
妊婦一般健康診査実施担当医療機関名簿（88医療機関）
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№ 施　設　名 院　長 担当医 郵便番号 施　設　住　所 電話番号
仙台市医師会へ
の推薦の可否

1 イムス明理会仙台総合病院 小針　雅男
妹尾　匡人
大橋　一夫

980-0021 仙台市青葉区中央四丁目5-1 022-268-3150

2 上杉・五十嵐産婦人科医院 五十嵐　司 五十嵐　司 980-0011 仙台市青葉区上杉五丁目6-22 022-261-3231

3 北仙台レディースクリニック 日野　勝彦 日野　勝彦 981-0913
仙台市青葉区昭和町5-28
ロイヤルオフィス北仙台ビル3F

022-234-3541

4 きたのはら女性クリニック 北野原正高 北野原正高 980-0803
仙台市青葉区国分町二丁目2-5
柴崎ビル8F

022-722-2077

5 鬼怒川産婦人科女性診療医院 鬼怒川知香 鬼怒川知香 980-0003 仙台市青葉区小田原六丁目6-1 022-227-2205

6 笹森医院 笹森　源弘 笹森　源弘 980-0014 仙台市青葉区本町二丁目13-13 022-222-9081

7 シャンボール青葉産婦人科 遠藤　文雄 遠藤　文雄 980-0802 仙台市青葉区二日町6-6-306 022-263-3677

8 セイントマザークリニック 佐藤聡二郎 佐藤聡二郎 980-0824 仙台市青葉区支倉町1-31 022-263-8001

9  地域医療機能推進機構仙台病院（ＪＣＨＯ仙台病院） 村上　栄一 芳賀　　勇 981-3281 仙台市泉区紫山二丁目1-1 022-378-9111

10 東北公済病院 仁尾　正記 小林　正臣 980-0803 仙台市青葉区国分町二丁目3-11 022-227-2211

11 長池産婦人科 長池　文康 長池　文康 980-0021 仙台市青葉区中央三丁目4-2 022-222-5251

12 永井産婦人科 永井　　堅 永井　　堅 980-0824 仙台市青葉区支倉町4-3 022-222-5582

13 なかやま医院 那須　一郎 那須　一郎 981-0952 仙台市青葉区中山四丁目13-36 022-725-6910

14 八幡レディースクリニック 門脇　正裕 門脇　正裕 980-0871
仙台市青葉区八幡三丁目1-50
レキシントンプラザ八幡2F

022-217-7825

15 ひがしかつやまクリニック 米本　行範 米本　恵子 981-0923 仙台市青葉区東勝山二丁目14-13 022-728-6501

16 宮城県立こども病院 今泉　益栄 室月　　淳 989-3126 仙台市青葉区落合四丁目3-17 022-391-5111

17 メリーレディースクリニック 國井周太郎 國井周太郎 989-3126 仙台市青葉区落合六丁目1-4 022-391-0315

18 杜のレディースクリニック 鈴木　　卓 鈴木　　卓 980-0021
仙台市青葉区中央二丁目7-15
MUSEﾋﾞﾙ4F

022-711-2351

19 結城産婦人科医院 結城　道広 結城　道広 981-0911 仙台市青葉区台原二丁目12-8 022-272-8431

20 国立病院機構仙台医療センター 上之原広司 武山　陽一 983-8520 仙台市宮城野区宮城野二丁目11-12 022-293-1111

21 しまクリニック産科婦人科 島　　　功 島　　　功 983-0011 仙台市宮城野区栄二丁目21-3 022-259-4832

22 はまざきウィメンズクリニック 濵﨑　洋一 濵﨑　洋一 983-0014
仙台市宮城野区高砂一丁目1-15
高砂関弐番館3F

022-388-8321

23 村口きよ女性クリニック 村口　喜代 村口　喜代 983-0852
仙台市宮城野区榴岡四丁目2-3
仙台ＭＴビル2F

022-292-0166

24 桃野レディースクリニック 桃野耕太郎 桃野耕太郎 983-0842 仙台市宮城野区五輪二丁目14-10 022-293-5937

25 おざわ女性総合クリニック 小澤　信義 小澤　信義 984-0073 仙台市若林区荒町192 022-222-9716

26 角田記念ちえこ・ゆきかレディースクリニック 松田　雪香 松田　雪香 984-0012 仙台市若林区六丁の目中町1-16 022-287-8612

27 Ｔ’ｓレディースクリニック 髙橋　　剛
髙橋　　剛
髙橋　純香

984-0032 仙台市若林区荒井三丁目26-1 022-288-1103

28 松永女性クリニック 松永　　弦 松永　　弦 984-0816 仙台市若林区河原町一丁目3-17 022-722-3288

29 やまとまちレディースクリニック 岩本　　充 岩本　　充 984-0042 仙台市若林区大和町二丁目6-3 022-762-5685

30 佐々木悦子産科婦人科クリニック 佐々木悦子 佐々木悦子 982-0022 仙台市太白区鹿野本町11-21 022-246-7310

31 しな子女性クリニック 橋本志奈子 橋本志奈子 982-0012 仙台市太白区長町南三丁目1-50 4F 022-304-0475

32 仙台市立病院 奥田　光崇 大槻　健郎 982-8502 仙台市太白区あすと長町一丁目1-1 022-308-7111

33 仙台赤十字病院 舟山　裕士 鈴木　久也 982-8501 仙台市太白区八木山本町二丁目43-3 022-243-1111

34 仙台ソレイユ母子クリニック 村川　晴生 村川　晴生 982-0014 仙台市太白区大野田四丁目31-3 022-248-5001

35 仙台中央レディースクリニック 赤間　正弘 赤間　正弘 982-0032 仙台市太白区富沢四丁目4-2 022-244-5558

36 ゆうき婦人科産科クリニック 結城　広光 結城　広光 982-0007
仙台市太白区あすと長町一丁目2-1
仙台長町メディカルプラザ3F

022-797-8160

仙台市医師会(43)
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37 泉レディースクリニック 太田　憲道 太田　憲道 981-3133 仙台市泉区泉中央三丁目29-7 022-772-5810

