
　　　　　　　　　　　　　　　　被爆者一般疾病医療機関一覧【宮城県】

指定年月日 医　　　療　　　機　　　関　　　名 所　　　　　在　　　　　地 電話番号 診　　療　　科　　目

平成28年6月1日 アイ往診クリニック 仙台市青葉区上杉3-2-28　アクス上杉ビル201 022-722-2658 内科

令和2年10月1日 アイカ薬局
仙台市青葉区五橋２丁目１番１７号　Cube
Azure ２階

022-393-6330 薬局

令和3年8月1日 アイカ薬局宮町店 仙台市青葉区宮町５丁目８番２号 022-346-6815 薬局

昭和63年7月27日 会川クリニック内科呼吸器科 仙台市青葉区北山１－４－１２ 022(234)5927

平成15年3月7日 あいクリニック 仙台市太白区長町５丁目９－６ 022(304)0920 泌尿器科、皮膚科、内科

平成28年10月1日 アイセイ薬局一番町南店 仙台市青葉区北目町3番9 022-217-6707

平成28年10月1日 アイセイ薬局鶴ヶ谷五丁目店 仙台市宮城野区鶴ヶ谷5丁目18-11 022-251-5075

平成8年9月20日 アイセイ薬局鶴ヶ谷調剤店 仙台市宮城野区鶴ヶ谷７－３１－２ 022(252)1700 薬局

平成28年10月1日 アイセイ薬局鶴ヶ谷調剤店 仙台市宮城野区鶴ヶ谷7丁目31-2 022-252-1700

平成28年10月1日 アイセイ薬局長町南店
仙台市太白区長町7丁目20-5　ララガーデン長
町4階　メディパーク長町

022-746-8578

平成28年10月1日 アイセイ薬局八乙女駅前店 仙台市泉区八乙女中央1丁目3-26 022-772-6771

平成22年9月14日 アイビー薬局富沢店
仙台市太白区富沢四丁目６番１号　ＳＫ２０ビル
１０１

022(746)5888

令和2年9月1日 アイベル薬局　泉中央店
仙台市泉区泉中央４丁目８－２　ソレイユハイ
ツ泉中央１０３

022(373)5237 薬局

令和2年10月1日 アイベル薬局　西多賀店 仙台市太白区西多賀三丁目４番２号 022(796)4311 薬局

令和3年10月1日 アイボリー歯科クリニック 仙台市太白区大野田５丁目５－１０ 022-797-0868 歯科

令和3年11月1日 アイン薬局　若林河原町店 仙台市若林区舟丁３－１ 022-796-8285 薬局

平成27年11月1日 アイン薬局　青葉店 仙台市青葉区国分町2-2-16 022-716-3772

平成27年11月1日 アイン薬局　一番町店 仙台市青葉区一番町2-4-19　シリウス一番町2階 022-722-7664

平成27年11月1日 アイン薬局　台原店 仙台市青葉区台原4-2-30 022-727-1628

令和2年4月1日 アイン薬局太白富沢店 仙台市太白区富沢南２丁目１７－１９ 022-249-9222 薬局

令和2年4月1日 アイン薬局太白山田店 仙台市太白区山田新町７６－１ 022-243-1888 薬局

平成27年11月1日 アイン薬局　中倉店 仙台市若林区中倉1丁目5-15 022-782-5650

平成27年11月1日 アイン薬局　長町店 仙台市太白区あすと長町一丁目2番1号 022-304-2022

平成27年11月1日 アイン薬局　東仙台店 仙台市宮城野区岩切1-11-1 022-255-2666

平成30年3月1日 アイン薬局六丁の目店 仙台市若林区六丁の目中町１番１８号 022-766-9621 調剤薬局

平成19年12月25日 青葉耳鼻咽喉科医院 仙台市泉区八乙女中央３丁目２－２０ 022(373)9812 耳鼻咽喉科、アレルギー科

平成12年5月31日 あおば西武薬局
仙台市宮城野区宮城野２丁目７－５６
セフィラ・エイ宮城野１階

022(257)8059

平成27年1月20日 青葉中央オレンジ薬局 仙台市青葉区中央２－１１－１　３階 022(797)7791

平成15年7月8日 医療法人盛真会　青葉デンタルクリニック 仙台市泉区南中山一丁目27-28 022(348)2125 歯科
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平成27年2月6日 青葉通り中央みよしメンタルクリニック
仙台市青葉区中央２－２－１０　仙都会館ビル４
階

022(797)7145 心療内科、精神科、内科

平成30年5月1日 あおば脳神経外科 仙台市青葉区中央２丁目１１番１９号仙南ビル 022-215-8818 医療法人青楓会

平成26年4月1日 青葉の杜薬局北仙台店 仙台市青葉区昭和町２－２１　なかビル１階 022(727)7020

平成26年4月1日 青葉の杜薬局東北大学病院前店 仙台市青葉区支倉町４－３５ 022(216)7100

平成16年9月27日 あかかぶクリニック
仙台市青葉区中央２丁目４番３号ナカジマビル３
階

022(224)6788 内科、心療内科

平成28年8月1日 あかね薬局　定禅寺通店 仙台市青葉区国分町2-13-21-5F 022-226-7145

平成28年11月1日 あかね薬局　中山店 仙台市青葉区中山5丁目19-1-101 022-725-5715

平成18年7月4日 あきもとクリニック 仙台市青葉区栗生７丁目１０－７ 022(392)3371
内科、循環器科、呼吸器科、小児科、外
科、皮膚科

平成23年3月29日 あけぼの薬局長町店 仙台市太白区長町６丁目１６－４５ 022(248)4144

令和1年6月1日 旭ヶ丘トラスト薬局 仙台市青葉区旭ヶ丘3丁目26-21-1F 022(301)8830 薬局

平成30年10月2日 旭ヶ丘ハート内科クリニック 仙台市青葉区旭ヶ丘４丁目１－１ 022-341-8180 循環器内科・内科

平成22年1月1日 あずさ調剤薬局 仙台市青葉区南吉成三丁目３番４号 022(719)3395

平成27年1月15日 あすと耳鼻科
仙台市太白区あすと長町１－３－１ ＳＨＩＰ
仙台ビル２Ｆ

022(796)7387 耳鼻咽喉科、気管食道科、アレルギー科

平成26年1月15日 あすと長町えだクリニック 仙台市太白区あすと長町３－３－３３ 022(308)1555
内科、消化器内科、呼吸器内科、循環器
内科、アレルギー科

令和3年7月1日 あすと長町オレンジ薬局 仙台市太白区あすと長町一丁目５番４０号 022-724-7926 調剤薬局

平成21年12月1日 あすと長町クローバ薬局 仙台市太白区あすと長町３－３－２６ 022(304)1361

平成29年1月1日 あすと長町　皮ふ科クリニック
仙台市太白区あすと長町1丁目3-1　SHIP仙台ビ
ル2F

022-796-7381 皮膚科・アレルギー科

平成23年2月4日 あたごばし調剤薬局 仙台市若林区土樋６８番地２　斎ビル１階 022(227)6540

平成8年1月8日 愛宕橋にしざわ脳神経外科クリニック 仙台市若林区土樋６２ 022(263)2438

平成16年8月24日 あだち歯科医院
仙台市青葉区五橋一丁目１番４５号
五橋パークホームズ 仙台中央アーバンコート１１
０号

022(712)8268 歯科

平成24年2月1日 アップル薬局鶴ヶ谷店 仙台市宮城野区燕沢２丁目１１－２ 022(349)9742

平成22年5月17日 アップル薬局川平店 仙台市青葉区川平３－４０－１７ 022(303)3777

平成21年6月10日 阿部歯科医院 仙台市青葉区小松島３丁目５－１８ 022(234)8805 歯科

平成21年5月13日 阿部歯科クリニック 仙台市若林区中倉一丁目１０－３ 022(283)1881 歯科

平成28年9月1日 安倍整形外科 仙台市若林区河原町1-5-15 022-726-5060 整形外科

平成21年7月1日 アムズ調剤薬局栗生店 仙台市青葉区栗生４丁目１２番１号 022(392)3923

平成17年4月26日 あやし小野歯科 仙台市青葉区愛子中央２丁目９番１９号 022(392)0648 歯科

平成22年3月10日 あやし調剤薬局 仙台市青葉区落合六丁目１－５－２ 022(738)9791

平成28年7月1日 あやし皮膚科クリニック 仙台市青葉区落合６丁目１－５－１ 022-738-8262 皮膚科・アレルギー科
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平成23年5月6日 愛子メンタルクリニック 仙台市青葉区上愛子字車２５ 022(391)1601 精神科

令和3年5月1日 あゆみホームクリニック仙台 仙台市若林区大和町３丁目１０－１ 022-766-8513 内科・呼吸器内科・消化器内科・皮膚科

平成30年9月10日 荒井駅前オレンジ薬局 仙台市若林区荒井東一丁目３－１　１階 022-794-9771 調剤薬局

平成28年11月1日 あらい薬局 仙台市若林区荒井字南原田32-1 022-702-9375

令和1年9月1日 荒町調剤薬局 仙台市若林区荒町１２３ 022-796-0203 薬局

平成23年1月18日 アリス薬局泉中央店 仙台市泉区泉中央１－２６－１０ 022(776)7677

令和3年9月1日 イオン薬局イオンスタイル仙台卸町 仙台市若林区卸町１丁目１番１号　２階 022-782-6070 薬局

令和3年9月1日 イオン薬局仙台幸町店 仙台市宮城野区幸町５丁目１０番１号　１階 022(292)1305 薬局

令和3年9月1日 イオン薬局仙台店 仙台市青葉区中央２－３－６　１階 022-221-0333 薬局

令和3年9月1日 イオン薬局仙台中山店 仙台市泉区南中山一丁目３５－４０　１階 022(303)1868 薬局

平成16年4月24日 五十嵐皮膚科医院 仙台市若林区石垣町３０ 022(222)5200 皮膚科

昭和54年9月26日 池上歯科医院 仙台市宮城野区清水沼２－１－３ 022(297)4371 歯科

平成12年5月31日 医療法人社団 人愛会 石川内科 仙台市青葉区八幡２丁目１８－２ 022(272)9767 内科

平成17年2月4日 石橋皮膚科クリニック 仙台市太白区長町一丁目１２番１６号 022(248)1974 皮膚科

令和2年4月1日 医心館訪問看護ステーション仙台長町 仙台市太白区八本松二丁目４番１２号 022-395-7374 訪問看護ステーション

平成25年1月4日 いずみ往診クリニック
仙台市泉区泉中央１丁目１４－１インテレクト
２１ビル２階

022(772)7101 内科

平成31年2月8日 泉大沢オレンジ薬局 仙台市泉区大沢二丁目１２－４　３階 022-346-8115 調剤薬局

平成11年12月27日 医療法人 大清道盟陽会 泉ヶ丘クリニック 仙台市泉区七北田字大沢小松５０ 022(373)7715

平成11年12月27日 医療法人社団 いずみクリニック 仙台市泉区加茂４－４－２ 022(377)0551

平成15年4月1日 医療法人社団　泉黒澤クリニック 仙台市泉区松森陣ヶ原２４番３号 022(373)9755 内科、循環器科

平成15年2月12日 医療法人社団　泉崎内科クリニック 仙台市太白区泉崎一丁目20番28号 022(244)1172 内科

平成12年11月22日 泉歯科医院 仙台市泉区寺岡１丁目１０－１ 022(378)8955 歯科

平成11年12月27日 医療法人 泉整形外科病院 仙台市泉区上谷刈字丸山６番１号 022(373)7377

平成15年6月4日 泉中央調剤薬局 仙台市泉区泉中央3-29－7　ウィング２１ビル１Ｆ 022(371)0066

平成13年5月22日 泌尿器科泉中央病院 仙台市泉区上谷刈字長左エ門下３０－２ 022(373)5056 泌尿器科

平成30年7月13日 泉中央駅前オレンジ薬局 仙台市泉区泉中央一丁目１５－２　１階 022-341-3438 調剤薬局

平成24年1月30日 泉中央トラスト薬局 仙台市泉区泉中央２－２３－１ 022(371)3077

平成8年6月17日 泉中央内科 仙台市泉区泉中央２－２２－６ 022(371)7772

平成27年8月10日 泉中央南おひさま訪問看護ステーション 仙台市泉区上谷刈赤坂6番地102 022(771)1051
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平成22年9月27日 泉内科消化器科 仙台市泉区泉中央二丁目１５－８ 022(372)5556 内科、消化器科

