602  谷整形外科クリニック〒981-1107 022-242-3322医療法人社団谷整形外谷　正太郎 平 8. 7. 1整外 外   リハ診療所
     仙台市太白区東中田　４－２２－常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     ２ (医       1)　谷正太郎 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12805411628  松本小児科 〒982-0011 022-246-2525松本　文子 松本　文子 平27.11.11小   診療所
     仙台市太白区長町４－７－２３　常　勤:    1 移転 現存
     エルピノ１Ｆ (医       1) 平27.11.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12815411644  佐藤ひでつぐ整形外科〒982-0011 022-249-7202佐藤　秀嗣 佐藤　秀嗣 平 8.10. 1整外 リウ リハ診療所
     仙台市太白区長町　８ー１ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 12825411651  すけの医院 〒982-0826 022-244-0546医療法人社団三神峯ク助野　忠義 平 9. 1. 1外   呼   循  診療所
     仙台市太白区三神峯　２ー２ー３常　勤:    1リニック　理事長　助 組織変更 麻   現存
     (医       1)野忠義 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12835411669  中田内科胃腸科医院 〒981-1104 022-306-1511佐藤　弘房 佐藤　弘房 平 9. 1. 1内   胃   小  診療所
     仙台市太白区中田　４ー１６ー３常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12845411685  よしだ耳鼻咽喉科クリ〒981-1106 022-306-1077吉田　真次 吉田　真次 平 9. 5. 1耳い 診療所
     ニック 仙台市太白区柳生　１ー１２ー３常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12855411693  中目眼科 〒981-1106 022-306-6772医療法人中目医院　理中目　義則 平 9.10. 1眼   診療所
     仙台市太白区柳生　４ー１０ー１常　勤:    1事長　中目　義則 新規 現存
     １ (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12865411719  石橋皮膚科クリニック〒982-0011 022-248-1974石橋　正夫 石橋　正夫 平10. 1. 1皮   診療所
     仙台市太白区長町　１ー１２ー１常　勤:    1 移転 現存
     ６ (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12875411776  みなみ仙台皮膚科クリ〒981-1105 022-242-6333医療法人　啓医会　理只木　行啓 平13. 5. 1皮   診療所
     ニック 仙台市太白区西中田３ー２２ー８常　勤:    1事長　只木　行啓 移転 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12885411834  一般財団法人広南会広〒982-0012 022-248-2131一般財団法人広南会　藤原　悟 平10.10. 1一般       209病院
     南病院 仙台市太白区長町南　４－２０－常　勤:   22理事長　藤原　悟 その他 脳外 内   眼  現存
     １ (医      22) 平28.10. 1麻   神内 放  
     非常勤:  118
     (医     118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12895411842  浅沼整形外科 〒982-0011 022-247-7533医療法人太長会　理事浅沼　達二 平11. 1. 1整外 リハ 内  診療所
     仙台市太白区長町　４－７－１２常　勤:    1長　浅沼達二 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12905411859  ないとうクリニック 〒982-0252 022-281-5490医療法人　社団　静実内藤　久実子 平26. 4. 1内   小   診療所
     仙台市太白区茂庭台３－３０－３常　勤:    3会　理事長　内藤　久 移転 現存
     ０ (医       3)実子 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
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 12915411867  尾形小児科クリニック〒981-1102 022-242-6881医療法人社団尾形小児尾形　寛 平11. 1. 1小   診療所
     仙台市太白区袋原字台　３１－１常　勤:    1科クリニツク　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　尾形寛 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12925411875  ひご整形外科クリニッ〒982-0011 022-308-3777医療法人樹久会ひご整肥後　直彦 平11. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     ク 仙台市太白区長町　１－９－１０常　勤:    1形外科クリニック　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　肥後　直彦 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12935411966  柳生吉田こどもクリニ〒981-1106 022-306-0133医療法人社団柳生吉田吉田　玲子 平12. 1. 1小   診療所
     ック 仙台市太白区柳生字田中　８ー８常　勤:    2こどもクリニック　理 組織変更 現存
     (医       2)事長　吉田眞 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12945411974  みうら医院 〒981-1107 022-241-4161医療法人社団千翔会　三浦　千司 平12. 1. 1外   整外 胃  診療所
     仙台市太白区東中田　２－２７－常　勤:    1理事長　三浦千司 組織変更 皮   呼   現存
     ２６ (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12955412014  ユキクリニック 〒982-0011 022-304-5222目黒　由紀 目黒　由紀 平12. 6. 1内   呼   循  診療所
     仙台市太白区長町　７－１９－２常　勤:    1 新規 現存
     ６リーブスビル２Ｆ (医       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12965412022  富沢南とだクリニック〒982-0036 022-243-7288戸田　守彦 戸田　守彦 平12. 7. 1他   内   外  診療所
     仙台市太白区富沢南　１－１４－常　勤:    1 新規 胃腸消化器内科現存
     ３ (医       1) 平24. 7. 1、肛門内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12975412030  高橋整形外科医院 〒982-0841 022-227-0717医療法人社団　高橋整高橋　喜精 平12. 7. 1整外 診療所
     仙台市太白区向山　２－１８－１常　勤:    1形外科医院　理事長　 組織変更 現存
     ０ (医       1)高橋　喜精 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12985412048  なるみ赤ちゃんこども〒982-0012 022-746-8452医療法人なるみ赤ちゃ加納　一毅 平12. 7. 1小   診療所
     クリニック 仙台市太白区長町南　３－９－２常　勤:    3んこどもクリニック　 組織変更 現存
     ８－２０１ (医       3)理事長　鳴海　僚彦 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12995412063  河野医院 〒982-0215 022-307-0271医療法人社団　河野医河野　道夫 平13. 1. 1内   外   皮  診療所
     仙台市太白区旗立　２ー４ー１８常　勤:    1院　理事長　河野　道 組織変更 こう 現存
     (医       1)夫 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13005412071  菊地内科クリニック 〒981-1107 022-306-1010医療法人社団　菊地内菊地　亮 平13. 1. 1内   呼   消  診療所
     仙台市太白区東中田　１－１８－常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 循   アレ 現存
     ３０ (医       1)　菊地　亮 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 13015412089  さとう胃腸科内科 〒982-0805 022-245-8434医療法人　尚圭フェニ佐藤　光 平13. 1. 1内   胃   小  診療所
     仙台市太白区鈎取本町　１ー５ー常　勤:    1ックス　理事長　佐藤 組織変更 現存
     ５ (医       1)　光 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13025412113  かさい内科クリニック〒982-0036 022-746-5885笠井　豊 笠井　豊 平13. 5. 1内   循   小  診療所
     仙台市太白区富沢南１ー２５ー１常　勤:    1 新規 呼   リハ 消  現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13035412147  ストレスクリニック 〒982-0031 022-743-3225医療法人　ストレスク大河内　博雄 平13. 7. 1精   神   診療所
     仙台市太白区泉崎　２－８－１５常　勤:    1リニック　理事長　大 新規 現存
     (医       1)河内　博雄 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13045412154  かさはらＬクリニック〒982-0012 022-304-2555医療法人社団　百合樹笠原　英樹 平13. 7. 1神   精   内  診療所
     仙台市太白区長町南　１－４－７常　勤:    1会　理事長　笠原　英 組織変更 心内 リハ 現存
     (医       1)樹 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13055412196  かめやま整形外科リハ〒982-0036 022-304-0765亀山　順一 亀山　順一 平14. 2. 1整外 リハ リウ診療所
     ビリテーションクリニ仙台市太白区富沢南　１－２３－常　勤:    1 新規 現存
     ック ７ (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13065412204  あいクリニック 〒982-0011 022-304-0929伊藤　晋 伊藤　晋 平24. 8. 1ひ   内   診療所
     仙台市太白区長町５丁目９－６ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13075412220  うちだクリニック 〒982-0011 022-748-0567内田　直樹 内田　直樹 平14. 5. 1内   外   循  診療所
     仙台市太白区長町　１－６－３　常　勤:    1 新規 呼   現存
     ３Ｆ (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13085412238  わたるクリニック 〒982-0818 022-307-6645佐藤　亙 佐藤　亙 平14. 8. 1外   内   整外診療所
     仙台市太白区山田新町７４－１ 常　勤:    1 新規 こう 皮   胃  現存
     (医       1) 平26. 8. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13095412253  鈴木研一内科クリニッ〒982-0011 022-304-5660鈴木　研一 鈴木　研一 平15. 1. 1内   消   診療所
     ク 仙台市太白区長町　３－３－６ロ常　勤:    1 新規 現存
     イヤルシャトー長町 (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13105412279  舘下診療所 〒982-0011 022-748-0173舘下　一誠 舘下　一誠 平15. 4. 1精   神   内  診療所
     仙台市太白区長町　５－２－１６常　勤:    1 新規 現存
     アムールシャトー１階 (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13115412287  大波医院 〒982-0027 022-247-7212大波　勇一 大波　勇一 平15. 3.18内   消   皮  診療所
     仙台市太白区大塒町　６－１ 常　勤:    1 交代 整外 現存
     (医       1) 平27. 3.18
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 13125412295  南大野田こいけクリニ〒982-0015 022-247-4228医療法人社団南大野田小池　信夫 平15. 7. 1内   小   小外診療所
     ック 仙台市太白区南大野田　１０ー４常　勤:    1こいけクリニック　理 組織変更 外   皮   現存