38 みちよレディースクリニック 倉片　三千代 倉片　三千代 981-3203 仙台市泉区高森一丁目1-287 022-378-0511

39 桂高森Ｓ・Ｓレディースクリニック 山川　洋光
山川　洋光
熱海　　泰

981-3203 仙台市泉区高森一丁目1-194 022-777-1020

40 仙台徳洲会病院 佐野　　憲 加藤　瑞穂 981-3131 仙台市泉区七北田字駕籠沢15 022-372-1110

41 千田医院 千田　定則 千田　定則 981-8002 仙台市泉区南光台南二丁目7-7 022-251-8256

42 はらや・ゆうマタニティクリニック 千葉　裕二 千葉　裕二 981-8006 仙台市泉区黒松三丁目6-11 022-727-6233

43 八乙女レディースクリニック 浅川　竹仁 浅川　竹仁 981-3121 仙台市泉区上谷刈一丁目7-33 022-772-6020

44 東北大学病院
国立大学法人
東北大学総長

冨永　悌二 980-8574 仙台市青葉区星陵町1-1 022-717-7000 ○

45 東北医科薬科大学病院 高柳　元明 近藤　丘 983-8512 仙台市宮城野区福室一丁目12-1 022-259-1221 ○

46 東北医科薬科大学若林病院 高柳　元明 阿部　達也 984-8560 仙台市若林区大和町二丁目29-1 022-236-5911 ○

47 公立刈田綜合病院
白石市外二町組合
管理者白石市長 大橋 洋一 989-0231 白石市福岡蔵本字下原沖３６ 0224-25-2145 ○

48 みやぎ県南中核病院
みやぎ県南中核病院

企業団企業長 宮﨑　修吉 989-1253 柴田郡大河原町西38-1 0224-51-5500 ○

49 宮上クリニック 宮上　順志 宮上　順志 989-1622 柴田郡柴田町西船迫二丁目7-1 0224-55-4103 ○

50 毛利産婦人科医院
医療法人社団毛利ク

リニック理事長 毛利　裕之 989-1603 柴田郡柴田町船岡西一丁目9-28 0224-55-3509 ○

51 スズキ記念病院
医療法人社団
スズキ病院

谷川原　真吾 989-2481 岩沼市里の杜三丁目5-5 0223-23-3111 ○

52 山本クリニック 廣木　貞一 廣木　貞一 989-2432 岩沼市中央一丁目3-12 0223-22-2630 ○

東北大学医師会(1)

№ 施  設  名 開設者 院　長 郵便番号 施  設  住  所 電話番号 仙台市医師会へ
の推薦の可否

東北医科薬科大学医師会(2)

№ 施  設  名 開設者 院　長 郵便番号 施  設  住  所 電話番号 仙台市医師会へ
の推薦の可否

白石市医師会(1)

№ 施  設  名 開設者 院　長 郵便番号 施  設  住  所 電話番号 仙台市医師会へ
の推薦の可否

柴田郡医師会(3)

№ 施  設  名 開設者 院　長 郵便番号 施  設  住  所 電話番号 仙台市医師会へ
の推薦の可否

岩沼市医師会(2)

№ 施  設  名 開設者 院　長 郵便番号 施  設  住  所 電話番号 仙台市医師会へ