平成15年9月17日 いずみ中山歯科 仙台市泉区南中山二丁目12番7号 022(376)2931 歯科

平成22年9月27日 いずみ西調剤薬局 仙台市泉区泉中央２丁目１５－１５ 022(773)6598

平成12年5月31日 いずみの杜診療所 仙台市泉区松森字下町８－１ 022(772)9801
精神科、内科、心療内科、神経内科、精
神科、ﾘﾊ科

平成12年5月31日 泉パーク耳鼻咽喉科医院
仙台市泉区高森４－６－６　高森メディカルビル
２Ｆ

022(378)8733 耳鼻咽喉科、アレルギー科

平成25年6月25日 泉パークタウン寺岡デンタルクリニック 仙台市泉区寺岡１－２－１４ 022(777)6480 歯科、歯科口腔外科

平成27年2月19日 泉ハピネス調剤薬局 仙台市泉区泉中央南８－１ 022(371)1088

平成25年7月25日 泉パラレル調剤薬局 仙台市泉区高森４－６－８ 022(377)3388

平成27年11月1日 いずみ泌尿器科クリニック 仙台市泉区泉中央3-29-7　ウイング21医療ビル2F 022-371-4135 泌尿器科

平成26年5月13日 いずみ向日葵クリニック 仙台市泉区八乙女中央５－１８－１６ 022(344)8315 内科、リウマチ科

昭和60年3月1日 公益財団法人宮城厚生協会泉病院 仙台市泉区長命ヶ丘２－１－１ 022(378)5361
内科、神経内科、脳神経外科、リハビリ
テーション科

平成7年10月23日 いずみ訪問看護ステーション 仙台市泉区長命ヶ丘２－１－１ 022(378)5442 訪問看護ステーション

平成11年9月7日 市川内科・消化器科クリニック
仙台市青葉区中央２－１０－３０　仙台明芳ビル
４Ｆ

022(262)5755 内科

平成28年9月26日 市名坂薬局 仙台市泉区泉中央1丁目6-3　セルバテラス２階 022-375-5510

平成19年1月17日 医療法人征輪会 一番町バセロン歯科 仙台市青葉区一番町４丁目９－１ かき徳４Ｆ 022(264)1068 歯科

平成13年5月10日 いちょう町デンタルクリニック 仙台市宮城野区銀杏町３９－６ 022(782)7747 歯科

令和1年6月1日 銀杏町トラスト調剤薬局 仙台市宮城野区銀杏町9-18 022(292)1577 薬局

平成28年9月1日 五橋中央薬局 仙台市若林区清水小路8　1階 022-217-3525

平成28年10月1日
一般財団法人宮城県成人病予防協会附属仙台循環
器病センター

仙台市泉区泉中央一丁目6-12 022-372-1111
循環器内科・心臓血管外科・消化器外
科・呼吸器内科・内科・外科・麻酔科

平成26年4月22日
一般財団法人杜の都産業保健会　一番町健診クリ
ニック

仙台市青葉区一番町４丁目９－１８TICビル５
階

022(217)6678

平成20年1月7日 伊東クリニック 仙台市若林区一本杉町１８－１０ 022(782)2322 形成外科、整形外科

平成17年7月22日 医療法人香木会　伊藤病院 仙台市青葉区二日町８番８号 022(222)8688 外科、整形外科

平成19年5月18日 医療法人社団　今井眼科医院 仙台市青葉区中央２丁目１１番１号 022(222)7350 眼科

平成27年3月2日 医療法人王心会　五橋駅前クリニック
仙台市若林区清水小路８　マルタマファイブ
リッジビル２F

022(796)3120
内科、循環器内科、呼吸器内科、消化器
内科

平成27年4月1日 医療法人財団明理会　イムス明理会仙台総合病院 仙台市青葉区中央４丁目５－１ 022(268)3150
内科、消化器内科、外科、整形外科、婦
人科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科

平成27年4月20日 医療法人社団　桂耳鼻科 仙台市泉区桂３－１－６ 022(375)3355 耳鼻咽喉科

平成21年2月6日 医療法人社団興野内科医院 仙台市太白区松が丘８－１０ 022(306)1077 内科、循環器内科

平成30年11月26日 医療法人社団けやき会仙台中央病院 仙台市若林区新寺三丁目１３番６号 022-297-0208
内科・循環器科・外科・乳腺外科・肛門
外科

令和2年10月1日
医療法人社団交鐘会　あおぞら在宅診療所仙台中
央

仙台市青葉区堤通雨宮町８番１号　ウイング９
９－２０２号室

022-343-7611 内科



　　　　　　　　　　　　　　　　被爆者一般疾病医療機関一覧【宮城県】

指定年月日 医　　　療　　　機　　　関　　　名 所　　　　　在　　　　　地 電話番号 診　　療　　科　　目

平成31年1月4日 医療法人社団台原整形外科 仙台市青葉区台原５丁目１番１９号 022-727-0727
整形外科・リウマチ科・外科/リハビリ
科

平成31年1月1日 医療法人社団橋本クリニック 仙台市青葉区柏木１丁目７番２８号 022-718-6886
外科・整形外科・内科・漢方内科・肛門
外科・リハビリテーション科・内分泌科

平成26年10月14日 医療法人社団三神峯クリニック　すけの医院 仙台市太白区三神峯２丁目２番３号 022(244)0546 呼吸器、循環器科

令和3年9月1日 医療法人社団陵栄会仙台デンタルクリニック
仙台市青葉区二日町７番２８号　エーブルス
ペースビル２階

022(797)4471 歯科、小児歯科、歯科口腔外科

平成20年7月3日 医療法人ストレスクリニック 仙台市太白区泉崎２丁目８－１５ 022(743)3225 精神科

令和2年7月3日 医療法人草恵会　草刈内科医院 仙台市青葉区東照宮２－１－２ 022(271)9251 内科

平成26年4月3日 医療法人松田会　寺岡クリニック 仙台市泉区寺岡５丁目８－２ 022(378)0811 内科

平成25年5月1日 医療法人松田会　八木山整形外科クリニック 仙台市太白区八木山本町１－１３－６ 022(398)4566 整形外科

令和1年11月27日 医療法人裕歯会イノマタデンタルクリニック 仙台市青葉区五橋１丁目６－２　ＫＪビル２階 022-266-0022 歯科

平成20年9月18日 いろは調剤薬局 仙台市青葉区栗生７丁目１０－８ 022(391)1050

平成4年6月7日 岩切中央眼科 仙台市宮城野区岩切字洞の口東７２－７ 022(255)1160

平成11年12月27日 医療法人 岩切病院 仙台市宮城野区岩切字稲荷２１ 022(255)5555

平成22年12月1日 岩切中央クリニック 仙台市宮城野区岩切字分台６０－３ 022(255)2131
外科、整形外科、内科、リハビリテー
ション科

平成14年1月18日 いわぶち歯科クリニック 仙台市泉区寺岡5丁目11番23号 022(378)6430 歯科

令和1年7月2日 ウエルシア薬局　仙台泉中央店 仙台市泉区泉中央四丁目20番1 022-771-4639 薬局

令和3年5月1日 ウエルシア薬局　仙台中山店 仙台市青葉区中山五丁目２番３号 022-303-7066 調剤薬局

令和3年8月1日 ウエルシア薬局　仙台八木山南店
仙台市太白区八木山南二丁目１番地の２９　１
階

022-307-3051 調剤薬局

平成26年5月13日 ウエルシア薬局　仙台あすと長町店 仙台市太白区八本松２丁目２－８ 022(746)8852

平成27年8月1日 ウエルシア薬局　仙台泉高森店 仙台市泉区高森4丁目2番地の539 022(342)7550

平成29年5月1日 ウエルシア薬局　仙台市名坂店 仙台市泉区市名坂字山岸51-3 022-371-1903 調剤薬局

平成30年2月1日 ウエルシア薬局仙台鶴が丘店 仙台市泉区鶴が丘一丁目３７－２ 022-771-0735 調剤薬局

平成30年6月1日 ウエルシア薬局　仙台富沢西店 仙台市太白区富沢西四丁目２０番地の１６ 022-307-5083 ウエルシア薬局株式会社

平成29年1月1日 ウエルシア薬局　仙台柳生店 仙台市太白区柳生3丁目4-2 022-242-5510

平成19年3月12日 うちだクリニック 仙台市太白区長町１丁目６－３ ｸﾞｯﾄﾞﾗｲﾌ長町３F 022(748)0567 内科、外科、循環器科、呼吸器科

平成15年6月9日 海の見えるクリニック 仙台市青葉区国見六丁目87番1号 022(276)5711
内科、呼吸器科、消化器科、
循環器科

平成15年7月11日 エイブル調剤薬局 仙台市青葉区中央1-3-1　AER 10階 022(723)6722

平成12年5月31日 老人保健施設 エバーグリーン・イズミ 仙台市泉区実沢立田屋敷１７－１ 022(378)5666 介護老人保健施設

平成20年2月29日 介護老人保健施設エバーグリーン・ツルガヤ 仙台市宮城野区鶴ヶ谷字舘下３５－１ 050(3387)4124 介護老人保健施設

平成24年5月1日 医療法人松田会　エバーグリーン病院 仙台市泉区実沢字立田屋敷１７－１ 022(378)3838 精神科、神経科、リハビリテーション科
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平成29年7月1日 Ｍ＆Ｔ在宅クリニック 仙台市若林区舟丁３ 022-397-9297 内科

令和3年11月1日 Ｍ＆Ｔ総合クリニック福室 仙台市宮城野区高砂２丁目７－７ 022-762-7837 内科、泌尿器科

平成28年6月1日 エムツー調剤薬局 仙台市太白区鈎取本町1-13-1 022-307-6090

令和3年1月12日 エムツー調剤薬局　旭ヶ丘店 仙台市青葉区旭ヶ丘４－１－１ 022-341-8570 調剤薬局

平成22年11月30日 エムツー調剤薬局荒井店 仙台市若林区荒井字畑中３９－９－１Ｂ２Ｌ 022(390)5990

平成29年2月1日 エムツー調剤薬局　松森店 仙台市太白区鈎取本町1-13-1 022-342-0582

平成26年10月24日 LCクリニック仙台 仙台市青葉区中央１－３－１アエル１１F 022(267)1020 消化器科

平成13年9月21日 医療法人光萩会 大内歯科診療所 仙台市青葉区中央4丁目6番1号 022(267)8855 歯科

平成30年7月9日 大久保歯科 仙台市泉区高森６－８－４ 022-777-5350 調剤薬局

平成2年4月12日 大澤内科医院 仙台市泉区住吉台東２－８－２０ 022(376)3631

平成11年2月5日 太田歯科クリニック 仙台市青葉区桜ヶ丘５丁目３９番１６号 022(279)3988 歯科

平成10年12月16日 仙台駅東口大槻眼科
仙台市宮城野区榴岡４丁目５－５　Ｋ・Ｔビル１
階、２階

022(291)1191

平成6年9月1日 大沼外科整形外科医院 仙台市青葉区土樋１－１－３ 022(227)7731

平成21年4月16日 おおぬま腎・ひ尿器科
仙台市泉区南光台３丁目２５－１６　ﾛｲﾔﾙﾊｲﾂ壱番
館１Ｆ

022(355)7290 泌尿器科

平成22年10月20日 大野田オレンジ薬局 仙台市太白区大野田４－１８－１ 022(398)7987

平成9年2月24日 おおひら内科クリニック 仙台市青葉区二日町１６－２７ 022(224)1627

平成11年7月14日 おおまち調剤薬局 仙台市青葉区大町２丁目７番１８ 022(215)1861

平成16年4月27日 岡歯科医院
仙台市青葉区二日町１３番２２号 カルコスビル４
０２

022(222)1246 歯科

令和1年5月16日 おかだしゅうこ皮ふ科 仙台市泉区泉中央1丁目15-2 022-343-0344 皮膚科

平成27年10月1日 岡部医院仙台
仙台市青葉区柏木2-4-76　ガーデンテラス柏木106
号

022(341)2802 緩和ケア・疼痛緩和内科

平成14年10月20日 岡部クリニック 仙台市泉区南中山二丁目３８－３ 022(376)0180 内科、呼吸器科、循環器科

昭和56年4月7日 岡部内科胃腸科医院 仙台市太白区長町１－８－３３ 022(247)2535

平成31年1月1日 おがわ皮フ科クリニック 仙台市泉区七北田字野山１０番地の３４ 022-773-1255 皮膚科

平成28年1月1日 おきのオレンジ薬局 仙台市若林区沖野三丁目１２－３２ 022-343-9500

平成30年7月13日 小倉整形外科
仙台市青葉区上杉１丁目６番１０号ＥＡＲＴＨ
ＢＬＵＥ仙台勾当台２階

022-796-4355
整形外科・リウマチ科・リハビリテー
ション科

平成11年10月6日 医療法人社団 小田眼科医院 仙台市青葉区八幡二丁目１－２０ 022(234)7408 眼科

昭和56年8月4日 小野寺歯科医院 仙台市若林区伊佐字南通り２２－２ 022(287)2787 歯科

平成20年3月4日 小野寺内科小児科胃腸科医院 仙台市青葉区昭和町1番29号 022(234)4743 内科、小児科、胃腸科

平成24年1月6日 小野よしあき内科クリニック 仙台市青葉区米ヶ袋２丁目３－４ 022(211)0125
内科、循環器内科、呼吸器内科、アレル
ギー科、消化器内科、内分泌内科、小児
科
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令和2年4月24日 おりーぶ薬局　二日町店
仙台市青葉区二日町１０－３１　Ａｒｅａ二日
町１０１