     (医       1)事長　小池　信夫 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13135412311  あんどうクリニック 〒981-1101 022-741-7555医療法人ライヴズ　理安藤　健二郎 平15. 7. 1消   外   内  診療所
     仙台市太白区四郎丸字吹上　２８常　勤:    1事長　安藤　健二郎 組織変更 リハ 現存
     ー３８ (医       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13145412329  佐々木悦子産科婦人科〒982-0022 022-246-7310医療法人鹿苑会　理事佐々木　悦子 平15. 8. 1一般        16診療所
     クリニック 仙台市太白区鹿野本町　１１ー２常　勤:    1長　佐々木　悦子 組織変更 産婦 皮   現存
     １ (医       1) 平27. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13155412345  みみ・はな・のど富沢〒982-0036 022-248-3366医療法人富沢クリニッ中野　浩 平16. 1. 1耳い アレ 診療所
     クリニック 仙台市太白区富沢南２－１７－１常　勤:    1ク　理事長　中野　浩 組織変更 現存
     ４ (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13165412352  きんぱらクリニツク 〒981-1105 022-306-1166医療法人きんぱらクリ金原　孝行 平16. 1. 1内   小   消  診療所
     仙台市太白区西中田　３－６－４常　勤:    1ニック　理事長　金原 組織変更 現存
     ６ (医       1)　孝行 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13175412378  仙台富沢病院 〒982-0032 022-307-3375医療法人仙台医療福祉佐々木　英忠 平16. 6. 1精神       288病院
     仙台市太白区富沢字寺城　１１－常　勤:    9会　理事長　本間　守 新規 精   内   他  現存
     ４ (医       9)男 平28. 6. 1老年精神科
     非常勤:   12
     (医      11)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13185412394  大岡内科医院 〒982-0832 022-229-0201医療法人天佑　理事長鵜浦　奈加子 平16. 7. 1内   心内 呼  診療所
     仙台市太白区八木山緑町　８－３常　勤:    2　鵜浦　奈加子 組織変更 アレ 小   皮  現存
     ３ (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13195412402  本島内科胃腸科クリニ〒981-1105 022-306-0620医療法人社団本島内科本島　正 平16. 7. 1内   胃   診療所
     ツク 仙台市太白区西中田　７－２６－常　勤:    1胃腸科クリニック　理 組織変更 現存
     ３０ (医       1)事長　本島　正 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13205412428  皮膚科コスモスクリニ〒982-0032 022-304-2702医療法人社団祥泉会　今泉　勤 平17. 1. 1皮   診療所
     ック 仙台市太白区富沢　４－６－１Ｓ常　勤:    1理事長　今泉　勤 組織変更 現存
     Ｋ２０ビル２０３号 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 13215412436  仙台中央レディースク〒982-0032 022-244-5558赤間　正弘 赤間　正弘 平17. 4. 1産   婦   診療所
     リニック 仙台市太白区富沢　４－４－２ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13225412451  サポートはぎ診療所 〒982-0014 022-746-6881社会福祉法人仙台市手金野　公一 平17. 5. 1小   精   診療所
     仙台市太白区大野田５－２３－３常　勤:    1をつなぐ育成会　理事 新規 現存
     (医       1)長　千葉　厚子 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13235412469  内科・循環器科ちばク〒982-0021 022-248-5778千葉　育雄 千葉　育雄 平17. 6. 1循   内   呼  診療所
     リニック 仙台市太白区緑ケ丘一丁目３－１常　勤:    1 交代 外   現存
     ９ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13245412485  佐藤内科外科クリニッ〒981-1106 022-741-5631医療法人社団康正会　佐藤　康満 平17. 7. 1内   外   胃  診療所
     ク 仙台市太白区柳生　４ー１４ー３常　勤:    1理事長　佐藤康満 組織変更 呼   循   整外現存
     (医       1) 平29. 9. 1こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13255412519  興野内科医院 〒982-0821 022-229-6868医療法人社団興野内科興野　春樹 平18. 1. 1内   循   診療所
     仙台市太白区松が丘８ー１０ 常　勤:    1医院　理事長　興野春 新規 現存
     (医       1)樹 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13265412576  今井クリニック 〒982-0212 022-244-5331今井　豪 今井　豪 平18. 6. 1内   消   診療所
     仙台市太白区太白１－７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13275412584  金久保眼科 〒982-0011 022-248-8282金久保　喜則 金久保　喜則 平18.10. 1眼   診療所
     仙台市太白区長町６－４－１２ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13285412600  くまがいクリニック内〒982-0034 022-243-7050医療法人社団くまがい熊谷　裕司 平19. 1. 1内   消   診療所
     科・消化器科 仙台市太白区西多賀１丁目１９番常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     １５号 (医       1)熊谷　裕司 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13295412618  中田公園前クリニック〒981-1107 022-241-5555医療法人社団健栄会　佐藤　美栄子 平19. 1. 1内   外   耳い診療所
     仙台市太白区東中田４－５－５ 常　勤:    2理事長　佐藤　美栄子 組織変更 麻   胃   整外現存
     (医       2) 平25. 1. 1こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13305412634  宮田医院 〒981-1101 022-241-4623医療法人賢善会　理事宮田　隆光 平19. 1. 1内   皮   外  診療所
     仙台市太白区四郎丸字吹上７１－常　勤:    1長宮田　隆光 組織変更 現存
     ４ (医       1) 平25. 1. 1
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 13315412642  クリニックソアーズ 〒981-1105 022-306-3515医療法人社団誠英会　小林　英子 平19. 2. 1一般 診療所
     仙台市太白区西中田２－１９－１常　勤:    1理事長　小林　誠一 新規     一般    19現存
     (医       1) 平25. 2. 1内   小   
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13325412659  とみざわみなみ眼科ク〒982-0036 022-304-3760高野　章子 高野　章子 平19. 4. 1眼   診療所
     リニック 仙台市太白区富沢南２－１７－１常　勤:    1 新規 現存
     ５ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13335412667  たけだ耳鼻咽喉科アレ〒982-0012 022-746-8733武田　広誠 武田　広誠 平19. 5. 1耳い アレ 診療所
     ルギー科クリニック 仙台市太白区長町南１－１－８Ｋ常　勤:    1 新規 現存
     ’ｓビル長町南３Ｆ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13345412675  水戸整形外科クリニッ〒982-0845 022-247-7131医療法人ＭＯＰＣ　理水戸　龍一 平19. 8. 1整外 リハ 診療所
     ク 仙台市太白区門前町１２－２３ 常　勤:    1事長　水戸　龍一 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13355412691  今野医院 〒982-0804 022-245-0660今野　豊 今野　豊 平20. 2. 1内   消   診療所
     仙台市太白区鈎取１－６－１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13365412709  菅原医院 〒982-0243 022-399-2153菅原　克明 菅原　克明 平20. 5. 1内   診療所
     仙台市太白区秋保町長袋字大原３常　勤:    1 交代 現存
     １－１ (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13375412741  かねこクリニック 〒982-0825 022-307-5666医療法人社団　誠進会金子　健蔵 平21. 1. 1内   消   循  診療所
     仙台市太白区西の平一丁目２５番常　勤:    2　理事長　金子　健蔵 組織変更 呼   リハ 小  現存
     ２７号 (医       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13385412758  西多賀耳鼻咽喉科クリ〒982-0034 022-307-3387医療法人社団　彩仙会吉田　文明 平21. 1. 1耳い アレ 診療所
     ニック 仙台市太白区西多賀４丁目１０番常　勤:    1　理事長　吉田　文明 組織変更 現存
     ７号 (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13395412774  ばば内科ゆうこ整形外〒981-1104 022-399-8750馬場　恵夫 馬場　恵夫 平21. 9. 1内   循   呼  診療所
     科クリニック 仙台市太白区中田５丁目７番１６常　勤:    2 新規 整外 リウ リハ現存
     号 (医       2) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 13405412865  丸山アレルギークリニ〒982-0007 022-304-1191医療法人社団丸山アレ丸山　修寛 平22.12. 1内   小   アレ診療所
     ック 仙台市太白区あすと長町４丁目２常　勤:    1ルギークリニック　理 移転 呼   循   消  現存
     番１０号 (医       1)事長　丸山　修寛 平28.12. 1リウ 
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13415412873  鈎取診療所 〒982-0805 022-307-0085医療法人鈎取診療所　石橋　賢太郎 平23. 1. 1整外 リハ 診療所
     仙台市太白区鈎取本町１丁目１３常　勤:    1理事長　石橋　賢太郎 組織変更 現存
     －２ (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13425412915  しな子女性クリニック〒982-0012 022-304-0475橋本　志奈子 橋本　志奈子 平23.11. 1婦   産   診療所
     仙台市太白区長町南３－１－５０常　勤:    1 新規 現存
     　４Ｆ (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13435412956  山田かぎとり眼科 〒982-0818 022-748-7657宮澤　弘史 宮澤　弘史 平23.12. 1眼   診療所
     仙台市太白区山田新町８２ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13445413012  太子堂駅前ひふ科 〒982-0007 022-395-6207紺野　嘉宣 紺野　嘉宣 平24. 7. 1皮   診療所
     仙台市太白区あすと長町三丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ０番２３号 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13455413020  むらた日帰り外科手術〒982-0007 022-395-8614村田　幸生 村田　幸生 平24.10. 1外   内   診療所
     ・ＷＯＣクリニック 仙台市太白区あすと長町１丁目２常　勤:    1 新規 現存
     番１号２Ｆ－Ｂ (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13465413095  医療法人松田会　八木〒982-0801 022-398-4566医療法人松田会　理事熊坂　明彦 平25. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     山整形外科クリニック仙台市太白区八木山本町１－１３常　勤:    1長　松田　惠三郎 新規 現存
     －６ (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13475413103  富沢ホームケアクリニ〒982-0014 022-796-1720島田　憲宏 島田　憲宏 平25. 6. 1内   消   診療所