の推薦の可否
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53 春ウイメンズクリニック 安井　友春 安井　友春 981-1221 名取市田高字南27-1 022-302-3188 ○

54 洞口・佐藤クリニック 佐藤　　滋 佐藤　　滋 981-1224 名取市増田一丁目5-12 022-382-2333 ○

55 坂総合クリニック
財団法人宮城厚生

協会理事長
高橋　　洋 985-0835 多賀城市下馬二丁目13-7 022-361-7011 ○

56 松島病院
医療法人友仁会

理事長
丹野　　尚 981-0215 宮城郡松島町高城字浜1-26 022-354-5811 ○

57 ウィメンズクリニック利府
医療法人社団
俊仁会理事長

涌坂　俊明 981-0123 宮城郡利府町沢乙字寺下32-1 022-349-0678 ○

58 遠藤レディスクリニック
医療法人敬仁会

理事長
遠藤　英敬 985-0023 塩釜市花立町1-32 022-362-5603 ○

59 大井産婦人科医院
医療法人社団大井産

婦人科理事長 大井　嗣和 985-0022 塩釜市新富町28-34 022-362-3231 ○

60 明石台レディースクリニック
医療法人昭仁会明石台レ

ディースクリニック理事長 曾根　宗仁 981-3332 富谷市明石台二丁目13-1 022-772-8188 ○

61 新富谷S･Sレディースクリニック
医療法人社団Ｓ・Ｓ

レディースクリニック
理事長

遠藤　　敦 981-3341 富谷市成田九丁目1-20 022-348-3534 ○

62 富谷医院
医療法人社団益和
会富谷医院理事長

齋藤　千恵 981-3304 富谷市ひより台一丁目45-1 022-358-2872 ○

63 やす子女性クリニック 酒井　安子 酒井　安子 981-3332 富谷市明石台６丁目1-20 022-342-1255 ○

64 大崎市民病院 大崎市長 並木　健二 989-6183 大崎市古川穂波三丁目8-1 0229-23-3311 ○

65 関井レディースクリニック 関井　英高 関井　英高 989-6115大崎市古川駅東二丁目10-31 0229-21-3666 ○

66 中川記念　ちか子女性クリニック 岡村　智佳子 岡村智佳子 989-6162 大崎市古川駅前大通6-1-23 0229-23-0655 ○

67 わんや産婦人科医院 太田　　司 太田　　司 989-6161 大崎市古川駅南三丁目11-2 0229-21-0303 ○

68 わたなべ産婦人科内科・小児科 渡辺　孝紀 渡辺　孝紀 987-1304 大崎市松山千石字松山440 0229-55-3535 ○

69 石巻ロイヤル病院
医療法人啓仁会

理事長
石橋　清人 987-1222 石巻市広渕字焼巻2 0225-73-5888 ○

70 うつみレディスクリニック 内海　　透 内海　　透 981-0501 東松島市赤井字八反谷地132-6 0225-84-2868 ○

名取市医師会(2)