022-302-7913 薬局

平成26年7月1日 おりーぶ薬局　たいはっくる店 仙台市太白区長町５－３－１ 022(748)1880

平成26年9月1日 おりーぶ薬局　南大野田店 仙台市太白区南大野田１０－３ 022(796)8488

平成29年1月1日 オリオン調剤薬局高砂店 仙台市宮城野区高砂2-1-9 022-353-5941

平成29年1月1日 オリオン調剤薬局長町店 仙台市太白区長町4-7-9 022-304-3280

平成29年1月1日 オリオン調剤薬局広瀬川店 仙台市若林区河原町1-5-13 022-217-0560

平成8年6月19日 卸町中央歯科 仙台市若林区卸町４－３－１ 022(232)8063 歯科

平成29年9月1日 おろしまちクリニック　内科・内視鏡内科
仙台市若林区卸町三丁目1番地2号卸町コミュニ
ティプラザほるせ2階

022-353-5725 内科，消化器内科，胃腸内科

昭和62年9月10日 卸町中央歯科医院 仙台市若林区卸町４－３－１ 022(232)8063 歯科

平成17年3月22日 卸町調剤薬局 仙台市若林区卸町二丁目１５－２－２番 022(239)9277

平成19年3月20日 貝ヶ森歯科医院 仙台市青葉区貝ヶ森３丁目１０－１８ 022(279)3646 歯科、口腔外科、小児歯科、矯正歯科

令和1年7月10日 貝ヶ森薬局 仙台市青葉区貝ヶ森６－１６－１ 022-347-3860 薬局

平成21年6月1日 介護老人保健施設いずみの杜 仙台市泉区松森字西沢２６－４ 022(771)8873 介護老人保健施設

平成21年2月16日
医療法人泉整形外科病院　介護老人保健施設コスモ
ス

仙台市泉区上谷刈字長命８番地 022(777)3666 介護老人保健施設

平成11年12月27日 貝山中央病院 仙台市青葉区大町２丁目１２番８号 022(222)5945

平成26年4月3日 貝山中央病院 仙台市青葉区大町二丁目１２番８号 022(222)5945
内科、消化器内科、呼吸器内科、整形外
科、形成外科

平成18年1月17日 医療法人社団嘉数会　かかず整形外科 仙台市青葉区八幡三丁目４番１３号 022(263)5531
整形外科、麻酔科、リウマチ科、 リハ
ビリテーション科

平成29年8月25日 かきさかクリニック 仙台市青葉区八幡２丁目1-27 022-275-0212 外科，肛門科，内科

平成24年2月1日 かきの木薬局 仙台市泉区南光台３丁目１８－２ 022(779)7375

平成16年5月28日 花京院調剤専門薬局 仙台市青葉区花京院２丁目２－１３ 022(227)3225

平成15年7月9日 角田胃腸科内科クリニック 仙台市若林区大和町1-1-15 022(783)8611 内科

平成15年9月18日 河西耳鼻咽喉科 仙台市青葉区中央二丁目9-1 022(222)4536 耳鼻咽喉科、アレルギー科、気管食道科

平成27年10月1日 カサブランカ薬局 仙台市宮城野区榴岡3丁目11-18 022(355)7166

平成12年10月23日 柏木歯科医院 仙台市青葉区柏木１－５－１９ 022(275)8241 歯科

平成18年1月13日 カズデンタルオフィス 仙台市青葉区中央１－６－２７　仙信ビル１Ｆ 022(716)7555 歯科

平成18年1月14日 カタヒラ歯科クリニック
仙台市青葉区片平一丁目１番１１号　カタヒラビ
ル４階

022(266)0139 歯科、歯科口腔外科

令和1年6月3日 桂眼科 仙台市泉区桂3丁目2-3 022-771-7727 眼科

平成6年12月20日 桂内科・こどもクリニック 仙台市泉区桂３－１－４ 022(375)7220

平成25年10月30日 加藤整形外科クリニック 仙台市青葉区南吉成３－１－２３Ｃ棟２Ｆ 022(719)5885 整形外科
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平成18年10月12日 金久保眼科 仙台市太白区長町６丁目４－１２ 022(248)8282 眼科

平成8年10月25日 金渕整形外科クリニック 仙台市泉区将監２－１２－１ 022(373)1517

平成15年7月11日 かねとう腎泌尿器科クリニック
仙台市青葉区中央３－１－２２エキニア青葉通り
８階

022(216)7111 泌尿器科、内科

平成21年11月18日 かねひら歯科クリニック 仙台市泉区向陽台４丁目２４番２１号 022(374)7702 歯科

平成22年12月1日 かの耳鼻咽喉科クリニック 仙台市若林区荒井字畑中３９ 022(781)7454 耳鼻咽喉科

令和3年3月1日 鹿野調剤薬局 仙台市太白区鹿野本町６－３２ 022-304-2505 調剤薬局

2012年11月21日 株式会社寺岡調剤薬局泉中央店 仙台市泉区泉中央１丁目５１－３ 022(343)0512

平成10年12月16日 上愛子クリニック 仙台市青葉区上愛子字街道７７番３ 022(392)0330

平成20年3月17日 神尾眼科 仙台市宮城野区五輪２－９－１０ 022(292)0800 眼科

平成24年8月1日 上杉・五十嵐産婦人科医院 仙台市青葉区上杉５丁目６番２２号 022(261)3231 産科、婦人科

令和3年12月2日 上杉調剤薬局 仙台市青葉区上杉一丁目６番１０号２階 022-397-8237 調剤薬局

平成29年12月22日 上杉脳外科クリニック
仙台市青葉区上杉一丁目６番１０号仙台北辰ビ
ルディング３階

022-397-7667 脳外科

平成21年6月1日 上杉薬局 仙台市青葉区上杉２－１－２７　陽和ビル１Ｆ 022(213)5548

平成24年12月6日 上杉山整形外科クリニック 仙台市青葉区上杉５丁目８－４０ 022(797)0488
整形外科、リハビリテーション科、リウ
マチ科

平成15年9月29日 神林耳鼻咽喉科 仙台市青葉区中山四丁目25番22号 022(277)2377 耳鼻咽喉科

平成14年3月6日 カメイ調剤薬局 台原店 仙台市青葉区台原1丁目10-10 022(727)2861

平成17年8月1日 カメイ調剤 ひまわり薬局 仙台市青葉区昭和町４－３ 022(727)6288

令和3年4月1日 カメイ調剤薬局　あおば通店 仙台市青葉区中央２丁目２－５　１階 022-302-6450 薬局

平成25年6月1日 カメイ調剤薬局　愛子店 仙台市青葉区愛子東２－３－１６ 022(392)8343

平成29年9月1日 カメイ調剤薬局荒井店 仙台市若林区荒井一丁目１番地の4 022-294-5091 調剤薬局

平成19年10月1日 カメイ調剤薬局 河原町店 仙台市若林区南小泉八軒小路４－３  022(722)8351

平成19年4月4日 カメイ調剤薬局 米ヶ袋店 仙台市青葉区米ヶ袋２丁目２－５３ 022(263)0805

平成25年2月1日 カメイ調剤薬局　在宅医療支援センター 仙台市青葉区木町通一丁目６－７　１F 022(265)8215

平成30年8月1日 カメイ調剤薬局　七郷店 仙台市若林区荒井四丁目１２－８ 022-288-1061 調剤薬局

平成20年7月1日 カメイ調剤薬局 新田東店 仙台市宮城野区新田東２丁目１４－３ 022(236)4011

平成20年7月1日 カメイ調剤薬局 住吉台店 仙台市泉区住吉台東２丁目８－１７ 022(347)9883

令和1年10月1日 カメイ調剤薬局　榴ケ岡店 仙台市宮城野区榴岡４丁目１３－７　１階 022-781-5961 薬局

平成21年8月1日 カメイ調剤薬局 鶴ヶ谷店 仙台市宮城野区燕沢３丁目１９－５ 022(252)1467

平成22年4月7日 カメイ調剤薬局 動物公園前店 仙台市太白区八木山本町１丁目１３－６ 022(229)7667
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平成20年8月1日 カメイ調剤薬局 南仙台店 仙台市太白区西中田３丁目２２－１０ 022(741)1196

平成21年7月1日 カメイ調剤薬局 宮城野原店 仙台市宮城野区宮城野２－７－５６ 022(257)8059

平成21年3月1日 カメイ調剤薬局 大和町店 仙台市若林区中倉１丁目５－１８ 022(788)0620

平成27年12月1日 カメイ調剤　やよい薬局 仙台市青葉区旭ヶ丘4-35-26 022-301-2789

平成21年3月16日 加茂耳鼻咽喉科 仙台市泉区上谷刈赤坂６－８７ 022(374)8733 耳鼻咽喉科

令和2年7月1日 加茂ヘルスマート薬局 仙台市泉区上谷刈字赤坂６－８６ 022(796)0121 調剤薬局

平成15年4月14日 川平たくま歯科 仙台市青葉区桜ヶ丘一丁目５－５ 022(279)5571 歯科

平成22年5月17日 川平内科 仙台市青葉区川平３丁目４０－１０ 022(303)2523 内科、循環器内科、血液透析内科

令和3年1月4日 カワチ薬局　長命ヶ丘店 仙台市泉区長命ヶ丘５－２３－３ 022-377-2830 薬局

平成24年6月1日 カワチ薬局　あすと長町店 仙台市太白区あすと長町３－１２－２０ 022(304)2640

平成30年2月1日 カワチ薬局愛子店 仙台市青葉区上愛子字榎２－１ 022-391-7370 調剤薬局

平成31年3月1日 カワチ薬局　岩切店 仙台市宮城野区岩切分台二丁目１２－６ 022-255-2390 調剤薬局

平成22年7月5日 カワチ薬局栗生店 仙台市青葉区栗生６－１２－１ 022(302)8561

平成29年3月1日 カワチ薬局　仙台東店 仙台市若林区伊在屋敷24-4 022-390-2510

平成21年12月8日 カワチ薬局フォレオ宮の杜店 仙台市宮城野区東仙台４－１４－１０ 022(792)1064

平成3年7月18日 川村歯科クリニック 仙台市青葉区中央２－６－３６ 022(225)2003 歯科

令和2年4月24日 川村ひふ科 仙台市青葉区柏木二丁目１－１２－１ 022-725-7037 皮膚科

平成16年8月16日 内科河原町病院 仙台市若林区南小泉字八軒小路４ 022(222)8657 内科

平成29年7月1日 河原町メンタルクリニック
仙台市若林区河原町1-1-5リライアンス河原町4
階

022-738-7757 精神科・心療内科

平成11年8月26日 かんざき歯科医院 仙台市青葉区木町通一丁目１－１８ 022(263)1386 歯科

平成12年2月21日 菅野歯科医院 仙台市太白区中田町字土手内１４－１６ 022(242)6480 歯科

平成13年5月16日 医療法人社団健康会 きくた肛門科 仙台市青葉区木町通２丁目３番１４号 022(276)7771 肛門科

平成19年4月10日 医療法人社団　菊地胃腸科内科医院 仙台市青葉区春日町１０－３０ 022(261)3344 胃腸科、内科

平成12年10月23日 医療法人社団 菊地外科医院 仙台市若林区清水小路８ 022(227)7003 外科･整形外科

平成28年6月15日 きくち歯科クリニック 仙台市泉区南光台南3丁目4-3　梅津ビル2F 022-251-6211 歯科

平成11年5月17日 菊地内科クリニック 仙台市太白区東中田一丁目１８－３０ 022(306)1010
内科、呼吸器科、ｱﾚﾙｷﾞｰ科、循環器科、
消化器科

平成27年5月25日 きずな薬局　東勝山 仙台市青葉区東勝山３丁目１４－１０ 022(342)4866

平成17年7月1日 胃腸科内科北川医院 仙台市青葉区中央三丁目８番２０号 022(223)2652 胃腸科内科

平成23年4月25日 北仙台タナカ歯科・タナカこども歯科クリニック
仙台市青葉区昭和町４－３　北仙台ひまわりビル
２Ｆ

022(779)5263 一般歯科、小児歯科
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指定年月日 医　　　療　　　機　　　関　　　名 所　　　　　在　　　　　地 電話番号 診　　療　　科　　目