     ック 仙台市太白区大野田４－１８－２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13485413111  おおのだ田中クリニッ〒982-0014 022-398-7235医療法人　おおのだ田田中　昌史 平25. 9. 1内   呼   循  診療所
     ク 仙台市太白区大野田４－１８－１常　勤:    1中クリニック　理事長 組織変更 アレ 現存
     (医       1)　田中　昌史 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 13495413129  仙台クリニック 〒982-0241 022-398-2201高田　道也 高田　道也 平25. 9. 1婦   内   診療所
     仙台市太白区秋保町湯元木戸保１常　勤:    1 新規 現存
     －１ (医       1) 平25. 9. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13505413137  めざきクリニック 〒982-0801 022-229-1118医療法人めざきクリニ目崎　亨 平26. 1. 1循   内   小  診療所
     仙台市太白区八木山本町１－１２常　勤:    1ック　理事長　目崎　 組織変更 現存
     －１ (医       1)亨 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13515413145  松本不二夫整形外科 〒982-0014 022-393-9157医療法人松本クリニッ松本　不二夫 平26. 1. 1リハ リウ 診療所
     仙台市太白区大野田４－１８－１常　勤:    1ク　理事長　松本　不 組織変更 ペインクリニッ現存
     (医       1)二夫 平26. 1. 1ク整形外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13525413152  あすと長町えだクリニ〒982-0007 022-308-1555医療法人あすと長町え枝　幸基 平26. 1. 1内   消   呼  診療所
     ック 仙台市太白区あすと長町３－３－常　勤:    1だクリニック　理事長 組織変更 循   アレ 現存
     ３３ (医       1)　枝　幸基 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13535413160  おくぐち皮ふ科クリニ〒981-1102 022-398-6971医療法人おくぐち皮ふ奥口　順也 平26. 1. 1皮   診療所
     ック 仙台市太白区袋原字小原４２－３常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　奥口　順也 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13545413178  仙台クローバークリニ〒982-0007 022-797-5164医療法人和康会　理事高瀬　貞夫 平26. 1. 6リハ 神内 整外診療所
     ック 仙台市太白区あすと長町１－２－常　勤:    2長　関　和則 組織変更 内   現存
     １長町メディカルプラザ３階 (医       2) 平26. 1. 6
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13555413186  宍戸クリニック 〒981-1106 022-242-7060医療法人宍戸クリニッ宍戸　輝彦 平26. 1. 1内   胃   小  診療所
     仙台市太白区柳生７－２－９ 常　勤:    1ク　理事長　宍戸　輝 組織変更 現存
     (医       1)彦 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13565413194  仙台今村クリニック 〒982-0011 022-249-7611医療法人社団　和元会今村　幹雄 平26. 7. 1消   外   内  診療所
     仙台市太白区長町５－３－１ 常　勤:    1　理事長　今村　幹雄 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13575413210  あすと耳鼻科 〒982-0007 022-796-7387長谷川　純 長谷川　純 平26. 9. 1耳い 気食 アレ診療所
     仙台市太白区あすと長町１－３－常　勤:    1 新規 現存
     １ＳＨＩＰ仙台ビル２Ｆ (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 13585413236  あすと長町みんなのク〒982-0007 022-796-8020一般財団法人周行会　半田　和義 平26.10. 1内   外   小  診療所
     リニック 仙台市太白区あすと長町１－３－常　勤:    1理事長　佐藤　俊哉 新規 現存
     １ＳＨＩＰ仙台ビル２Ｆ (医       1) 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13595413251  仙台市夜間休日こども〒982-0007 022-247-7035仙台市長　郡　和子 中川　洋 平26.11. 1小   診療所
     急病診療所 仙台市太白区あすと長町１－１－常　勤:    1 新規 現存
     １（市立病院１Ｆ） (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13605413269  仙台市立病院 〒982-0007 022-308-7111仙台市病院事業　管理亀山　元信 平26.11. 1一般 病院
     (5431697  ) 仙台市太白区あすと長町１－１－常　勤:  173者　亀山　元信 移転     一般   467現存
     １ (医     171) 平26.11. 1精神        50
     (歯       2) 一般（感染）
     非常勤:    1     感染     8
     (医       1) 内   消   循  
     神内 外   心外
     脳外 整外 形外
     精   小   皮  
     ひ   産婦 眼  
     耳い 放   病理
     歯外 麻   呼内
     他   
     感染症・呼吸器
     内科、血液内科
     、糖尿病・代謝
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13615413277  森元クリニック 〒982-0012 022-304-3531医療法人　森元クリニ森元　富造 平27. 1. 1内   胃   消  診療所
     仙台市太白区長町南１－１－８　常　勤:    1ック　理事長　森元　 組織変更 現存
     ２Ｆ (医       1)富造 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13625413285  みやざきクリニック 〒982-0011 022-738-7103医療法人　大史会　理宮崎　敦史 平27. 1. 1内   消   診療所
     仙台市太白区長町７－２０－５ラ常　勤:    1事長　宮崎　敦史 組織変更 現存
     ラガーデン長町４階 (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13635413301  往診クリニック　ビー〒981-1107 022-302-6772社会福祉法人仙台ビー三上　宏子 平27. 4. 1内   診療所
     ナス 仙台市太白区東中田４－１１－４常　勤:    1ナス会　理事長　高橋 新規 現存
     ５ (医       1)　治 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13645413319  笹森内科・呼吸器内科〒982-0011 022-226-7264医療法人太長会　理事笹森　寛 平27. 5. 1内   呼   アレ診療所
     クリニック 仙台市太白区長町５－９－１３ 常　勤:    1長　浅沼　達二 新規 消   循   現存
     (医       1) 平27. 5. 1
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 13655413327  花だて内科循環器科 〒982-0014 022-797-3466花立　安志 花立　安志 平27. 5.11循   内   診療所
     仙台市太白区大野田５－３８－３常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 5.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13665413376  銭谷クリニック 〒982-0012 022-302-5955銭谷　雅博 銭谷　雅博 平27. 7. 3リハ 整外 診療所
     仙台市太白区長町南３－１－５０常　勤:    1 新規 現存
     Ｂｏｎｄｓ＆Ｒ長町南３Ｆ (医       1) 平27. 7. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13675413384  八木山内科クリニック〒982-0801 022-724-7501医療法人　松田会　理鴇田　克久 平27. 7. 6他   内   診療所
     仙台市太白区八木山本町１－１３常　勤:    1事長　松田　惠三郎 新規 糖尿病内科・消現存
     －６ (医       1) 平27. 7. 6化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13685413392  たんぽぽレディースク〒982-0003 022-738-7753医療法人　佑望会　理吉田　英宗 平27. 7. 1婦   診療所
     リニックあすと長町 仙台市太白区郡山１－１６－８ 常　勤:    1事長　吉田　英宗 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13695413400  とみざわ腎泌尿器科 〒982-0036 022-302-7230當麻　武信 當麻　武信 平27. 7.17ひ   皮   他  診療所
     仙台市太白区富沢南１－１０－４常　勤:    1 新規 腎臓内科 現存
     (医       1) 平27. 7.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13705413418  あすと長町ひまわりこ〒982-0007 022-748-7377大友　好司 大友　好司 平28. 1. 1精   心内 診療所
     ころのクリニック 仙台市太白区あすと長町１－３－常　勤:    1 新規 現存
     １ＳＨＩＰ仙台ビル２Ｆ (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13715413442  仙台ソレイユ母子クリ〒982-0014 022-248-5001村川　晴生 村川　晴生 平28. 3.30一般 診療所
     ニック 仙台市太白区大野田４－３１－３常　勤:    1 新規     一般    14現存
     (医       1) 平28. 3.30産婦 他   
     不妊治療科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13725413459  すがわら小児科クリニ〒982-0007 022-797-7607菅原　伸 菅原　伸 平28. 5. 1小   診療所
     ック 仙台市太白区あすと長町１－２－常　勤:    1 新規 現存
     １　２Ｆ－Ａ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13735413467  シエル皮ふ科クリニッ〒981-1102 022-397-9112小松　弘美 小松　弘美 平28. 6. 1皮   アレ 診療所
     ク 仙台市太白区袋原４－３７－８　常　勤:    1 新規 現存
     １Ｆ (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13745413475  広南休日内科小児科診〒982-0011 022-248-5858山田　和徳 山田　和徳 平28. 7. 1内   小   診療所
     療所 仙台市太白区長町５－９－１３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:   26
     (医      26)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 13755413483  あすと長町整形外科ク〒982-0007 022-397-7331曽根　茂樹 曽根　茂樹 平28. 9. 1整外 リウ リハ診療所
     リニック 仙台市太白区あすと長町１－３－常　勤:    1 新規 現存
     １ＳＨＩＰ仙台ビル１Ｆ (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13765413491  仁木耳鼻咽喉科 〒981-1105 022-797-7277仁木　博文 仁木　博文 平28.11. 1耳い 診療所
     仙台市太白区西中田５－１７－４ 新規 現存
     ７ 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13775413509  あすと長町　皮ふ科ク〒982-0007 022-796-7381医療法人情松会　理事笹井　収 平29. 1. 1皮   アレ 診療所
     リニック 仙台市太白区あすと長町１－３－常　勤:    1長　笹井　収 組織変更 現存
     １　ＳＨＩＰ仙台ビル２Ｆ (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13785413517  あすとながまち心身ク〒982-0007 022-398-4892医療法人烱和伯千心会宮下　伯容 平29. 2. 1精   心内 内  診療所
     リニック 仙台市太白区あすと長町１－２－常　勤:    1　理事長　宮下　伯容 組織変更 現存
     １　２Ｆ (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13795413533  医療法人社団互仁会萩〒982-0011 022-797-3380医療法人社団互仁会　折田　志恒 平29. 2. 1眼   診療所
     眼科 仙台市太白区長町７－２０－５ラ常　勤:    1理事長　豊島　愛子 交代 現存