№ 施  設  名 開設者 院　長 郵便番号 施  設  住  所 電話番号 仙台市医師会へ
の推薦の可否

宮城県塩釜医師会(5)

№ 施  設  名 開設者 院　長 郵便番号 施  設  住  所 電話番号 仙台市医師会へ
の推薦の可否

黒川医師会(4)

№ 施  設  名 開設者 院　長 郵便番号 施  設  住  所 電話番号 仙台市医師会へ
の推薦の可否

大崎市医師会(5)

№ 施  設  名 開設者 院　長 郵便番号 施  設  住  所 電話番号 仙台市医師会へ
の推薦の可否

桃生郡医師会(2)

№ 施  設  名 開設者 院　長 郵便番号 施  設  住  所 電話番号 仙台市医師会へ
の推薦の可否
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71 石巻赤十字病院 日本赤十字社社長 石橋　　悟 986-8522 石巻市蛇田字西道下71 0225-21-7220 ○

72 あべクリニック産科婦人科
医療法人あべクリニッ
ク産科婦人科理事長 阿部　雄悟 986-0859 石巻市大街道西二丁目1-80 0225-22-3322 ○

73 斎藤産婦人科医院
医療法人社団齋藤産婦

人科医院理事長 齋藤　　潔 986-0822 石巻市中央三丁目5-26 0225-22-0707 ○

74 しらゆりクリニック 高屋　りさ 高屋　りさ 986-0861 石巻市蛇田字新立野330-2 0225-22-3717 ○

75 やまもと産婦人科 山本　博尚 山本　博尚 986-0854 石巻市大街道北一丁目3-15 0225-93-7000 ○

76 登米市立登米市民病院 登米市長 松本　宏 987-0511 登米市迫町佐沼字下田中25 0220-22-5511 ×

77 結城記念みなと産婦人科クリニック 湊　敬廣 湊　敬廣 987-0511 登米市迫町佐沼字小金丁22-5 0220-22-3252 ○

78 気仙沼市立病院 気仙沼市長 横田　憲一 988-0181 気仙沼市赤岩杉ノ沢8-2 0226-22-7100 ○

79 南三陸病院 南三陸町長 初貝　和明 986-0725 本吉郡南三陸町志津川字沼田14-3 0226-46-3646 ○

80 森産婦人科医院 森　良一郎 森　良一郎 988-0083 気仙沼市入沢4-5 0226-22-6808 ○

81 大里胃腸科内科婦人科医院 大里　篤志 大里　篤志 988-0043 気仙沼市南郷2-2 0226-22-7157 ○

82 栗原市立栗原中央病院 栗原市長 中鉢　誠司 987-2205 栗原市築館宮野中央三丁目1-1 0228-21-5330 ○

83 ささき産婦人科クリニック
医療法人社団ささき産婦
人科クリニック理事長 佐々木裕之 987-2216 栗原市築館伊豆四丁目6-60 0228-22-2412 ○

石巻市医師会(5)

№ 施  設  名 開設者 院　長 郵便番号 施  設  住  所 電話番号 仙台市医師会へ
の推薦の可否

登米市医師会(2)　　

№ 施  設  名 開設者 院　長 郵便番号 施  設  住  所 電話番号 仙台市医師会へ
の推薦の可否

気仙沼市医師会(4)

№ 施  設  名 開設者 院　長 郵便番号 施  設  住  所 電話番号 仙台市医師会へ
の推薦の可否

栗原市医師会(2)

№ 施  設  名 開設者 院　長 郵便番号 施  設  住  所 電話番号 仙台市医師会へ
の推薦の可否