平成17年10月5日 北仙台レディースクリニック
仙台市青葉区昭和町５番２８号
ロイヤルオフィス北仙台３Ｆ．４Ｆ

022(234)3541 産科、婦人科

平成11年12月27日 北田内科小児科医院 仙台市青葉区八幡３丁目６－１５ 022(223)0208

平成8年5月1日 北原整形外科 仙台市泉区南光台南３－１４－１６ 022(252)7735

平成18年5月26日 北山内科クリニック 仙台市青葉区北山３－１－３０ 022(275)2255 内科

平成24年5月1日 北四番丁さくら眼科 仙台市青葉区上杉２－３－１９ー４F 022(265)8188 眼科

平成24年5月1日 北四番丁なかがわ皮膚科クリニック 仙台市青葉区上杉２－３－１９ー３F 022(721)5041 皮膚科、アレルギー科

平成13年6月22日 北脇クリニック神経科・内科
仙台市青葉区国分町３－４－５　クライスビル２
階

022(261)5581 神経科、内科

昭和63年3月14日 医療法人宏人会 木町病院 仙台市青葉区木町１－７－１３ 022(224)5511

平成20年7月4日 木村眼科医院 仙台市青葉区三条町１０－５ 022(271)6106 眼科

平成28年3月31日 救済堂薬局　大学病院前店
仙台市青葉区木町通一丁目8-28　三栄木町通ビル
1F

022-217-9910

令和2年8月3日 共創未来　木町薬局 仙台市青葉区木町通一丁目７番１７号１階 022-722-0788 薬局

平成30年8月31日 共創未来　五十人町薬局
仙台市若林区五十人町１００　志子田ハイツ１
０２号

022(294)0515 薬局

令和2年8月1日 共創未来　仙台東口薬局
仙台市宮城野区榴岡二丁目３－２８　コーポ斎
藤１０１

022(292)7206 薬局

平成30年11月1日 共創未来　寺岡薬局 仙台市泉区寺岡五丁目８－５ 022(777)5681 薬局

平成30年10月1日 共創未来　みずほ台薬局 仙台市泉区上谷刈字治郎兵衛下３４－３ 022(772)3210 薬局

昭和63年11月21日 興野内科小児科医院 仙台市太白区松が丘８－１０ 022(229)0098

令和2年5月25日 きらら訪問看護リハビリステーション
仙台市泉区七北田字朴ノ木沢９３－３
ヴィラIZUMIセントラル６０２号室

022(343)1353 訪問看護・リハビリ

平成30年10月1日 クオール薬局こづる店 仙台市宮城野区小鶴１丁目１－１０ 022-252-4688 調剤薬局

平成30年10月1日 クオール薬局たかさご駅前２号店 仙台市宮城野区福室２丁目６－２３ 022-388-5060 調剤薬局

平成30年10月1日 クオール薬局たかさご駅前店 仙台市宮城野区福室２丁目６－２６ 022-258-9789 調剤薬局

平成30年10月1日 クオール薬局富沢店 仙台市太白区大野田五丁目３８－３ 022-226-7355 調剤薬局

平成14年4月1日 くすのき薬局 仙台市若林区蒲町27番8号 022(781)2881

平成12年12月4日 薬日本堂薬局 仙台市青葉区北目町１－１８　ピースビル北目町 022(263)4193

平成20年9月1日 薬のカルテット高森薬局 仙台市泉区野村字筒岫屋敷１８－１ 022(342)7491

平成22年1月22日 医療法人社団国見会国見ヶ丘中央クリニック 仙台市青葉区国見ヶ丘一丁目３３－８ 022(279)3032 内科、小児科、精神科、神経科

平成19年4月12日 くにみ整形外科クリニック 仙台市青葉区国見４丁目２－７ 022(274)0923 整形外科、リハビリテーション科

平成29年10月26日 国見調剤薬局 仙台市青葉区子平町１５－１５ 022-275-1465 調剤薬局

令和1年11月28日 国見ナーシングホーム翔裕園 仙台市青葉区国見六丁目８４番１号 022-718-5261 介護老人保健施設

平成11年4月9日 くにみ野さいとう歯科医院 仙台市青葉区国見４丁目２番１号 022(276)2525 歯科
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平成11年12月27日 熊谷内科小児科医院 仙台市宮城野区東仙台１丁目２３－６６ 022(251)7718

平成22年2月2日 熊坂皮フ科クリニック 仙台市宮城野区鶴ヶ谷５丁目１５－２ 022(252)6211 皮膚科

平成20年12月15日 くらた整形外科クリニック 仙台市宮城野区岩切字今市東２４－２ 022(255)8282 医院

平成11年5月17日 医療法人社団 くりう耳鼻科 仙台市青葉区南吉成３丁目１１番１０号 022(391)8733 耳鼻咽喉科

平成27年3月1日 クルー薬局　国見ヶ丘店 仙台市青葉区国見ヶ丘1-3-5 022(719)3631

平成24年2月1日 くるみ調剤薬局 仙台市青葉区国見4丁目２－８ 022(301)6277

平成29年12月1日 グレイス調剤薬局 仙台市泉区七北田字野山１０－３４ 022-771-8182 調剤薬局

平成26年3月24日 ケアーズ北仙台訪問看護リハビリステーション 仙台市青葉区旭ヶ丘１－４２－４５ 022(341)5091

平成29年10月15日 ケアーズ訪問看護リハビリステーション昭和町
仙台市青葉区昭和町３－５５旭コーポラス北仙
台１０４

022-341-7405 訪問看護ステーション

平成30年8月23日 ケアーズ訪問看護リハビリステーション仙台東
仙台市宮城野区原町２－４－２０イースト
キャッスル２０１

022-355-8817 訪問看護ステーション

平成23年1月27日 ケーアイ調剤薬局 仙台市太白区泉崎一丁目３４番１６号 022(743)3161

平成17年10月25日
公益財団法人結核予防会宮城県支部
健康相談所 興生館

仙台市青葉区宮町一丁目１番５号 022(221)4461 内科、循環器科、呼吸器科

平成17年10月25日
公益財団法人結核予防会宮城県支部複十字健診セン
ター

仙台市青葉区中山吉成二丁目３番１号 022(719)5161 内科、循環器科、呼吸器科

平成25年3月25日 けやき薬局泉中央店 仙台市泉区泉中央３－１８－６ 022(375)4131

平成26年12月1日 けやき薬局　五輪店 仙台市宮城野区五輪２丁目９－１０ 022(290)0407

平成25年3月25日 けやき薬局吉成台店 仙台市青葉区吉成台１－２－７ 022(303)2301

平成29年9月1日 コアラ薬局南仙台店 仙台市太白区柳生一丁目12-2 022-306-6252 調剤薬局

平成29年3月1日 公益財団法人宮城県対がん協会附属診療所 仙台市青葉区上杉五丁目7番30号 022-263-1525 内科・外科・婦人科・泌尿器科

平成21年1月5日 公益財団法人宮城厚生協会ケアステーションながまち 仙台市太白区長町3-27-6　長町病院北棟2階 022(247)2317 訪問看護ステーション

平成26年5月2日
公益財団法人宮城厚生協会ケアステーションいず
み

仙台市泉区長命ヶ丘２丁目１－１ 022(378)5442

平成16年1月26日 郷家第二歯科医院 仙台市若林区南鍛冶町３０番地 022(223)3306 歯科

平成21年12月25日 厚生仙台クリニック 仙台市青葉区柏木一丁目５番４５号 022(727)7667 放射線科、内科

平成12年5月31日 一般財団法人広南会　広南病院 仙台市太白区長町南４丁目２０－１ 022(248)2131
内科・神経内科・脳神経外科・眼科・耳
鼻科・放射線科・麻酔科･ﾘｳﾏﾁ科

平成16年11月9日 こうのすクリニック 仙台市若林区河原町１丁目５番２６号 022(217)0855 内科、神経内科、リハビリテーション科

令和2年10月1日 向陽台クリニック 仙台市泉区向陽台３丁目３－１２ 022(373)6800
内科、呼吸器内科、消化器内科、小児
科、リハビリテーション科

平成18年11月15日 向陽台薬局 仙台市泉区向陽台３丁目３－１７ 022(375)4303 調剤薬局

令和2年10月1日 向陽台薬局 仙台市泉区向陽台３丁目３－１１ 022-375-4303 薬局

平成17年4月2日 医療法人社団香佑会　こえだ歯科医院 仙台市泉区松陵５丁目１番２号１階 222(371)4555 歯科

平成28年11月1日 こ～ぷのお家桜ヶ丘訪問看護ステーション 仙台市青葉区桜ヶ丘2-20-1 022-303-0828



　　　　　　　　　　　　　　　　被爆者一般疾病医療機関一覧【宮城県】

指定年月日 医　　　療　　　機　　　関　　　名 所　　　　　在　　　　　地 電話番号 診　　療　　科　　目

平成25年9月24日 こーぷのお家緑ヶ丘訪問看護ステーション 仙台市太白区大塒町３－１ 022(304)5633

平成12年5月31日 公益財団法人宮城厚生協会ｹｱｽﾃｰｼｮﾝ郡山 仙台市太白区郡山７丁目１６－８ 022(246)6554 訪問看護ステーション

令和2年7月27日 ココカラファイン薬局セルバテラス店
仙台市泉区泉中央１丁目６－３　セルバテラス
１Ｆ

022(725)8838 薬局

平成12年4月1日 老人保健施設 コジーケアホーム 仙台市宮城野区岩切字稲荷１４ 022(255)2525 介護老人保健施設

平成21年8月11日 五十人町おおとも内科 仙台市若林区五十人町３５ 022(286)8541 心臓、循環器内科、内科、呼吸器内科

平成19年10月2日 コスモ調剤薬局南光台店 仙台市泉区南光台３－２４－１７ 022(718)7506

令和2年6月1日 小鶴新田調剤薬局 仙台市宮城野区新田東３丁目１４－１３ 022(781)7812 薬局

平成13年3月19日 こばやし歯科医院 仙台市青葉区国分町３丁目９－１　庄子ビル４Ｆ 022(261)7261 歯科

平成8年9月20日 小林内科医院 仙台市太白区鹿野２－４－１５ 022(248)3063

平成8年8月22日 小松医院 仙台市宮城野区鶴ヶ谷７－３１－３ 022(251)6666

平成19年10月1日 医療法人社団　小松クリニック 仙台市泉区泉中央一丁目３８番地の１７ 022(772)8801 内科、消化器科

平成7年3月1日 ひかり調剤薬局南小泉 仙台市若林区一本杉町７－１７ 022(285)4569 薬局

平成23年4月1日 こまつ皮膚科クリニック北仙台 仙台市青葉区昭和町３番２４号 022(739)9573 皮膚科、美容皮膚科、アレルギー科

平成22年6月1日 さくら薬局仙台岩切店 仙台市宮城野区岩切１丁目９番３６号 022(255)1081

平成15年5月16日 今野外科整形外科 仙台市若林区南鍛治町196  022-223-3285 外科、整形外科

平成18年9月22日 今野歯科医院 仙台市太白区長町３－１－７ 三井生命ビル２Ｆ 022(246)2556 歯科

平成11年11月22日 ザ・モール仙台長町歯科診療室　ドルチェ 仙台市太白区長町７－２０－３ 022(308)8241 歯科

平成27年4月1日 在宅支援センターたかのはら調剤薬局 仙台市青葉区高野原４丁目１３－２１ 022(226)7020

令和2年10月26日 在宅支援センターやくしどう調剤薬局
仙台市若林区白萩町９－２０　芳賀コーポ１０
３号室

022-781-6231 調剤薬局

平成25年9月1日 齋藤歯科医院 仙台市青葉区旭ヶ丘３－１８－６ 022(233)5051 歯科

平成8年8月22日 クリニック齋藤泌尿器科 仙台市宮城野区鶴ヶ谷２－８－７ 022(252)7110

平成28年1月1日 さいわい町オレンジ薬局 仙台市宮城野区幸町２－２１－９ 022-352-7411

令和2年9月1日 さいわい薬局　本店 仙台市宮城野区幸町一丁目１９－２３ 022(276)5117 薬局

平成28年9月30日 さいわい薬局　幸町店 仙台市宮城野区幸町二丁目20-17 022-296-3273

平成28年9月30日 さいわい薬局　南店 仙台市宮城野区幸町三丁目3-12 022-369-3657

平成9年7月7日 さくらい歯科医院 仙台市宮城野区鶴ヶ谷東４－７－２ 022(252)5550 歯科

平成27年1月6日 さくらい循環器・内科クリニック
仙台市若林区河原町１－１－５リライアンス河
原町２階

022(217)6757 循環器科、内科

平成14年10月1日 桜ヶ丘めぐみ薬局 仙台市青葉区桜ヶ丘一丁目３３－１０ 022(303)1233

平成31年1月7日 桜ケ丘クリニック 仙台市青葉区桜ケ丘７丁目２２番８号 022-303-2555
内科・呼吸器科・循環器内科・心療内
科・アレルギー科
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平成14年12月20日 さくらだ耳鼻咽喉科クリニック 仙台市宮城野区燕沢１丁目23番10号  メゾンK１階 022(251)4187 耳鼻咽喉科