     ラガーデン長町４０２号Ｄ室 (医       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13805413541  さとう腎臓内科ひ尿器〒982-0011 022-302-6672佐藤　正嗣 佐藤　正嗣 平29. 4. 1他   ひ   診療所
     科 仙台市太白区長町２－９－３１ 常　勤:    1 新規 腎臓内科、人工現存
     (医       1) 平29. 4. 1透析内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13815413558  まきこ内科クリニック〒982-0007 022-797-2794熱海　眞希子 熱海　眞希子 平29. 4. 1内   他   診療所
     仙台市太白区あすと長町１－２－常　勤:    1 交代 糖尿病内科、消現存
     １仙台長町メディカルプラザ２Ｆ(医       1) 平29. 4. 1化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13825413566  すずき小児科内科医院〒982-0012 022-248-1665鈴木　カツ子 鈴木　カツ子 平29. 9. 1小   内   診療所
     仙台市太白区長町南４丁目５－２常　勤:    1 移転 現存
     ８ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13835413574  矢口クリニック 〒982-0032 022-724-7511矢口　圭 矢口　圭 平29. 9. 1内   他   診療所
     仙台市太白区富沢字鍛冶屋敷３７常　勤:    1 新規 消化器内科 現存
     －１（５２Ｂ－７Ｌ） (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13845413582  太白クリニック 〒982-0032 022-226-8339坂平　晴基 坂平　晴基 平29.11. 1内   リウ 他  診療所
     仙台市太白区富沢字鍛冶屋敷前２常　勤:    1 新規 糖尿病内科、循現存
     ３（５１Ｂ－４Ｌ） (医       1) 平29.11. 1環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 13855413590  おおはし皮ふ科クリニ〒982-0011 022-724-7325大橋　威信 大橋　威信 平29.11. 1皮   アレ 他  診療所
     ック 仙台市太白区長町７－２０－５ 常　勤:    1 新規 小児皮膚科　美現存
     (医       1) 平29.11. 1容皮膚科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13865413608  仙台頭痛脳神経クリニ〒982-0014 022-226-7525医療法人社団仙台頭痛松森　保彦 平30. 1. 1脳外 神内 診療所
     ック 仙台市太白区大野田五丁目３８番常　勤:    1脳神経クリニック　理 組織変更 現存
     地の２ (医       1)事長　松森　保彦 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13875413624  八木山すずきクリニッ〒982-0801 022-796-8868医療法人爽緑会　理事鈴木　雅貴 平30. 1. 1内   呼内 アレ診療所
     ク 仙台市太白区八木山本町一丁目２常　勤:    1長　鈴木　雅貴 組織変更 他   現存
     １番地１７ (医       1) 平30. 1. 1消化器内科　循
     環器内科　糖尿
     病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13885413632  尾子クリニック 〒982-0032 022-746-5178尾子　眞人 尾子　眞人 平30. 4. 1精   心内 診療所
     仙台市太白区富沢南２丁目１７－常　勤:    1 移転 現存
     ８ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13895413640  仙台市南部発達相談支〒982-0012 022-247-3801仙台市長　郡　和子 久保田　由紀 平30. 4. 1小   診療所
     援センター 仙台市太白区長町南３丁目１－３常　勤:    1 新規 現存
     ０ (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13905413657  宮城島整形外科 〒981-1105 022-242-5922医療法人修楽会　理事宮城島　純 平30. 4.16整外 リハ 診療所
     仙台市太白区西中田四丁目１４番常　勤:    1長　宮城島　純 新規 現存
     ２０号 (医       1) 平30. 4.16
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13915413665  すずき整形外科・小児〒982-0012 022-248-1665鈴木　カツ子 鈴木　カツ子 平30. 6. 1整外 リハ 小  診療所
     科内科 仙台市太白区長町南３丁目３５－常　勤:    2 移転 内   アレ 現存
     １ (医       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13925510122  亀谷小児科 〒981-3132 022-372-2110亀谷　茂樹 亀谷　茂樹 昭48. 1. 1小   診療所
     仙台市泉区将監　２ー１２ー５ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13935510148  町田眼科医院 〒981-3132 022-373-1616町田　晶子 町田　晶子 昭48.10. 1眼   診療所
     仙台市泉区将監　２ー１２ー３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 13945510262  将監皮膚科医院 〒981-3132 022-373-7080渡部　光子 渡部　光子 昭50.12. 1皮   診療所
     仙台市泉区将監　１３ー７ー４ 常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13955510296  青葉産婦人科医院 〒981-3135 022-373-9811青葉　久夫 青葉　久夫 平12.11. 1一般 診療所
     仙台市泉区八乙女中央　３－２－常　勤:    1 移転     一般 現存
     ２０ (医       1) 平24.11. 1産   婦   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13965510320  井上胃腸内科医院 〒981-3203 022-378-0303井上　廉 井上　廉 平22. 8. 2内   小   診療所
     仙台市泉区高森一丁目１－１９７常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平28. 8. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13975510395  橋本内科胃腸科医院 〒981-3212 022-378-5524橋本　仁 橋本　仁 昭55. 5. 1内   胃   循  診療所
     仙台市泉区長命ケ丘　３ー２ー８常　勤:    1 新規 呼   小   現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13985510445  公益財団法人宮城厚生〒981-3212 022-378-5361公益財団法人宮城厚生長谷部　誠 昭57. 5. 1一般 病院
     協会泉病院 仙台市泉区長命ケ丘　２ー１ー１常　勤:   11協会　理事長　小熊　 新規     一般    94現存
     (医      11)信 平30. 5. 1内   神内 脳外
     非常勤:    8 リハ 放   
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13995510502  医療法人徳洲会仙台徳〒981-3131 022-372-1110医療法人徳洲会　理事佐野　憲 昭61. 2. 1一般       315病院
     (5530779  ) 洲会病院 仙台市泉区七北田字駕籠沢　１５常　勤:   30長　鈴木　隆夫 新規 内   神内 消  現存
     (医      22) 平28. 2. 1循   外   整外
     (歯       3) 脳外 心外 産婦
     (薬       5) 放   麻   歯外
     非常勤:   39 皮   ひ   リハ
     (医      38) 眼   救命 他  
     (歯       1) 呼内 呼外 
     糖尿病・代謝内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14005510577  医療法人松田会松田病〒981-3217 022-378-5666医療法人松田会　理事松田　恵三郎 昭63. 8. 1一般        77病院
     (5530951  ) 院 仙台市泉区実沢字立田屋敷　１７常　勤:   34長　松田　惠三郎 組織変更 療養        48現存
     ー１ (医      30) 平24. 8. 1整外 形外 内  
     (歯       3) 神内 脳外 皮  
     (薬       1) 耳い 眼   精  
     非常勤:   35 麻   リハ リウ
     (医      33) 歯   歯外 矯歯
     (歯       2) 美外 他   
     消化器内科、内
     視鏡内科、循環
     器内科　他２件
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 14015510593  大澤内科医院 〒981-3222 022-376-3631大澤　寛壽 大澤　寛寿 昭63.11. 1内   消   循  診療所
     仙台市泉区住吉台東　２ー８ー２常　勤:    1 新規 小   現存
     ０ (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14025510601  春山内科小児科医院 〒981-3108 022-375-8023春山　敏明 春山　敏明 昭63.11. 1内   消   循  診療所
     仙台市泉区松陵　４ー２ー５ 常　勤:    2 新規 小   現存
     (医       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14035510627  泉パークタウンクリニ〒981-3203 022-378-7550草野　仁 草野　仁 平元. 4. 1内   小   整外診療所
     ック 仙台市泉区高森　７ー４５ー３ 常　勤:    1 新規 皮   ひ   呼内現存
     (医       1) 平28. 4. 1神内 他   
     糖尿病内科、循
     環器内科、消化
     器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14045510643  医療法人松田会寺岡ク〒981-3204 022-378-0811医療法人松田会　理事山本　直弘 平元. 5. 1内   外   整外診療所
     リニック 仙台市泉区寺岡　５ー８ー２ 常　勤:    1長　松田　惠三郎 新規 消   リウ 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14055510684  医療法人社団高橋内科〒981-3132 022-373-2266医療法人社団高橋内科高橋　秀典 平元. 7. 1内   消   循  診療所
     クリニック 仙台市泉区将監　２－１２－２ 常　勤:    2クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       2)高橋秀典 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14065510692  櫻井内科医院 〒981-8002 022-251-5520医療法人社団櫻井内科櫻井　潔 平元. 7. 1内   呼   消  診療所
     仙台市泉区南光台南　１－４－２常　勤:    1医院　理事長　櫻井潔 組織変更 循   現存
     ０ (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14075510700  医療法人社団　菊地眼〒981-3133 022-372-0404医療法人社団菊地眼科菊地　宏子 平 2. 9. 1眼   診療所
     科医院 仙台市泉区泉中央　４－１７－６常　勤:    1医院　理事長　菊地宏 移転 現存
     (医       1)子 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14085510726  さいとう呼吸器科内科〒981-8001 022-251-9567齋藤　紘 齋藤　紘 平元. 9. 1内   呼   循  診療所
     仙台市泉区南光台東　１－１３－常　勤:    1 新規 消   アレ 現存
     ３０ (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14095510759  佐竹医院 〒981-8003 022-271-7111医療法人佐竹医院　理佐竹　央行 平 2. 1. 1内   胃   診療所
     仙台市泉区南光台　５－２８－３常　勤:    1事長　佐竹　央行 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 14105510775  医療法人社団明世会高〒981-3213 022-379-3811医療法人社団明世会髙髙木　承 平 2. 1. 1一般         2診療所
     木外科胃腸科医院 仙台市泉区南中山　２－２７－１常　勤:    2木外科胃腸科医院　理 組織変更 外   胃   内  現存
     (医       2)事長　高木靖 平29. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14115510783  泉ケ丘佐藤内科医院 〒981-3201 022-373-7240医療法人社団泉ケ丘佐佐藤　勤 平 2. 1. 1内   消   循  診療所
     仙台市泉区泉ケ丘　４－２７－１常　勤:    1藤内科医院　理事長　 組織変更 呼   神内 現存
     ０ (医       1)佐藤勤 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14125510874  長谷川小児科医院 〒981-3133 022-375-0555長谷川　純男 長谷川　純男 平 3. 6. 1小   診療所
     仙台市泉区泉中央　３ー１ー９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14135510882  加茂耳鼻咽喉科 〒981-3121 022-374-8733柴原　義博 柴原　義博 平 3. 7. 1耳い 気食 アレ診療所
     仙台市泉区上谷刈字赤坂　６ー８常　勤:    1 新規 現存
     ７ (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14145510957  五十嵐内科クリニック〒981-3102 022-374-2077五十嵐　丈太朗 五十嵐　丈太朗 平 4. 2. 1胃   内   小  診療所
     仙台市泉区向陽台　２ー２５ー３常　勤:    1 新規 ひ   現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14155510973  泉内科消化器科 〒981-3133 022-372-5556今村　茂 今村　茂 平 4. 5. 1消   内   診療所
     仙台市泉区泉中央　２ー１５ー８常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14165511005  千葉整形外科 〒981-3133 022-375-3636千葉　芳行 千葉　芳行 平 4. 9. 1整外 リハ 診療所
     仙台市泉区泉中央　４－２０－７常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14175511021  住吉台耳鼻咽喉科 〒981-3222 022-376-2460佐藤　葉子 佐藤　葉子 平 4.11. 1耳い 診療所
     仙台市泉区住吉台東　３－２－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14185511054  金渕整形外科クリニッ〒981-3132 022-373-1517医療法人社団頴徳会　金渕　隆人 平 5. 1. 1整外 リハ 診療所
     ク 仙台市泉区将監　２－１２－１ 常　勤:    1理事長　金渕隆人 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14195511179  医療法人社団貢睦会花〒981-8003 022-233-7212医療法人社団貢睦会　花田　順子 平 6. 5. 1皮   診療所
     田皮膚科 仙台市泉区南光台　３ー１８ー１常　勤:    1理事長　花田貢 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 14205511195  すえたけ皮膚科 〒981-3203 022-378-1211医療法人末武皮膚科　末武　茂樹 平 6. 7. 1皮   形外 診療所
     仙台市泉区高森　１ー１ー２９５常　勤:    1理事長　末武茂樹 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14215511229  虹の丘小児科内科クリ〒981-8007 022-373-9088医療法人社団虹の丘小奥村　秀定 平 7. 1. 1小   内   アレ診療所
     ニック 仙台市泉区虹の丘　１ー１１ー１常　勤:    1児科内科クリニック　 組織変更 現存
     ６ (医       1)理事長　奥村秀定 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14225511237  北原整形外科 〒981-8002 022-252-7735医療法人社団　北原整北原　博 平24. 6.15整外 リウ リハ診療所
     仙台市泉区南光台南二丁目１６番常　勤:    2形外科　理事長　北原 移転 現存
     ２４号 (医       2)　博 平30. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14235511286  岡村婦人科クリニック〒981-3203 022-378-0511医療法人社団佳知会　岡村　けい子 平 7. 7. 1産婦 麻   診療所
     仙台市泉区高森　１－１－２８７常　勤:    1理事長　岡村けい子 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14245511302  いずみクリニック 〒981-3122 022-377-0551医療法人社団いずみク大瀧　忠 平 8. 1. 1眼   外   整外診療所
     仙台市泉区加茂　４－４－２ 常　勤:    2リニック　理事長　大 組織変更 内   小   現存
     (医       2)瀧　忠 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14255511336  三好耳鼻咽喉科クリニ〒981-3133 022-374-3443医療法人社団三好耳鼻三好　彰 平12. 2. 1耳い 診療所
     ック 仙台市泉区泉中央　１ー３４ー１常　勤:    1咽喉科クリニック　理 移転 現存
     (医       1)事長　三好彰 平30. 2. 1
     非常勤:   16
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14265511344  シオノ眼科医院 〒981-3133 022-375-6691塩野　貴 塩野　貴 平 8. 1. 1一般         4診療所
     仙台市泉区泉中央　３－２５－１常　勤:    1 新規 眼   現存
     ９ (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14275511377  佐藤昭彦皮膚科医院 〒981-3112 022-218-8403医療法人社団喜晴会　佐藤　昭彦 平 8. 5. 1皮   診療所
     仙台市泉区八乙女　２－８－８ 常　勤:    1理事長　佐藤昭彦 移転 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14285511385  医療法人社団桂内科・〒981-3134 022-375-7220医療法人社団桂内科こ下田　茂 平 8. 7. 1内   小   呼内診療所
     こどもクリニック 仙台市泉区桂　３－１－４ 常　勤:    2どもクリニック　理事 組織変更 他   現存
     (医       2)長　下田茂 平29. 9. 1循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 14295511393  医療法人泉整形外科病〒981-3121 022-373-7377医療法人泉整形外科病高原　政利 平 8. 8. 1一般        54病院
     院 仙台市泉区上谷刈字丸山　６ー１常　勤:    9院　理事長　根本忠信 組織変更 整外 外   内  現存
     (医       9) 平29. 9. 1リハ 麻   
     非常勤:   91
     (医      91)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14305511427  宮澤循環器科内科クリ〒981-3133 022-374-5588医療法人社団仁佑会　宮澤　佑二 平 9. 1. 1循   内   診療所
     ニツク 仙台市泉区泉中央　１ー１４ー１常　勤:    1理事長　宮澤佑二 組織変更 現存
     インテレクト２１ビル５階 (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14315511435  畑岡内科クリニック 〒981-3204 022-378-8511畑岡　勲 畑岡　勲 平 9. 2. 1内   循   胃  診療所
     仙台市泉区寺岡　１ー２ー１ 常　勤:    1 新規 呼   皮   小  現存
     (医       1) 平30. 2. 1アレ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14325511468  はんだ整形外科クリニ〒981-3217 022-376-6868飯田　剛 飯田　剛 平 9. 2. 1整外 リハ 外  診療所
     ック 仙台市泉区実沢字広畑　８０ー１常　勤:    1 新規 皮   現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14335511484  森整形外科リウマチ科〒981-3213 022-279-1184森　繁 森　繁 平 9. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     クリニック 仙台市泉区南中山　１ー４２ー５常　勤:    1 新規 現存
     判場ビル３Ｆ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14345511500  北中山皮膚科医院 〒981-3215 022-376-7275酉秡　和喜夫 酉抜　和喜夫 平 9. 4. 1皮   診療所
     仙台市泉区北中山　２ー３２ー５常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14355511526  山田孝彦眼科 〒981-3203 022-377-8080山田　孝彦 山田　孝彦 平 9. 6. 1一般         6診療所
     仙台市泉区高森　６ー３１ー１ 常　勤:    1 新規 眼   現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14365511542  仙台北クリニック 〒981-3135 022-371-6511医療法人社団仙台北ク阿部　薫夫 平 9. 7. 1循   呼   内  診療所
     仙台市泉区八乙女中央５－１１－常　勤:    1リニック　理事長　阿 組織変更 外   現存
     １１ (医       1)部康之 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14375511633  三浦整形外科医院 〒989-9818 022-276-2222医療法人三浦整形外科三浦　久喜 平11. 1. 1整外 リハ 診療所
     仙台市泉区南光台　４－１３－２常　勤:    1医院　理事長　三浦久 組織変更 現存
     ７ (医       1)喜 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   162 頁

 14385511641  須藤内科クリニック 〒981-3121 022-773-2888医療法人須藤内科クリ野城　宏夫 平11. 1. 1内   循   診療所
     仙台市泉区上谷刈字治郎兵衛下　常　勤:    2ニック　理事長　須藤 組織変更 現存
     ４８－１ (医       2)　究 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14395511708  山田内科クリニック 〒981-3133 022-772-3233山田　進 山田　進 平11. 7. 1内   リハ 放  診療所
     仙台市泉区泉中央　３－２９－７常　勤:    1 新規 現存
     ウイング２１ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14405511716  泉レディースクリニッ〒981-3133 022-772-5810太田　憲道 太田　憲道 平11. 8. 1一般    診療所
     ク 仙台市泉区泉中央　３－２９－７常　勤:    1 新規 婦   産   内  現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14415511740  根白石診療所 〒981-3221 022-376-7577医療法人社団千秋会　児玉　秋生 平12. 1. 1内   循   消  診療所
     仙台市泉区根白石字堂ノ沢　９ 常　勤:    1理事長　児玉秋生 組織変更 小   現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14425511765  南光台伊藤クリニック〒981-8002 022-252-1234医療法人伊藤クリニッ伊藤　賢司 平12. 1. 1胃   内   外  診療所
     仙台市泉区南光台南　２ー４ー２常　勤:    1ク　理事長　伊藤賢司 組織変更 整外 こう 現存
     ２ (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14435511773  いずみの杜診療所 〒981-3111 022-772-9801医療法人社団清山会　吾妻　淳一 平12. 1. 1精   内   リハ診療所
     仙台市泉区松森字下町　８ー１ 常　勤:    4理事長　山崎英樹 組織変更 現存
     (医       4) 平30. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14445511781  医療法人　太世会　フ〒981-3133 022-374-0100医療法人　太世会　フ藤森　完一 平12. 2. 1循   内   呼内診療所
     ォレスト内科クリニッ仙台市泉区泉中央　４ー２０ー５常　勤:    1ォレスト内科クリニッ 組織変更 消   現存
     ク (医       1)ク　理事長　藤森　完 平30. 2. 1
     一
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14455511799  仙萩苑クリニック 〒981-3223 022-379-8030社会福祉法人一寿会　大熊　恒郎 平12. 4. 1他   診療所
     仙台市泉区住吉台西　２ー７ー６常　勤:    1理事長　関野　愉 新規 腎臓内科 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:   16
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14465511807  仙台胃腸クリニック 〒981-3121 022-218-3888医療法人　仙台胃腸ク山形　倫 平12. 7. 1一般 診療所
     仙台市泉区上谷刈　２－４－３０常　勤:    2リニック　理事長　山 組織変更     一般    19現存