平成23年8月1日 さくら調剤薬局中央店
仙台市青葉区中央三丁目１－２２　エキニア青葉
通り３Ｆ

022(713)7750

平成15年8月8日 サクラ薬局 仙台市泉区泉中央一丁目13-2　増子ビル1階3号 022(374)8187

平成26年6月5日 さくら薬局　仙台五橋店 仙台市青葉区五橋２丁目１－１１　１階 022(266)6247

平成22年6月1日 さくら薬局仙台今市東店 仙台市宮城野区岩切今市東１５－２ 022(255)1231

平成26年6月5日 さくら薬局　仙台河原町店 仙台市若林区河原町１丁目５－２５　１階 022(266)9566

平成28年6月1日 さくら薬局　仙台東中田店 仙台市太白区東中田４－５－３ 022-302-5991

平成24年3月1日 佐々木歯科クリニック 仙台市青葉区米ヶ袋１丁目２－６ 022(264)2862 歯科一般

平成24年6月21日 医療法人社団敬愛会　佐々木内科医院 仙台市青葉区子平町１５－３６ 022(234)2267 内科

昭和46年5月10日 笹森内科小児科医院 仙台市宮城野区東仙台３－１－３７ 022(291)8476

平成24年8月1日 ささゆき歯科クリニック 仙台市青葉区中央１丁目６番２７号仙信ビル１F 022(266)6884 歯科

平成9年10月29日 佐治外科循環器科医院 仙台市泉区鶴が丘１－３８－２ 022(372)5055

平成11年11月1日 佐瀬眼科医院 仙台市若林区荒町２０ 022(267)0870 眼科

平成28年3月1日 佐藤玄德内科クリニック 仙台市青葉区本町1-13-32 022-216-5601 内科・消化器科・呼吸器科

平成16年5月10日 佐藤茂内科医院 仙台市青葉区中山八丁目２３－２ 022(278)5865 内科

平成14年3月11日 医療法人尚圭フェニックス さとう小児科内科 仙台市太白区鈎取本町一丁目５－５ 022(245)8434 内科

令和4年1月1日 さとう腎臓内科ひ尿器科 仙台市太白区長町２丁目９－３１ 022-302-6672 腎臓内科・泌尿器科・人工透析内科

平成14年3月11日 佐藤内科クリニック 仙台市若林区蒲町27-21 022(781)2521 内科、胃腸科

平成16年7月13日 佐藤ひでつぐ整形外科 仙台市太白区長町８丁目１番１号 022(249)7202 整形外科

平成11年6月3日 財団法人周行会　内科佐藤病院 仙台市青葉区上杉２丁目３番１７号 022(221)5566 内科、消化器科、呼吸器科、循環器科

平成1年9月4日 佐藤裕也眼科医院 仙台市青葉区五橋１－６－２３ 022(227)6752

平成29年8月21日 サミー薬局富沢店 仙台市太白区富沢字鍛冶屋敷37-1（52B-7L） 022-395-5518 調剤薬局

令和4年2月6日 三条町薬局
仙台市青葉区三条町１２－７　河東田ＢＬＤ１
０１

022-234-8911 薬局

平成11年10月1日 三省堂薬局八幡 仙台市青葉区八幡二丁目１－２２ 022(234)6143

令和1年6月19日 サンテ薬局北仙台店 仙台市青葉区通町2-6-21-1F 022-728-6201 薬局

令和2年3月1日 サンドラッグあすと長町薬局 仙台市太白区あすと長町二丁目２－１０ 022-304-3223 薬局

令和1年12月17日 サンドラッグ南小泉薬局 仙台市若林区南小泉四丁目１０－６ 022-294-0525 薬局

平成17年11月4日 シード調剤薬局 仙台市青葉区下愛子字川辺５５番７ 022(392)1510 調剤薬局

平成7年2月1日 ＪＲ仙台病院 仙台市青葉区五橋１－３－１ 022(266)9670
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平成22年5月12日 歯科アリア太子堂駅前 仙台市太白区あすと長町三丁目１０番２０号 022(248)8020 歯科、小児歯科

平成15年7月23日 志賀眼科 仙台市太白区鹿野二丁目17番10号 022(247)5566 眼科

平成16年7月31日 しかない整形外科クリニック 仙台市青葉区中山９丁目１番３号 022(277)2330
整形外科、リウマチ科、リハビリテー
ション科

平成26年4月25日 渋谷耳鼻咽喉科医院 仙台市青葉区中央２－７－１２ 022(222)5310 耳鼻咽喉科

平成11年8月12日 渋谷耳鼻咽喉科医院 仙台市青葉区中央２－７－１２ 022(222)5310 耳鼻咽喉科、アレルギー科、気管食道科

平成12年2月25日 清水医院 仙台市青葉区錦町２丁目１－６ 022(223)2532

平成12年7月26日 清水外科医院 仙台市宮城野区新田１丁目２０－１０ 022(284)4648
外科、整形外科、皮膚科、肛門科、泌尿
器科、胃腸科

平成9年10月1日 将監耳鼻咽喉科 仙台市泉区将監１０－１１－２ 022(374)1551

平成21年5月12日 しょうげん調剤薬局 仙台市泉区将監殿３丁目２１－５ 022(772)6647

平成21年4月28日 しょうげん内科クリニック 仙台市泉区将監殿３－２１－７ 022(772)2130 内科

平成27年9月1日 将監西調剤薬局 仙台市泉区将監西十丁目13番5-4号 022(375)1613

令和1年6月1日 しょうげん２丁目薬局 仙台市泉区将監2丁目11-1-1 022(772)2677 薬局

平成16年6月8日 将監皮膚科医院 仙台市泉区将監１３丁目７－４ 022(373)7080 皮膚科

平成13年9月18日 庄子整形外科医院 仙台市宮城野区幸町一丁目19番26号 022(271)3611 整形外科

令和1年6月1日 定禅寺トラスト薬局 仙台市青葉区国分町2丁目14-25-1F 022(265)1411 薬局

令和1年11月28日 白木原クリニック 仙台市泉区南光台７丁目１－９６ 022-739-8230 リハビリテーション科・整形外科

平成12年4月1日 老人保健施設 シルバーホームいずみ 仙台市泉区七北田字駕籠沢１５ 022-773-7888 介護老人保健施設

平成29年10月1日 新田オレンジ薬局 仙台市宮城野区新田四丁目３３－１９ 022-353-7122 調剤薬局

平成11年4月9日 保険調剤東北大（財）しんゆうかい薬局 仙台市青葉区支倉町４－３８ 022(264)2775 薬局

平成30年9月18日 瑞泉会宮城クリニック
仙台市泉区八乙女中央２丁目３番８号東北療院
２階

022-739-8035 心療内科・精神科・内科

平成25年1月30日 すえたけ皮膚科 仙台市泉区高森１－１－２９５ 022(378)1211 皮膚科

平成15年3月7日 鈴木研一内科クリニック
仙台市太白区長町３丁目３番６号 ロイヤルシャ
トー長町

022(304)5660 内科、消化器科

令和3年9月1日 すず薬局　荒井店 仙台市若林区荒井７丁目４－２ 022-357-0874 調剤薬局

平成29年10月1日 すず薬局大町店 仙台市青葉区大町二丁目15-24 022-748-7351 調剤薬局

平成26年5月1日 すず薬局　六丁の目店 仙台市若林区六丁の目南町２－４０ 022(762)7151

平成28年8月16日 すずらん調剤薬局 仙台市青葉区台原一丁目10-17 022-347-4167

平成30年12月1日 すだち訪問看護リハビリステーション 仙台市若林区沖野７－６－３０ 022-794-7540 訪問看護ステーション

平成24年2月27日 医療法人須藤内科クリニック 仙台市泉区上谷刈字治郎兵衛下４８－１ 022(773)2888 内科、循環器科

平成26年10月9日 昴調剤薬局 仙台市太白区三神峯２丁目２－１８ 022(244)8337
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平成19年10月2日 スマイル薬局木町店 仙台市青葉区木町通１丁目７番１７号１階 022(722)0788

令和2年9月1日 スマルナ薬局
仙台市青葉区国分町１丁目７－１３　Ｇｒａｃ
ｅ広瀬通１階

022-395-7306 薬局

平成19年11月26日 住吉台歯科医院 仙台市泉区住吉台東一丁目２番４号 022(376)2552 歯科

平成11年8月12日 一般財団法人宮城県成人病予防協会中央診療所 仙台市青葉区中央一丁目３番１号　ＡＥＲ１２階 022(263)4050 内科、循環器科、婦人科、消化器科

平成9年7月30日 歯科関根医院 仙台市青葉区大町２－５－２９ 022(222)2265 歯科

平成12年3月31日 セコム泉訪問看護ステーション 仙台市泉区泉中央３丁目１８番１号 022(772)4658 訪問看護ステーション

平成30年11月1日 セコム仙台訪問看護ステーション
仙台市青葉区上杉１－７－３０エグゼクティブ
上杉２２２号

022-211-6088 訪問看護ステーション

平成23年4月1日 泉松クリニック 仙台市泉区松森字新田１番地 022(771)1533 内科、泌尿器科

平成18年3月13日 医療法人社団 仙台腎泌尿器科 仙台市青葉区南吉成三丁目１－３２ 022(719)6622 泌尿器科、内科

平成27年4月1日 仙台朝市薬局 仙台市青葉区中央４丁目４－２　１階 022(223)8762

平成24年5月11日 医療法人社団あおば　仙台歯科診療所
仙台市青葉区通町１丁目６番１２号　第２後藤ビ
ル２階２０１号室

022(272)7625 歯科、小児歯科、歯科口腔外科

平成22年3月4日 仙台いたみのクリニック 仙台市太白区長町南４－５－２８－１０７ 022(246)9713 麻酔科、内科、整形外科

平成11年12月13日 仙台胃腸クリニック 仙台市泉区上谷刈２丁目４番３０号 022(218)3888 胃腸科、内科

平成17年4月14日 仙台今村クリニック 仙台市太白区長町５丁目３－１ たいはっくる２階 022(249)7611 消化器科、外科、内科

平成26年7月7日 仙台今村クリニック
仙台市太白区長町五丁目３－１（たいはっくる
２階）

022(249)7611 消化器内科、外科、内科

平成26年9月1日 仙台駅前ささき歯科クリニック
仙台市青葉区中央２－１－７アイリス青葉ビル４
階

022(721)1192 歯科

令和1年11月1日 仙台往診クリニック 仙台市青葉区花京院２丁目１－７　３階 022-212-8501 内科・神経内科・精神科

平成9年10月13日 財団法人仙台市医療センター　仙台オープン病院 仙台市宮城野区鶴ヶ谷５－２２－１ 022(252)1111

令和1年7月2日 仙台丘の上歯科 仙台市太白区八木山南5-1-14 022-796-1395 歯科

平成16年10月8日 仙台北クリニック 仙台市泉区八乙女中央５丁目１１－１１ 022(371)6511 循環器科、呼吸器科、外科

平成18年9月21日 医療法人社団杏泉堂 本間記念仙台北整形外科 仙台市泉区上谷刈４丁目９番２３号 022(371)5430 整形外科

平成11年12月27日 仙台北訪問看護ステーション 仙台市青葉区三条町１４番２５号 022(275)0511 訪問看護ステーション

平成11年12月27日
社会福祉法人仙台キリスト教育児院
小松島訪問看護ステーション

仙台市青葉区小松島新堤７－１ 022(718)5077 訪問看護ステーション

平成27年5月1日 仙台クローバークリニック
仙台市太白区あすと長町１丁目２－１　長町メ
ディカルプラザ３階

022(797)5164
リハビリテーション科、神経内科、整形
外科、内科

令和3年9月1日 仙台クローバ薬局 仙台市太白区八木山南２－１－２８－２ 022(307)5581 薬局

平成21年3月5日 仙台けやきクリニック 仙台市青葉区栗生６丁目７番地の２ 022(302)8401 循環器内科

昭和43年7月25日 財団法人厚生会 仙台厚生病院 仙台市青葉区広瀬町４－１２ 022(222)6181 総合病院

平成24年5月11日 仙台在宅支援診療所 仙台市若林区蒲町３０番３号 022(355)2533 内科、泌尿器科、皮膚科

昭和44年6月12日 仙台社会保険病院 仙台市青葉区堤町３－１６－１ 022(275)3111 総合病院



　　　　　　　　　　　　　　　　被爆者一般疾病医療機関一覧【宮城県】

指定年月日 医　　　療　　　機　　　関　　　名 所　　　　　在　　　　　地 電話番号 診　　療　　科　　目

昭和63年8月31日 仙台市立病院 仙台市太白区あすと長町１－１－１ 022-308-7111

平成14年4月15日 仙台すこやかクリニック 仙台市青葉区八幡2丁目4番13号 022(219)0052 内科

平成30年1月1日 仙台頭痛脳神経クリニック 仙台市太白区大野田五丁目３８番地の２ 022-226-7525 脳神経外科，神経内科

平成14年2月5日 医療法人社団白嶺会 仙台整形外科病院 仙台市若林区伊在字東通24番地 022(288)8900
整形外科、麻酔科、
リハビリテーション科

平成18年9月5日 仙台星陵クリニック 仙台市青葉区木町通２丁目４番４５号 022(273)3533 内科、放射線科

平成6年9月6日 綜合病院仙台赤十字病院 仙台市太白区八木山本町２－４３－３ 022(243)1111

平成23年8月19日 仙台総合放射線クリニック 仙台市泉区上谷刈字向原２１番地４ 022(375)1231 放射線科

平成14年9月19日 仙台大腸・肛門クリニック
仙台市泉区泉中央三丁目２９－７　ウィング２
１・１Ｆ

022(772)2777 肛門科

平成21年10月27日 仙台中央歯科医院 仙台市宮城野区榴岡１－７－１５ 022(293)1153 歯科

平成14年4月8日 仙台調剤 台原店 仙台市青葉区台原１－１０－１１ 022(727)1466

平成18年7月10日 仙台調剤　西多賀店 仙台市太白区上野山１丁目８－３３ 022(307)4005 調剤薬局

令和2年5月1日 仙台調剤薬局　吉成店 仙台市青葉区吉成台一丁目１番２０号 022-341-9611 調剤薬局

平成26年7月8日 仙台調剤薬局　あすと長町店 仙台市太白区あすと長町一丁目３番１号　１階 022(302)5661

平成25年11月21日 仙台調剤薬局　宮城野店 仙台市宮城野区萩野町４－１－５９ 022(766)8305

令和1年5月1日 仙台長命ヶ丘クリニック 仙台市泉区長命ヶ丘２－２１－１ 022-725-4801 眼科

平成15年10月10日 社会医療法人康陽会仙台東部訪問看護ステーション 仙台市宮城野区東仙台5-1-26　ＭＳビル４Ｆ 022(296)2055 訪問看護ステーション