     (医       2)形　倫 平24. 7. 1内   胃   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14475511823  篠田クリニック 〒981-3133 022-371-7761医療法人社団　篠田ク篠田　和雄 平12. 7. 1精   神   内  診療所
     仙台市泉区泉中央　１－３８－１常　勤:    1リニック　理事長　篠 組織変更 現存
     ４ (医       1)田　和雄 平24. 7. 1
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 14485511849  向陽台クリニック 〒981-3102 022-373-6800永井　豊子 永井　豊子 平13. 4. 8内   小   消  診療所
     仙台市泉区向陽台３ー３ー１６ 常　勤:    1 交代 リハ 現存
     (医       1) 平25. 4. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14495511856  市名坂皮膚科クリニッ〒981-3117 022-771-5733堀内　令久 堀内　令久 平13. 7. 1皮   診療所
     ク 仙台市泉区市名坂字原田　１９８常　勤:    1 新規 現存
     －１ (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14505511864  小松クリニック 〒981-3133 022-772-8801医療法人社団　小松ク小松　正歳 平19.10. 1内   消   診療所
     仙台市泉区泉中央１－３８－１７常　勤:    1リニック　理事長　小 移転 現存
     (医       1)松　正歳 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14515511898  松陵かきざきクリニッ〒981-3108 022-772-2666医療法人　慶隆会　理峯岸　道人 平14. 1. 1内   消   外  診療所
     ク 仙台市泉区松陵　２ー２２ー３ 常　勤:    1事長　峯岸　道人 組織変更 こう 整外 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14525511922  岡部クリニック 〒981-3213 022-376-0180岡部　慎一 岡部　慎一 平14. 6. 1一般 診療所
     仙台市泉区南中山　２－３８－３常　勤:    2 新規     一般     5現存
     (医       2) 平26. 6. 1内   呼   循  
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14535511930  医療法人松田会エバー〒981-3217 022-378-3838医療法人松田会　理事小高　晃 平14. 6. 1精神       200病院
     グリーン病院 仙台市泉区実沢字立田屋敷　１７常　勤:    7長　松田　惠三郎 新規 精   神   リハ現存
     －１ (医       7) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14545512003  泉ヶ丘クリニック 〒981-3134 022-373-7715医療法人　盟陽会　理山陰　敬 平25.12. 1一般 病院
     仙台市泉区桂１－１８－１ 常　勤:    5事長　道又　勇一 移転     一般    38現存
     (医       5) 平25.12. 1療養
     非常勤:    8     療養    60
     (医       8) 内   透析 他  
     他：循環器内科
     、腎臓内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14555512011  牛込医院 〒981-8003 022-253-0838医療法人社団豊麗会牛牛込　康文 平15. 2. 1内   循   診療所
     仙台市泉区南光台　７ー５ー２７常　勤:    1込医院　理事長　牛込 組織変更 現存
     (医       1)　康文 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 14565512052  五十嵐小児科・Ｕ歯科〒981-3203 022-377-4832医療法人五十嵐小児科今　公弥 平15. 5. 1一般 診療所
     (5531223  ) 仙台市泉区高森４－２－５３６ 常　勤:    6　理事長　今　公弥 新規     一般    19現存
     (医       2) 平27. 5. 1小   精   歯  
     (歯       2) 歯外 小歯 
     (薬       2)
     非常勤:    7
     (医       6)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14575512060  やかた内科・小児科ク〒981-3214 022-348-2252田澤　マサ子 田澤　マサ子 平15. 6. 1内   小   消  診療所
     リニック 仙台市泉区館　３－３７－１ 常　勤:    1 新規 循   呼   現存
     (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14585512078  泉中央こどもクリニッ〒981-3133 022-771-5510神　裕子 神　裕子 平15. 6. 1小   アレ 診療所
     ク 仙台市泉区泉中央　３－２９－７常　勤:    2 新規 現存
     ウイング２１ビル１Ｆ (医       2) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14595512086  桂眼科 〒981-3134 022-771-7727木村　進 木村　進 平15. 7. 1眼   診療所
     仙台市泉区桂　３－２－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14605512128  安田クリニック 〒981-3204 022-777-8533医療法人社団安田クリ安田　朗雄 平15. 7. 1他   麻   診療所
     仙台市泉区寺岡１－１－７ 常　勤:    1ニック　理事長　安田 組織変更 ペインクリニッ現存
     (医       1)　朗雄 平27. 7. 1ク内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14615512144  花田消化器科・内科 〒981-8003 022-233-5720医療法人社団貢睦会　花田　佳典 平16. 4. 1消   内   診療所
     仙台市泉区南光台　３－１８－５常　勤:    1理事長　花田　貢 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14625512151  泉中央内科 〒981-3133 022-371-7772大内　將雄 大内　將雄 平16. 5. 1他   内   診療所
     仙台市泉区泉中央　２－２２－６常　勤:    1 新規 他；糖尿病内科現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14635512169  本間記念東北整形外科〒981-3121 022-371-5511医療法人社団杏泉堂　本間　哲夫 平16. 7. 1一般        19診療所
     (5531454  ) ・東北歯科 仙台市泉区上谷刈４－９－２２ 常　勤:    7理事長　本間　哲夫 組織変更 整外 リハ 麻  現存
     (医       4) 平28. 7. 1歯   
     (歯       2)
     (薬       1)
     非常勤:    4
     (医       2)
     (歯       1)
     (薬       1)
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 14645512177  泉中央皮ふ科クリニッ〒981-3133 022-771-7410医療法人啓寿会　理事原　正啓 平17.12. 1皮   アレ 診療所
     ク 仙台市泉区泉中央１－２６－５ 常　勤:    1長　原正啓 移転 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14655512185  桂島いずみクリニック〒981-3134 022-771-8876助川　泉 助川　泉 平16. 7. 1内   小   他  診療所
     仙台市泉区桂１－１７－７ 常　勤:    1 新規 糖尿病・内分泌現存
     (医       1) 平28. 7. 1内科、アレルギ
     ー疾患内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14665512227  八乙女クリニック 〒981-3112 022-374-3555医療法人社団回陽堂　高橋　克子 平17. 1. 1内   消   神  診療所
     仙台市泉区八乙女　２－１２－２常　勤:    2理事長　高橋　剛夫 組織変更 精   現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14675512268  桂耳鼻科 〒981-3134 022-375-3355医療法人社団桂耳鼻科田畑　邦次 平17. 7. 1耳い アレ 診療所
     仙台市泉区桂　３－１－６ 常　勤:    1　理事長　田畑邦次 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14685512276  泉中央乳腺クリニック〒981-3133 022-771-6420医療法人社団浩道会　武田　元博 平17. 7. 1外   診療所
     仙台市泉区泉中央　１－１４－１常　勤:    2理事長　武田元博 組織変更 現存
     インテレクト２１ビル　１Ｆ (医       2) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14695512300  泉新都心ビル眼科 〒981-3133 022-772-5041医療法人社団古川会　横山　英恵 平17.10. 1眼   診療所
     仙台市泉区泉中央１－４－１泉新常　勤:    1理事長　古川秀明 新規 現存
     都心ビル５階 (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14705512318  おおさか内科外科クリ〒981-3101 022-773-8761逢坂　研志 逢坂　研志 平17.10. 1内   外   循  診療所
     ニック 仙台市泉区明石南３－５－７ 常　勤:    1 新規 心外 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14715512326  福田内科クリニック 〒981-3133 022-374-7550医療法人社団三史会　福田　陽一 平18. 1. 1一般 診療所
     仙台市泉区泉中央１ー１７ー１ 常　勤:    1理事長　福田陽一 組織変更     一般 現存
     (医       1) 平30. 1. 1内   消   呼  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14725512334  たけだ眼科・小野寺内〒981-3117 022-771-6442医療法人尚瑶会　理事武田　潤子 平18. 1. 1眼   内   診療所
     科 仙台市泉区市名坂字竹内１００－常　勤:    2長　武田潤子 組織変更 現存
     ３ (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 14735512342  南中山内科クリニック〒981-3213 022-348-2301医療法人社団弘仁会　京極　士郎 平18. 1. 1内   小   診療所
     仙台市泉区南中山３ー１６ー４ 常　勤:    1理事長　京極士郎 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14745512359  松森整形外科クリニッ〒981-3111 022-351-3553医療法人恵渡会　理事渡邊　一弘 平18. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     ク 仙台市泉区松森字岡本前１１ 常　勤:    1長　渡邊一弘 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14755512375  ハートクリニック 〒981-3133 022-371-8510小笠原　まき 小笠原　まき 平22. 5. 1眼   診療所
     仙台市泉区泉中央１－７－１－２常　勤:    1 移転 現存
     Ｆ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14765512391  東岡内科醫院 〒981-3111 022-218-2121医療法人東岡内科醫院東岡　誠一 平18. 7. 1内   消   診療所
     仙台市泉区松森字岡本前１０－１常　勤:    1　理事長　東岡誠一 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14775512417  本間記念仙台北整形外〒981-3121 医療法人社団杏泉堂　杉田　健彦 平18. 9. 1一般        18診療所
     科 仙台市泉区上谷刈４－９－２３ 常　勤:    2理事長　本間哲夫 新規 整外 リハ 現存
     (医       2) 平24. 9. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14785512425  長命ヶ丘内科クリニッ〒981-3212 022-377-6066医療法人社団桂和会　黒澤　和彦 平19. 1. 1内   呼   循  診療所
     ク 仙台市泉区長命ケ丘６丁目１５－常　勤:    1理事長　黒澤　和彦 組織変更 消   小   現存
     ７ (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14795512441  せき内科・脳神経内科〒981-3111 022-771-2882医療法人正悠会　理事関　久友 平19. 1. 1内   リハ 神内診療所
     クリニック 仙台市泉区松森字新田１０７ 常　勤:    1長　関　久友 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14805512458  将監耳鼻咽喉科 〒981-3132 022-374-1551医療法人仙台・中耳サ湯浅　涼 平21. 9. 1一般        10診療所