平成13年5月12日 医療法人徳州会 仙台徳州会病院 仙台市泉区七北田字駕籠沢１５ 022(372)1110 総合

平成27年8月26日 仙台富沢病院 仙台市太白区富沢字寺城11-4 022(307)3375 精神科・老年精神科・内科

平成15年11月20日 仙台中江病院 仙台市青葉区中江一丁目10番18号 022(263)3031 綜合病院

昭和59年12月1日 仙台錦町診療所 仙台市青葉区上杉3丁目2-28　ｱｸｽ上杉ﾋﾞﾙ301号室 022(222)7997

平成23年10月31日 医療法人松田会　仙台脳外科クリニック泉中央 仙台市泉区泉中央１丁目３９番２ 022(343)0655
脳神経外科、内科、リハビリテーション
科

平成9年3月21日 仙台東脳神経外科病院 仙台市宮城野区岩切１－１２－１ 022(255)7117

平成21年5月22日 仙台ペインクリニック 仙台市宮城野区新田東三丁目１４－１ 022(236)1310 麻酔科、整形外科、内科

平成23年11月14日 仙台北部整形外科 仙台市泉区大沢２丁目１３－４ 022(776)1888
整形外科、内科、リウマチ科、リハビリ
テーション科

平成29年9月26日 仙台北部整形外科 仙台市泉区大沢２丁目13-4 022-776-1888
整形外科，内科，リウマチ科，リハビリ
テーション科

平成17年7月15日 仙台柳生クリニック 仙台市太白区柳生七丁目１６番地の１ 022(241)6651 泌尿器科、内科、皮膚科

平成12年5月31日 仙台ロイヤルケアセンター 仙台市青葉区みやぎ台１丁目３１－１  022-394-7651 介護老人保健施設

平成12年5月31日 仙台ロイヤルケアセンター 訪問看護ステーション 仙台市青葉区みやぎ台１丁目３１－１ 022(394)7755 訪問看護ステーション

平成24年11月14日 仙台ロイヤルケアセンター訪問看護ステーション 仙台市青葉区みやぎ台一丁目３１番１号 022-394-7755



　　　　　　　　　　　　　　　　被爆者一般疾病医療機関一覧【宮城県】

指定年月日 医　　　療　　　機　　　関　　　名 所　　　　　在　　　　　地 電話番号 診　　療　　科　　目

平成21年5月22日 医療法人社団 セントラル第一歯科クリニック
仙台市青葉区中央三丁目４－７　南町通センター
ビル１階

022(266)4550 歯科

平成12年4月1日 老人保健施設 ソアーズ 仙台市太白区西中田２丁目１１－１７ 022-242-1171 介護老人保健施設

平成21年9月1日 そうごう薬局南仙台店 仙台市太白区柳生７－２－１３ 022(306)3541

平成22年2月26日 そよ風薬局 仙台市宮城野区高砂１丁目２４－１ 022(786)8848

平成4年11月1日 台原高柳病院 仙台市青葉区台原６－３－３３ 022(273)2525

令和2年7月1日 台原ヘルスマート薬局 仙台市青葉区台原４丁目３－１ 022(344)7209 調剤薬局

令和2年10月12日 だいのはら薬局 仙台市青葉区台原二丁目１０－２－２０２ 022-346-7031 薬局

昭和63年4月14日 高木外科胃腸科医院 仙台市泉区南中山２－２７－１ 022(379)3811

平成15年12月22日 たかく眼科医院 仙台市青葉区吉成三丁目１－２３　C棟２D 022(303)1125 眼科

平成6年10月1日 高砂訪問看護ステーション 仙台市宮城野区高砂１－２４－９ 022(259)3102 訪問看護ステーション

平成11年5月17日 タカジン眼科 仙台市宮城野区二の森１２番５０号 022(295)7121 眼科

平成19年10月24日 医療法人社団曽木会　高野原 曽木医院 仙台市青葉区高野原４丁目１０－１４ 022(391)3311 内科、外科

平成11年10月13日 医療法人 高橋眼科小児科医院 仙台市宮城野区原町三丁目７番１７号 022(257)1728 眼科･小児科

令和2年9月9日 高橋歯科 仙台市泉区将監１０丁目６－１ 022-773-6686 歯科

平成21年1月8日 大和町たかはし整形外科クリニック 仙台市若林区大和町１丁目４番１３号 022(239)2777 整形外科、リハビリテーション科

平成28年4月1日 たかはし内科 仙台市宮城野区東仙台2-5-3 022-257-3227 内科・小児科・胃腸科

平成10年5月26日 医療法人社団 高橋内科クリニック 仙台市泉区将監２－１２－２ 022(373)2266

平成15年5月26日 高見沢歯科 仙台市宮城野区鶴ヶ谷七丁目31の1 022(251)8011 歯科

平成26年8月1日 高森歯科クリニック 仙台市泉区高森８－１－１ 022(378)9575 歯科

平成22年10月1日 たかもり整形外科 仙台市泉区野村字筒岫屋敷１８－１ 022(342)5623 整形外科

平成17年8月26日 たかもり調剤薬局 仙台市泉区高森１丁目１番３５１ 022(342)7034

平成25年2月1日 たから薬局 仙台市青葉区栗生７－９－２ 022(352)5567

平成2年1月26日 滝田内科医院 仙台市青葉区木町４－８ 022(271)6850

平成18年9月25日 タクシゲ歯科医院 仙台市泉区虹の丘３丁目１１－８ 022(373)5695 歯科

平成22年2月22日 たけだ耳鼻咽喉科アレルギー科クリニック
仙台市太白区長町南１丁目１番－８　Ｋ'ｓビル長
町南３Ｆ

022(746)8733 耳鼻咽喉科、アレルギー科

平成2年4月26日 耳鼻咽喉科小児科竹中医院 仙台市青葉区木町通１－７－９ 022(225)2265

平成16年5月28日 武山耳鼻咽喉科医院 仙台市青葉区花京院２丁目２－１１ 022(227)3221 耳鼻咽喉科、アレルギー科

平成8年7月8日 只木皮膚泌尿器科医院 仙台市若林区一本杉町２０－１９ 022(231)6665

平成11年12月7日 ダック調剤薬局高森店 仙台市泉区高森４丁目２番６１８号 022(378)1141



　　　　　　　　　　　　　　　　被爆者一般疾病医療機関一覧【宮城県】

指定年月日 医　　　療　　　機　　　関　　　名 所　　　　　在　　　　　地 電話番号 診　　療　　科　　目

令和3年6月2日 舘下診療所 仙台太白区長町５－２－１６ 022-748-0173 精神科・神経科・内科

平成8年11月26日 田中眼科クリニック 仙台市青葉区中央３－８－３１ 022(261)8337

平成19年1月26日 棚橋よしかつ十泌尿器科 仙台市青葉区国分町２丁目２－１１ ｵﾊﾟｰﾙﾋﾞﾙ３Ｆ 022(722)0028 泌尿器科

平成13年12月25日 谷田皮膚科医院 仙台市青葉区国分町3丁目４番12号 022(223)7666 皮膚科、形成外科

平成11年8月9日 財団法人周行会 タワービル内科クリニック 仙台市青葉区一番町四丁目６番１号 022(264)3081 内科

平成28年4月1日 たんぽぽクリニック 仙台市泉区泉中央南14番地 022-772-2181

平成28年4月1日 ちかまりか皮ふ科クリニック
仙台市宮城野区出花1-246-1　プランドール・ア
ヴァンス103

022-794-8861 皮膚科

平成11年11月30日 千田眼科 仙台市青葉区木町通１丁目６－３２－２０３ 022(723)5026 眼科

平成6年9月1日 千葉内科クリニック 仙台市宮城野区栄２－２５－７ 022(258)8776

昭和63年3月14日 医療法人宏人会 中央クリニック 仙台市宮城野区榴岡２－１－６ 022(297)6211

平成15年8月8日 トミザワ薬局郡山店 仙台市太白区郡山三丁目22-4 022(248)8061

平成17年4月1日 調剤薬局ツルハドラッグ 明石南店 仙台市泉区明石南三丁目４－４ 022(772)3005

平成17年8月1日 調剤薬局ツルハドラッグ 将監店 仙台市泉区将監殿２丁目１番２号 022(771)6032

平成15年8月8日 調剤薬局とみざわてん 仙台市太白区泉崎一丁目32番15号 022(245)1617

平成30年9月3日 調剤薬局ツルハドラッグあすと長町店 仙台市太白区あすと長町四丁目３番５号 022-746-8488 調剤薬局

令和2年7月1日 調剤薬局ツルハドラッグ仙台泉中央３丁目店 仙台市泉区泉中央３－２－７ 022(341)0654 薬局

平成24年4月1日 調剤薬局ツルハドラッグ仙台泉中央店 仙台市泉区泉中央３丁目３７－７ 022(771)4771

平成27年2月27日 調剤薬局ツルハドラッグ仙台五橋店 仙台市若林区五橋３丁目２－１　１階 022(212)3268

平成29年4月1日 調剤薬局ツルハドラッグ仙台鶴ヶ谷店 仙台市宮城野区鶴ケ谷2丁目8-12 022-388-4268 調剤薬局

令和3年9月1日 調剤薬局ツルハドラッグ仙台通町店 仙台市青葉区通町１丁目４番３４号 022-725-4267 薬局

平成31年3月22日 調剤薬局ツルハドラッグ仙台長町店 仙台市太白区長町南２丁目６－１０ 022-304-2068 調剤薬局

平成27年7月1日 調剤薬局ツルハドラッグ仙台長町4丁目店 仙台市太白区長町4丁目7-18 022(304)1077

平成26年10月31日 調剤薬局ツルハドラッグ仙台二の森店 仙台市宮城野区二の森１－１３ 022(301)7268

平成28年4月1日 調剤薬局ツルハドラッグ仙台山田店 仙台市太白区山田上ノ台町14-16 022-307-3268

平成30年9月20日 調剤薬局ツルハドラッグ中田店 仙台市太白区中田町字法地北１９－９ 022-306-3580 調剤薬局

令和3年6月1日 調剤薬局ツルハドラッグ長町南店 仙台市太白区長町南４丁目１３－２ 022-393-9275 薬局

令和3年3月18日 調剤薬局ツルハドラッグ南光台４丁目店 仙台市泉区南光台四丁目１番２８号 022-342-8525 薬局

令和2年11月2日 調剤薬局ツルハドラッグ二十人町店 仙台市宮城野区二十人町３０９番８ 022-794-9271 薬局

令和1年10月18日 調剤薬局ツルハドラッグ南吉成店 仙台市青葉区南吉成３丁目１－２３ 022-303-5045 調剤薬局
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平成25年3月1日 調剤薬局ファイブエフ
仙台市泉区泉中央１丁目１２番地の２泉パーク
ビル５階

022(375)1239

令和3年1月15日 長命あべ歯科 仙台市泉区長命ヶ丘２－３－１７ 022-378-4575 歯科

平成24年4月4日 長命ヶ丘針生・舟田クリニック 仙台市泉区長命ヶ丘２丁目１７番２号 022(378)6021 内科、外科、麻酔科

平成16年11月1日 長命調剤薬局 仙台市泉区長命ヶ丘２丁目１６番 022(777)9120

令和2年10月1日 ツクイ仙台訪問看護ステーション 仙台市太白区泉崎１－２９－７ 022-307-0072 訪問看護ステーション

平成23年4月1日 つくし薬局北仙台店 仙台市青葉区昭和町３－２３ 022(344)6100

平成19年6月1日 つくし薬局福室店 仙台市宮城野区福室５丁目１０－５ 022(387)3361

平成21年3月13日 榴岡わたなべクリニック 仙台市宮城野区榴岡３－１１－１８ 022(298)6201
乳腺外科、肛門外科、外科、内科、呼吸
器内科

平成31年3月1日 つばさ薬局泉店 仙台市泉区長命ヶ丘二丁目２－１９ 022-772-1571 調剤薬局

平成31年3月1日 つばさ薬局上杉店
仙台市青葉区上杉三丁目２－２８アクス上杉ビ
ル１階

022-212-1126 調剤薬局

平成31年3月1日 つばさ薬局長町店 仙台市太白区長町４丁目３－２６ 022-308-5711 調剤薬局

平成31年3月1日 つばさ薬局若林店 仙台市若林区六郷４－５８ 022-289-8777 調剤薬局

平成9年9月1日 つるが丘調剤薬局 仙台市泉区鶴が丘１－３８－１ 022(773)2386

平成18年11月1日 調剤薬局ツルハドラッグ 一番町店 仙台市青葉区一番町４丁目９－１７ 022(716)1740 調剤薬局

平成18年8月7日 調剤薬局ツルハドラッグ 小鶴新田店 仙台市宮城野区新田東３丁目１－５ 022(788)2335 調剤薬局

平成21年5月1日 調剤薬局ツルハドラッグ仙台愛子店 仙台市青葉区愛子東１丁目４－３４ 022(302)8720

平成18年12月1日 調剤薬局ツルハドラッグ 南光台店 仙台市泉区南光台南３丁目２０－６ 022(253)9133 調剤薬局

平成27年1月26日 つるみ薬局古城店 仙台市若林区古城３丁目６－１０ 022(725)7257

平成31年1月15日 ティアレ調剤薬局
仙台市青葉区柏木一丁目７－２８　柏木メディ
カルビル１０１

022-341-3116 調剤薬局

平成24年6月1日 てっぽう町かず内科 仙台市宮城野区鉄砲町東3番地の16 022(355)4183 内科、老年内科、呼吸器内科、女性内科

平成11年10月1日 医療法人松田会 寺岡クリニック 仙台市泉区寺岡五丁目８の２ 022(378)0811
内科、外科、整形外科、消化器内科、小
児科、皮膚科、肛門科

平成24年4月20日 寺岡調剤薬局 仙台市泉区寺岡１ー２５－７ 022(377)8755

平成30年4月1日 照井在宅緩和クリニック 仙台市宮城野区岩切字羽黒前４２番地の３ 022-781-8024 緩和ケア内科・精神科

平成13年1月29日 東照宮駅前皮ふ科クリニック 仙台市青葉区宮町５丁目７－２０ 022(273)3303 皮膚科

平成28年4月1日 東北医科薬科大学　若林病院 仙台市若林区大和町二丁目29番1号 022-236-5911

内科・腎臓内科・糖尿病内科・神経内
科・呼吸器内科・循環器内科・消化器内
科・血液内科・リウマチ内科・外科・乳
腺外科・整形外科・皮膚科・泌尿器科・
産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・リハビリ
テーション科・放射線科・麻酔科・歯
科・歯科口腔外科

平成6年8月10日 国家公務員等共済組合連合会　東北公済病院 仙台市青葉区国分町２－３－１１ 022(227)2211

平成16年4月7日
国家公務員等共済組合連合会 東北公済病院宮城野分
院

仙台市宮城野区東仙台４丁目１６番１号 022(293)7711
内科，神経内科，呼吸器科，消化器科，
麻酔科，外科，整形外科，眼科，放射線
科，ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

昭和36年7月26日 東北大学病院 仙台市青葉区星陵町１－１ 022(274)1111 総合病院
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令和2年2月4日 東北大学病院バス停前オレンジ薬局 仙台市青葉区支倉町４−３１　田沼ビル１階 022-796-6317 調剤薬局

平成25年4月1日 東北薬科大学病院 仙台市宮城野区福室一丁目１２番１号 022(259)1221

内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器
内科、神経内科、糖尿病内科、皮膚科、
リウマチ科、精神科、外科、呼吸器外
科、心臓血管外科、泌尿器科、整形外
科、眼科、耳鼻咽喉科、産婦人科、リハ
ビリテーション科、放射線科、麻酔科、
腫瘍内科、歯科

平成11年9月13日 独立行政法人労働者健康福祉機構 東北労災病院 仙台市青葉区台原４丁目３番２１号 022(275)1111 総合病院

平成22年3月18日 徳永眼科医院 仙台市太白区西多賀一丁目１２－４５ 022(244)7535 眼科

令和1年5月1日 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター 仙台市宮城野区宮城野二丁目１１番１２号 022-293-1111 総合病院

平成30年11月21日 とことこ薬局　河原町店
仙台市若林区河原町１丁目５－１５ツインタ
ワー広瀬川・春圃１０３号室

022-226-8595 調剤薬局

令和2年1月9日 とことこ薬局　錦町店 仙台市青葉区錦町２－１－３－１０１ 022-711-0252 薬局

平成24年8月25日 とざわクリニック 仙台市宮城野区東仙台４－７－１ 022(298)6770 内科、皮膚科

平成14年5月1日 土橋内科医院 仙台市青葉区八幡二丁目１１－８ 022(272)9220 内科

平成19年1月10日 飛田歯科医院 仙台市青葉区北山３丁目１番１５号 022(273)0103 歯科

平成19年4月5日 とみざわみなみ眼科クリニック 仙台市太白区富沢南２丁目１７－１５ 022(304)3760 眼科

平成11年5月26日 トミザワ薬局栗生店
仙台市青葉区栗生５丁目８－１０　ロワールＴＮ
１Ｆ

022(391)1202

平成15年8月8日 トミザワ薬局人来田店 仙台市太白区旗立二丁目4-12 022(244)5002

平成15年2月6日 トミザワ薬局松森店 仙台市泉区松森字館６０番 022(773)9567

平成30年10月1日 トミザワ薬局愛子店 仙台市青葉区下愛子字観音堂１－１ 022-398-3885 調剤薬局

平成19年10月2日 トミザワ薬局泉店 仙台市泉区泉中央１丁目38-18 022(772)8778

平成18年12月8日 トミザワ薬局 蒲生店 仙台市宮城野区中野５丁目１－２ 022(388)8119 調剤薬局

令和2年4月1日 トミザワ薬局小鶴新田店 仙台市宮城野区新田東１丁目９－３ 022(782)1060 調剤薬局

平成19年1月22日 トミザワ薬局 新田東店 仙台市宮城野区新田東２－１０－５ ＳＨﾋﾞﾙ１Ｆ 022(782)3332 調剤薬局

平成21年8月18日 トミザワ薬局中田店 仙台市太白区中田５－７－１７ 022(306)4655

平成29年4月10日 トミザワ薬局長町店 仙台市太白区長町2丁目9-28 022-738-7355 調剤薬局

平成22年8月2日 トミザワ薬局茂庭店 仙台市太白区茂庭字梨野東３－３ 022(281)1355

平成12年4月1日 老人保健施設 トラスト 仙台市青葉区上杉２丁目３－１７ 022(221)5567 介護老人保健施設

令和1年6月1日 トラスト調剤薬局 仙台市泉区将監2丁目11-2-1 022(375)1443 薬局

平成22年12月13日 トレフル薬局 仙台市宮城野区岩切分台１－２－１７ 022(396)6880

平成31年1月4日 とんぼ薬局 仙台市青葉区台原５丁目１－２４ 022-727-6301 調剤薬局

平成27年12月1日 ないとうクリニック 仙台市太白区茂庭台三丁目３０番３０ 022-281-5490 内科・小児科・リハビリテーション科

平成24年5月23日 中江グリーン調剤薬局 仙台市青葉区中江１－７－３ 022(225)3948
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平成15年9月4日 医療法人社団柏桐会  長岡外科 仙台市青葉区上杉二丁目4番33号 022(262)2881
外科、整形外科、皮膚科、泌尿器科、肛
門科

平成17年10月31日 医療法人社団柏桐会 長岡外科 仙台市青葉区上杉二丁目４番３３号 022(262)2881
外科、整形外科、皮膚科、
泌尿器科、肛門科

平成14年4月12日 中川耳鼻咽喉科医院
仙台市若林区土樋２３６番地 マンションファラオ
３階

022(262)2250 耳鼻咽喉科

平成24年11月1日 中川薬局岩切店 仙台市宮城野区岩切一丁目１番４０号 022(396)2160

平成19年9月17日 中島丁，馬渕歯科・矯正歯科 仙台市青葉区八幡1-10-15 022(222)6488 歯科

平成16年1月26日 中嶋病院 仙台市宮城野区大梶15番27号 022(291)5191
内科、外科、小児科、整形外科、胃腸
科、こう門科、循環器科、リハビリテー
ション科、心療内科、麻酔科

平成14年1月24日 中條整形外科医院 仙台市宮城野区二十人町6番地 022(291)5372
整形外科、リウマチ科、
リハビリテーション科

平成17年1月20日 医療法人社団  長野内科胃腸科 仙台市青葉区通町二丁目１７番１９号 022(272)6677 内科

平成10年3月1日 医療法人中目医院中目眼科 仙台市太白区柳生４－１０－１１ 022(306)6772

平成8年8月26日 中林耳鼻咽喉科医院 仙台市宮城野区鶴ヶ谷７－３１－６ 022(251)1761

平成21年3月5日 中林耳鼻咽喉科医院 仙台市宮城野区鶴ケ谷７－３１－６ 022(251)1761 耳鼻咽喉科

平成24年8月1日 長町オレンジ薬局 仙台市太白区長町５丁目９－７ 022(395)4750

平成27年3月6日 長町のりこ歯科
仙台市太白区あすと長町１－３－１　SHIP仙台
ビル２F

022(797)8217 歯科、歯科口腔外科、小児歯科

昭和42年8月23日 公益財団法人宮城厚生協会長町病院 仙台市太白区長町３丁目7番２６号 022(746)5161 総合病院

平成4年10月1日 （公財）宮城厚生協会長町病院附属歯科クリニック 仙台市太白区長町３－６－２４ 022(308)2283 歯科

平成6年4月16日 長町南歯科医院 仙台市太白区長町南３丁目１－１ 022(249)6939 歯科

令和1年6月1日 ながまち薬局 仙台市太白区長町5丁目9-13-1F 022-226-7063 薬局

平成17年11月7日 なかむら脳神経クリニック
仙台市宮城野区原町苦竹字館前１２
新田東メディカルビル１階

022(232)0770
脳神経外科、神経内科、
リハビリテーション科

令和2年7月1日 中山ヘルスマート薬局 仙台市青葉区中山８丁目１－７ 022(341)5531 調剤薬局

令和4年1月1日 なないろの里クリニック
仙台市若林区なないろの里１丁目１９番４号
メデルなないろの里１階

022-352-7022 内科・外科・小児科

平成28年7月1日 七北田クリニック 仙台市泉区市名坂字東裏４０－２ 022-739-7781 内科・循環器内科・呼吸器内科

令和1年7月1日 ななほし薬局＋ 仙台市青葉区八幡2丁目1-17 022-344-8612 薬局

令和1年10月1日 なの花薬局　青葉中央店 仙台市青葉区中央四丁目４－８ 022(716)7314 調剤薬局

令和1年10月1日 なの花薬局　エスパル仙台店
仙台市青葉区中央一丁目１－１　エスパル仙台
東館4階

022-290-9155 調剤薬局

令和1年10月1日 なの花薬局　南吉成店 仙台市青葉区南吉成三丁目１－２３ 022(303)3051 調剤薬局

平成12年10月23日 南條クリニック 仙台市青葉区台原５丁目５－５ 022(301)3711 内科、胃腸科、小児科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

平成26年1月24日 錦ヶ丘オレンジ薬局 仙台市青葉区錦ヶ丘７－２０－１１ 022(796)4388

平成27年7月1日 錦ヶ丘ヒルズクリニック 仙台市青葉区錦ヶ丘7丁目20-2 022(797)2492
内科,小児科,外科,胃腸内科,皮膚科,乳
腺・内分泌外科,肛門外科

平成25年4月1日 西公園クリニック 仙台市青葉区大町２－１５－２４亀兵ビル１階 022(748)7787 整形外科、内科、リハビリテーション科
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平成20年5月28日 医療法人財団明理会　西仙台病院 仙台市青葉区芋沢字新田５４番地の４ 022(394)5721 内科、精神科