     仙台市泉区将監１０丁目１２番１常　勤:    3ージセンター　理事長 移転 耳い 現存
     －２号 (医       3)　湯浅　涼 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14815512466  杜の泉内科・循環器科〒981-3204 022-378-9975医療法人佳友会　理事大友　悦夫 平19. 1. 1内   循   小  診療所
     仙台市泉区寺岡５－１－２５ 常　勤:    2長大友　悦夫 組織変更 消   呼   麻  現存
     (医       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14825512482  青葉耳鼻咽喉科医院 〒981-3135 022-373-9812牧田　道子 牧田　道子 平19. 1. 1耳い アレ 診療所
     仙台市泉区八乙女中央３－２－２常　勤:    2 交代 現存
     ０ (医       2) 平25. 1. 1
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 14835512490  大腸肛門科　仙台桃太〒981-3101 022-771-5155木村　光宏 木村　光宏 平19. 5. 1一般        19診療所
     郎クリニック 仙台市泉区明石南６－１３－３ 常　勤:    2 新規 こう 現存
     (医       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14845512508  たかもり整形外科 〒981-3124 022-342-5623阿部　明文 阿部　明文 平19. 9. 1整外 リハ 診療所
     仙台市泉区野村字筒岫屋敷１８－常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14855512516  南光台やまもと小児科〒981-8003 022-727-2577山本　克哉 山本　克哉 平19.10. 1小   精   診療所
     仙台市泉区南光台３－２３－２２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14865512532  高森こういちクリニッ〒981-3124 022-777-9001佐藤　江一 佐藤　江一 平20. 4. 1内   呼   診療所
     ク 仙台市泉区野村字筒岫屋敷１８－常　勤:    1 新規 現存
     ２ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14875512540  Ｔ＆Ａ内科クリニック〒981-3132 022-355-7666佐藤　るり子 佐藤　るり子 平21. 9. 1内   呼   循  診療所
     仙台市泉区将監８丁目１５－３１常　勤:    1 移転 現存
     (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14885512557  仙台北部整形外科 〒981-3137 022-776-1888小松田　辰郎 小松田　辰郎 平20.10. 1一般 診療所
     仙台市泉区大沢２－１３－４ 常　勤:    2 新規     一般     5現存
     (医       1) 平26.10. 1整外 内   リウ
     (薬       1) リハ 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14895512573  千田医院 〒981-8002 022-251-8256千田　定則 千田　定則 平21. 1. 1産婦 内   診療所
     仙台市泉区南光台南２丁目７－７常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14905512581  医療法人松田会　仙台〒981-3133 022-343-0655医療法人松田会　理事荒井　祥一 平21. 2. 1脳外 内   リハ診療所
     脳外科クリニック泉中仙台市泉区泉中央一丁目３９番２常　勤:    1長　松田　惠三郎 新規 現存
     央 (医       1) 平27. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14915512599  特定非営利活動法人　〒981-3133 022-218-3147特定非営利活動法人　木之村　重男 平21. 3. 1放   内   診療所
     画像医学と脳健診診療仙台市泉区泉中央一丁目３３番１常　勤:    1画像医学と脳健診　代 組織変更 現存
     所 号 (医       1)表理事　石澤　清暉 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14925512615  はらや・ゆうマタニテ〒981-8006 022-727-6233千葉　裕二 千葉　裕二 平21. 8. 1一般         7診療所
     ィクリニック 仙台市泉区黒松三丁目６の１１ 常　勤:    1 新規 産婦 現存
     (医       1) 平27. 8. 1
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 14935512631  高森クリニック 〒981-3203 022-777-1888医療法人麗豊会　理事北風　芳春 平22. 1. 1内   診療所
     仙台市泉区高森４丁目６番地の６常　勤:    1長　北風　芳春 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14945512664  泉松クリニック 〒981-3111 022-771-1533医療法人社団泉松会　高橋　寿 平22. 7. 1内   ひ   診療所
     仙台市泉区松森字新田１番地 常　勤:    4理事長　佐藤　和人 組織変更 現存
     (医       4) 平28. 7. 1
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14955512672  仙台総合放射線クリニ〒981-3121 022-375-1231医療法人秀放会　理事日向野　修一 平22. 8. 1放   診療所
     ック 仙台市泉区上谷刈字向原２１番地常　勤:    3長　小川　芳弘 新規 現存
     の４ (医       3) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14965512706  白木原クリニック 〒981-8003 022-739-8230白木原　憲明 白木原　憲明 平23. 1. 1リハ 整外 診療所
     仙台市泉区南光台７丁目１－９６常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14975512730  ホーム・ドクターズ奥〒981-3122 022-377-2882医療法人社団　国見会奥山　洵子 平23. 8. 1内   小   精  診療所
     山 仙台市泉区加茂４丁目４－５ 常　勤:    1　理事長　奥山　洵子 組織変更 神   呼   循  現存
     (医       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14985512748  桂高森Ｓ・Ｓレディー〒981-3203 022-777-1020医療法人社団Ｓ・Ｓレ山川　洋光 平23.11. 1一般        19診療所
     スクリニック 仙台市泉区高森１丁目１－１９４常　勤:    2ディースクリニック　 新規 産婦 小   現存
     (医       2)理事長　遠藤　敦 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14995512755  泉黒澤クリニック 〒981-3111 022-373-9755医療法人社団泉黒澤ク黒澤　孝成 平23.11. 1内   循   診療所
     仙台市泉区松森字陣ケ原２４－３常　勤:    1リニック　理事長　黒 移転 現存
     (医       1)澤　孝成 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15005512763  泉地区休日診療所 〒981-3133 022-373-9197道又　勇一 道又　勇一 平24. 1. 1内   小   診療所
     仙台市泉区泉中央２丁目２４－１常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:   63
     (医      63)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15015512789  泉七北田こどもの杜ク〒981-3131 022-344-6315窪　智宏 窪　智宏 平24. 4. 1小   アレ 内  診療所
     リニック 仙台市泉区七北田字東裏２７－２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
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 15025512797  おかだ小児科 〒981-8006 022-728-6057医療法人社団　泰佳詩岡田　美穂 平24. 4. 1小   診療所
     仙台市泉区黒松１－３－５ 常　勤:    1会　理事長　岡田　美 移転 現存
     (医       1)穂 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15035512805  長命ヶ丘針生・舟田ク〒981-3212 022-378-6021舟田　仁 舟田　仁 平24. 4. 1一般 診療所
     リニック 仙台市泉区長命ケ丘２丁目１７番常　勤:    1 交代     一般    19現存
     ２号 (医       1) 平30. 4. 1内   外   麻  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15045512813  八乙女レディースクリ〒981-3121 022-772-6020医療法人正仁会　理事浅川　竹仁 平24. 7. 1産婦 診療所
     ニック 仙台市泉区上谷刈１丁目７番３３常　勤:    1長　浅川　竹仁 組織変更 現存
     号 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15055512821  北中山クリニック 〒981-3215 022-348-2650医療法人北中山クリニ齋藤　亮 平24. 7. 1内   呼   循  診療所
     仙台市泉区北中山２丁目１番地の常　勤:    1ック　齋藤　亮 組織変更 小   外   現存
     ２４ (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15065512839  瑞泉会宮城クリニック〒981-3135 022-739-8035医療法人財団瑞泉会　蝦名　玄大 平24.12. 1心内 精   内  診療所
     仙台市泉区八乙女中央２丁目３番常　勤:    1理事長　飯田　尚治 新規 現存
     ８号東北療院２階 (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15075512847  いずみ往診クリニック〒981-3133 022-772-7101医療法人みやび会　理原口　雅臣 平25. 1. 1内   診療所
     仙台市泉区泉中央１丁目１４－１常　勤:    1事長　原口　雅臣 組織変更 現存
     インテレクト２１ビル２階 (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15085512854  いずみ向日葵クリニッ〒981-3135 022-344-8315医療法人社団　ソレイ鈴木　陽子 平25. 1. 1内   リウ 診療所
     ク 仙台市泉区八乙女中央５丁目１８常　勤:    1ユ　理事長　鈴木　陽 組織変更 現存
     番１６号 (医       1)子 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15095512862  泉こころのクリニック〒981-3133 022-374-1156髙橋　玄 髙橋　玄 平25. 3. 1心内 内   精  診療所
     仙台市泉区泉中央１－１２－２泉常　勤:    1 新規 現存
     パークビル３階 (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15105512870  しょうげん内科クリニ〒981-3136 022-772-2130医療法人しょうげん内小田　浩司 平26. 1. 1内   循   呼  診療所
     ック 仙台市泉区将監殿３－２１－７ 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 消   現存
     (医       1)　小田　浩司 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15115512888  医療法人松田会　仙台〒981-3133 022-374-0885医療法人松田会　理事牛尾　茂子 平26. 1. 1形外 整外 他  診療所
     形成外科クリニック泉仙台市泉区泉中央１－３９－１ 常　勤:    1長　松田　惠三郎 新規 小児形成外科 現存
     中央 (医       1) 平26. 1. 1
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 15125512920  泉中央心療内科クリニ〒981-3133 022-725-4123相模　泰宏 相模　泰宏 平26. 4. 1心内 精   診療所
     ック 仙台市泉区泉中央３－２９－７ウ常　勤:    1 新規 現存
     イング２１ビル３Ｆ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15135512946  八乙女あらい内科クリ〒981-3112 022-725-5722荒井　康仁 荒井　康仁 平26. 6. 1内   他   診療所
     ニック 仙台市泉区八乙女４－４－３ 常　勤:    1 新規 糖尿病内科 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15145512953  南中山眼科クリニック〒981-3213 022-376-6211医療法人和会　理事長橋本　多佳子 平26. 7. 1眼   診療所
     仙台市泉区南中山　２ー１８ー２常　勤:    1　橋本　多佳子 組織変更 現存
     ０ (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15155512987  泌尿器科泉中央病院 〒981-3121 022-373-5056鈴木　康義 鈴木　康義 平27. 4. 1一般 病院
     仙台市泉区上谷刈４－１６－１４常　勤:    5 交代     一般    40現存
     (医       5) 平27. 4. 1ひ   他   
     非常勤:   22 人工透析内科
     (医      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15165512995  かわせみクリニック 〒981-3133 022-771-0681医療法人　清水会　理鈴木　一之 平27. 7. 1他   診療所
     仙台市泉区泉中央４－２１－７ 常　勤:    1事長　鈴木　一之 組織変更 人工透析内科・現存
     (医       1) 平27. 7. 1内科（腎臓）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15175513001  いずみ泌尿器科クリニ〒981-3133 022-371-4135医療法人　一隆会　理金田　隆志 平27. 7. 1ひ   診療所
     ック 仙台市泉区泉中央３－２９－７ウ常　勤:    1事長　金田　隆志 組織変更 現存
     ィング２１医療ビル２Ｆ (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15185513027  いずみおおさわ眼科 〒981-3137 022-779-7907坂本　利浩 坂本　利浩 平28. 1. 1眼   他   診療所
     仙台市泉区大沢１－５－１イオン常　勤:    1 新規 美容皮膚科 現存
     タウン仙台泉大沢２Ｆ (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15195513035  たんぽぽクリニック 〒981-3126 022-772-2181医療法人ならの杜　理新藤　哲 平28. 4. 1一般 診療所
     仙台市泉区泉中央南１４ 常　勤:    4事長　新藤　哲 移転     一般    19現存
     (医       4) 平28. 4. 1内   呼内 放  
     非常勤:    6 他   
     (医       6) 緩和ケア内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15205513050  松永厚生クリニック 〒981-3133 022-772-6801医療法人永生会　理事松永　厚生 平28. 6. 1内   他   診療所
     仙台市泉区泉中央１－２６－４ 常　勤:    1長　松永　厚生 組織変更 消化器内科、胃現存
     (医       1) 平28. 6. 1腸内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15215513068  七北田クリニック 〒981-3117 022-739-7781医療法人七北田クリニ金野　裕司 平28. 7. 1内   循   呼内診療所
     仙台市泉区市名坂字東裏４０－２常　勤:    1ック　理事長　金野　 組織変更 現存
     (医       1)裕司 平28. 7. 1
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 15225513076  八乙女駅前内科小児科〒981-3135 022-739-8804医療法人社団希翔会　浅田　成紀 平28. 8. 1内   小   呼内診療所
     クリニック 仙台市泉区八乙女中央１－３－２常　勤:    1理事長　安田　浩康 組織変更 消   循   アレ現存
     ６ (医       1) 平28. 8. 1放   他   
     非常勤:    2 腫瘍内科、老年
     (医       2) 内科、疼痛緩和
     内科、糖尿病内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15235513084  一般財団法人宮城県成〒981-3133 022-372-1111一般財団法人宮城県成内田　達郎 平28.10. 1一般       116病院
     人病予防協会　附属　仙台市泉区泉中央１－６－１２ 常　勤:   21人病予防協会　理事長 移転 循   心外 消  現存
     仙台循環器病センター (医      21)　日下　睦男 平28.10. 1呼内 内   外  
     非常勤:   16 麻   
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15245513100  やおとめ整形外科 〒981-3112 022-725-6610医療法人悠帆会　理事富谷　明人 平29. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     仙台市泉区八乙女４－４－１ 常　勤:    1長　富谷　明人 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15255513118  ほし外科医院 〒981-8002 022-251-5059医療法人社団星世会　星　光世 平29. 1. 1外   整外 内  診療所
     仙台市泉区南光台南３－４－１０常　勤:    1理事長　星　光世 移転 消   こう 皮  現存
     (医       1) 平29. 1. 1他   
     乳腺外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15265513126  おおつか内科醫院 〒981-3133 022-343-6620医療法人蒼光会　理事大塚　博之 平29. 1. 1内   循   リウ診療所
     仙台市泉区泉中央１－３２－５　常　勤:    2長　大塚　博之 組織変更 現存
     仙北薬品ビル３Ｆ (医       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15275513134  ふるさと往診クリニッ〒981-3101 022-344-8987佐藤　泰彦 佐藤　泰彦 平29. 3. 1内   外   脳外診療所
     ク 仙台市泉区明石南２－４－５ 常　勤:    2 移転 神内 現存
     (医       2) 平29. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15285513142  佐治クリニック 〒981-3109 022-372-5055佐治　公明 佐治　公明 平29. 5. 1内   他   呼内診療所
     仙台市泉区鶴が丘１－３８－２ 常　勤:    2 移転 外   整外 皮  現存
     (医       2) 平29. 5. 1循環器内科　消
     化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15295513159  まつもり耳鼻咽喉科 〒981-3111 022-342-0833医療法人まつもり耳鼻天野　雅紀 平29. 7. 1耳い 診療所
     仙台市泉区松森字前沼３９番地の常　勤:    1咽喉科　理事長　天野 組織変更 現存
     ９ (医       1)　雅紀 平29. 7. 1
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 15305513167  八乙女さとうはじめ眼〒981-3112 022-725-5231佐藤　肇 佐藤　肇 平29. 8. 1眼   診療所
     科 仙台市泉区八乙女４－４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15315513175  黒松内科すぎもとクリ〒981-8006 022-347-3477杉本　是明 杉本　是明 平29. 9. 1内   神内 心内診療所
     ニック 仙台市泉区黒松１丁目３１－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15325513183  いずみ野村ファミリー〒981-3124 022-342-1537小西　秀知 小西　秀知 平29.10. 1内   小   他  診療所
     クリニック 仙台市泉区野村字桂島東１－５ 常　勤:    1 新規 消化器内科　内現存
     (医       1) 平29.10. 1視鏡内科　糖尿
     病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15335513191  おがわ皮フ科クリニッ〒981-3131 022-773-1255小川　朗子 小川　朗子 平29.12. 1皮   形外 診療所
     ク 仙台市泉区七北田字野山１０番地常　勤:    2 移転 現存
     の３４ (医       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15345513209  特別養護老人ホームリ〒981-3123 022-378-8070社会福祉法人基弘会　赤羽　勉 平30. 1. 1内   精   診療所
     ズムタウン仙台診療室仙台市泉区古内字坂ノ上１６番６常　勤:    1理事長　川西　良子 新規 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15355513217  仙台市北部発達相談支〒981-3133 022-375-0110仙台市長　郡　和子 奈良　千恵子 平30. 4. 1小   診療所
     援・障害者総合支援セ仙台市泉区泉中央二丁目２４－１常　勤:    1 新規 現存
     ンター (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15368010013  独立行政法人国立病院〒982-0805 022-245-2111独立行政法人国立病院武田　篤 昭32. 7. 1一般       480病院
     (8030017  ) 機構仙台西多賀病院 仙台市太白区鈎取本町　２ー１１常　勤:   20機構　理事長　楠岡　 新規 内   脳内 呼  現存
     ー１１ (医      20)英雄 平29. 9. 1循   リウ 小  
     非常勤:   33 外   整外 ひ  
     (医      32) リハ 放   歯  
     (歯       1) 麻   脳外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 15378010021  独立行政法人国立病院〒983-8520 022-293-1111独立行政法人国立病院橋本　省 昭32. 8. 1一般 病院
     (8030025  ) 機構仙台医療センター仙台市宮城野区宮城野　２ー８ー常　勤:  169機構　理事長　楠岡　 新規     一般   650現存
     ８ (医     133)英雄 平29. 9. 1精神        48
     (歯       4) 呼内 神内 外  
     (薬      32) 呼外 小外 整外
     非常勤:   42 脳外 形外 精  
     (医      35) 小   皮   ひ  
     (歯       4) 産   婦   眼  
     (薬       3) リハ 放   病理
     救命 麻   歯外
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15388010039  独立行政法人国立病院〒989-2202 0223-37-1131独立行政法人国立病院永野　功 昭32. 7. 1一般 病院
     (8030033  ) 機構宮城病院 亘理郡山元町高瀬字合戦原　１０常　勤:   15機構　理事長　楠岡　 新規     一般   344現存
     ０ (医      12)英雄 平29. 9. 1内   脳内 呼  
     (歯       1) 循   小   外  
     (薬       2) 整外 脳外 リハ
     非常勤:    6 放   歯   麻  
     (医       5) アレ 消   
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15398010104  国立療養所東北新生園〒989-4601 0228-38-2121厚生労働省 横田　隆 昭58. 2. 1一般       460病院
     (8030074  ) 登米市迫町新田字上葉ノ木沢　１常　勤:    3 新規 内   外   皮  現存
     (医       1) 平28. 2. 1眼   耳い 歯  
     (歯       1)
     (薬       1)
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15408010146  東北大学病院 〒980-8574 022-717-7000国立大学法人東北大学八重樫　伸生 昭32. 8. 1一般     1,165特定機能
     (8030108  ) 仙台市青葉区星陵町　１－１ 常　勤:1,405　総長　大野　英男 一般（感染） 病院
     (医   1,038) 平29. 1. 1             2現存
     (歯     267) 精神        40
     (薬     100) 内   呼内 リウ
     非常勤:   41 心内 心外 整外
     (医      26) 形外 麻   呼外
     (歯      14) 産婦 ひ   神内
     (薬       1) 脳外 精   小  
     小外 皮   眼  
     耳い リハ 放  
     病理 救命 歯  
     歯外 小歯 矯歯
     外   他   
     他１６件
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 15418010161  自衛隊仙台病院 〒983-8580 022-231-1111防衛大臣　小野寺　五市耒　浩人 平26. 3. 1一般       135病院
     (8030116  ) 仙台市宮城野区南目館１－１ 常　勤:   14典 新規 精神        15現存
     (医      12) 平26. 3. 1内   外   整外
     (歯       2) 小   精   皮  
     非常勤:   20 ひ   眼   耳い
     (医      18) リハ 麻   歯  
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