令和3年7月1日 西多賀眼科医院 仙台市太白区西多賀四丁目７－３０ 022-244-7160 眼科

平成14年4月3日 西多賀歯科クリニック 仙台市太白区西多賀1丁目22-13 022(243)6871 歯科

平成21年1月9日 西多賀耳鼻咽喉科クリニック 仙台市太白区西多賀四丁目１０番７号 022(307)3387 耳鼻咽喉科、アレルギー科

昭和61年10月1日 独立行政法人国立病院機構 西多賀病院 仙台市太白区鈎取本町２－１１－１１ 022(245)2111

平成12年5月31日 西中田訪問看護ステーション 仙台市太白区西中田５丁目１２－１２ 022(241)6124 訪問看護ステーション

平成11年12月27日 医療法人社団 虹の丘小児科内科クリニック 仙台市泉区虹の丘１丁目１１番１６号 022(373)9088

平成27年3月31日 ニック泉大沢薬局 仙台市泉区大沢３丁目５－１ 022(347)4661

平成14年12月2日 日本調剤 五橋薬局 仙台市若林区清水小路１－１１ 022(716)1280

令和1年10月1日 日本調剤　萩野町薬局 仙台市宮城野区萩野町３丁目１４－１ 022-762-6841 薬局

令和3年5月1日 日本調剤　紫山薬局 仙台市泉区紫山１－１－４ 022(725)6402 調剤薬局

平成14年4月1日 日本調剤 台原薬局 仙台市青葉区台原1丁目10-13 022(727)1866

平成14年4月1日 日本調剤 高砂薬局 仙台市宮城野区高砂2-6-19 022(387)1333

平成26年10月23日 日本調剤　あすと長町薬局 仙台市太白区八本松一丁目３－２８ 022(304)3571

平成23年7月1日 日本調剤木町通薬局 仙台市青葉区木町通１丁目８番１８号 022(217)6672

平成20年2月1日 日本調剤東北大前薬局 仙台市青葉区木町通１丁目８番１８号 022(722)1822

平成20年12月15日 日本調剤東北大前薬局 仙台市青葉区木町通１－８－２１ 022(722)1822

平成26年10月23日 日本調剤　長町一丁目薬局 仙台市太白区長町一丁目２－４１ 022(304)2801

平成27年6月1日 日本調剤　宮城野原薬局 仙台市宮城野区宮城野２丁目９－１ 022(292)6850

平成29年7月1日 日本訪問看護師養成協会訪問看護ステーション 仙台市青葉区小田原四丁目２番50号2 022-264-1202 訪問看護ステーション

令和2年10月1日 根白石薬局 仙台市泉区根白石字町西上２４ 022-379-3045 調剤薬局

平成23年10月31日 有限会社ハーブ調剤薬局 仙台市青葉区落合一丁目１３番２７号 022(391)1008

平成24年6月5日 ハーベスト薬局 仙台市若林区上飯田４－１－１ 022(355)5201

平成28年9月15日 ハイジア訪問看護リハビリステーション
仙台市若林区遠見塚2丁目6-5　ミリリアントシ
ルフ101

022-794-7540 訪問看護・介護予防訪問看護

平成16年3月10日 はぎ歯科クリニック 仙台市泉区将監九丁目12-10 022(773)9022 歯科

平成12年4月1日 老人保健施設 はくれい 仙台市若林区今泉字鹿子穴６２ 022(289)6363 介護老人保健施設

平成15年1月17日 医療法人社団　長谷川眼科医院 仙台市太白区長町一丁目５番６号　アイビル２階 022(247)5562 眼科

平成13年7月19日 長谷歯科クリニック 仙台市宮城野区枡江10番23号 022(291)6480 歯科

平成20年1月8日 はせべクリニック 仙台市若林区新寺４丁目９－５－１０１ 022(792)3170 内科
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平成11年2月5日 医療法人社団董仙会 八幡整形外科 仙台市青葉区柏木二丁目３番２３号 022(271)3371

平成19年9月14日 八幡皮膚科クリニック 仙台市青葉区八幡１丁目３の１１ 022(223)3338 皮膚科

平成27年3月1日 八幡町薬局 仙台市青葉区八幡２丁目１９－１６　１階 022(275)6681 調剤薬局

令和1年9月24日 はづき訪問看護ステーション
仙台市青葉区八幡４－１７－１７　桜井邸事務
所

022-301-6860 訪問看護ステーション

平成16年10月5日 医療法人社団公愛会 羽ニ生クリニック 仙台市青葉区柏木二丁目２－１４ 022(273)1182 内科、小児科

平成30年12月4日 はらのまち調剤薬局 仙台市宮城野区原町二丁目１－６９　１階 022-352-0901 調剤薬局

平成27年1月20日 原町オレンジ薬局 仙台市宮城野区原町１丁目３－５０　１階 022(355)9885

平成16年8月10日 針生眼科医院
仙台市泉区南光台四丁目１１番３１号 エムズビル
１Ｆ

022(234)7578 眼科

令和2年2月1日 春樹記念眼科診療所 仙台市青葉区中央２－８－３２ 022-227-1360 眼科

平成28年6月1日 パルク調剤薬局 仙台市宮城野区宮城野2丁目10-56 022-791-7270

平成16年7月1日 春山内科小児科医院 仙台市泉区松陵四丁目２番地の５ 022(375)8023 内科、小児科、循環器科、消化器科

平成22年5月28日 はんざわ内科胃腸科 仙台市若林区南石切町１４番地の１０ 022(726)5381 内科、胃腸科

平成19年6月7日 晩翠通クリニック 仙台市青葉区立町１番２３号 022(723)8880 形成外科、皮膚科

平成24年9月1日 東あおば整形外科 仙台市宮城野区新田東１丁目９－１ 022(783)1505 整形外科、リハビリテーション科

令和2年4月1日 東勝山調剤薬局 仙台市青葉区東勝山３丁目４－７ 022-341-5471 薬局

平成27年5月22日 東勝山なかざわ内科・アレルギー科 仙台市青葉区東勝山３丁目１４－１１ 022(728)8181 内科

平成20年5月9日 東口駅前調剤薬局 仙台市宮城野区榴岡２丁目１番１２号 022(352)8381

平成20年6月5日 東口駅前調剤薬局 仙台市宮城野区榴岡２丁目１番１２号－２Ｆ 022(352)8381

平成23年11月22日 東仙台クリニック 仙台市宮城野区東仙台1－７－１ 022(792)8661 内科・小児科

平成24年9月3日 東仙台さとう整形外科 仙台市宮城野区燕沢二丁目１１－１ 022(781)7022
整形外科、リハビリテーション科、リウ
マチ科

平成9年8月7日 一般財団法人光ヶ丘スペルマン病院 仙台市宮城野区東仙台６－７－１ 022(257)0231
内科、リウマチ科、小児科、産婦人科、
緩和ケア

平成15年10月1日 ひかり薬局泉中央 仙台市泉区泉中央4-20-7 022(375)3434

平成14年5月1日 ひかり薬局一本杉 仙台市若林区一本杉町１８－１５ 022(235)1022

平成9年4月16日 ひかり薬局北四番丁 仙台市青葉区上杉２－３－３１９ 022(711)8833

平成14年4月1日 ひかり薬局台原 仙台市青葉区台原1丁目10-11 022(233)3722

平成7年3月1日 ひかり薬局榴ヶ岡 仙台市宮城野区二十人町３１０－９ 022(297)3796 薬局

平成11年4月9日 ひかり薬局長町南 仙台市太白区長町南４丁目１２番１３号 022(246)6221

平成18年4月1日 ひかり薬局八幡 仙台市青葉区八幡３－４－１４江刺コーポ１０１ 022(221)3094

平成14年11月1日 ひかり薬局東仙台 仙台市宮城野区東仙台六丁目６－２ 022(791)7630
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平成7年3月1日 ひかり薬局六丁の目 仙台市若林区六丁の目８－１０ 022(288)9933 薬局

平成29年10月1日 ひかり薬局荒井西 仙台市若林区なないろの里一丁目15番地の12 022-294-4170 調剤薬局

平成13年6月1日 ひかり薬局小田原 仙台市宮城野区小田原二丁目２－４４ 022(298)9722

平成31年1月1日 ひかり薬局春日町
仙台市青葉区春日町１０番２８号スペリオーレ
ＰＩステージⅧ　１Ｆ

022-265-3551 調剤薬局

平成7年3月1日 ひかり薬局上飯田 仙台市若林区上飯田４－９－１６－１０１ 022(289)5595 薬局

平成7年3月1日 ひかり薬局冠 仙台市泉区上谷刈２丁目４番２０号 022(372)1221 薬局

平成20年8月1日 ひかり薬局国見 仙台市青葉区国見１丁目１６－１０ 022(276)9231

平成6年1月20日 ひかり薬局大学病院前調剤ｾﾝﾀｰ 仙台市青葉区支倉町４－３４ 022(276)6311 薬局

平成14年7月1日 ひかり薬局高松 仙台市青葉区高松二丁目１１－７６ 022(234)6116

平成27年7月1日 ひかり薬局富沢南 仙台市太白区富沢南一丁目10-4 022(399)6041

令和2年4月1日 ひかり薬局中田 仙台市太白区東中田一丁目１８－２９ 022-395-6100 薬局

平成22年12月1日 ひかり薬局長町駅東 仙台市太白区あすと長町四丁目２番１０号 022(748)1833

平成7年3月1日 ひかり薬局西多賀 仙台市太白区西多賀４－６－７ 022(245)7670 薬局

平成23年4月1日 ひかり薬局広瀬通り 仙台市青葉区国分町２－３－２ 022(216)6416

平成14年4月1日 ひかり薬局福室 仙台市宮城野区高砂2丁目6-21 022(259)1131

平成7年3月1日 ひかり薬局宮城野 仙台市宮城野区宮城野１－２３－２５ 022(256)0021 薬局

平成19年6月1日 ひかり薬局宮町 仙台市青葉区宮町５－７－２０ 022(275)7692

平成13年9月3日 ひかり薬局八木山 仙台市太白区八木山南二丁目１－１ 022(307)5307

平成21年4月1日 ピコス薬局上杉店 仙台市青葉区上杉１丁目７－２９ 022(264)9611

平成24年5月19日 ひご整形外科クリニック 仙台市太白区長町１－９－１０ 022(308)3777
整形外科、リハビリテーション科、リウ
マチ科

令和2年6月8日 ひだまりデンタルクリニック 仙台市宮城野区岩切字三所南１０７－１ 022(255)7575 歯科

平成16年6月9日 ひまわり歯科医院 仙台市若林区白萩町２８－２２－１Ｆ 022(231)8518 歯科

平成23年5月11日 ひらつか歯科医院 仙台市青葉区愛子東６－８－１０ 022(392)5551 歯科

平成23年1月11日 ひろせ中央クリニック 仙台市青葉区落合二丁目４番１２号 022(391)0755 内科、小児科、皮膚科、外科、リハ

平成28年6月15日 ひろせ内科 仙台市青葉区愛子東1-8-8 022-797-0100 内科・神経内科

昭和59年9月1日 医療法人繁義祥会 広瀬病院 仙台市青葉区郷六字大森４－２ 022(226)2661

平成12年5月31日 広瀬病院 仙台市青葉区郷六字大森４－２ 022(226)2661
内科、消化器科、循環器科、呼吸器科、
気道食道科、放射線科、小児科

平成28年6月29日 広瀬薬局 仙台市青葉区愛子東二丁目3番67号 022-302-8227

平成31年3月1日 ファーコス薬局　はちまん 仙台市青葉区八幡二丁目１０－１４ 022-234-6267 調剤薬局
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平成31年3月1日 ファーコス薬局　広瀬通り 仙台市青葉区本町二丁目１１－２３　太田ビル 022-227-4944 調剤薬局

平成28年7月1日 ファーコス薬局　ハーブ 仙台市太白区中田町字前沖163-11 022-306-3644

平成15年12月19日 ファイン調剤薬局 仙台市青葉区中山８－１－７ 022(303)6020

平成15年3月7日 フェンネル薬局 仙台市太白区長町7丁目19-26 022(748)1222

平成24年5月23日 ファーマライズ薬局　榴ヶ岡店
仙台市宮城野区鉄砲町220番地12の1ブロック3,4,5
リジュール榴岡公園１階

022(292)4116

平成15年3月12日 フォレスト薬局 仙台本店 仙台市青葉区広瀬町４－８－１Ｆ 022(723)1777

平成19年10月24日 医療法人社団三史会　福田内科クリニック 仙台市泉区泉中央一丁目17番地の１ 022(374)7550 内科、消化器科、呼吸器科

平成29年7月1日 福室オレンジ薬局 仙台市宮城野区福室４－１８－１９ 022-355-9096 調剤薬局

平成23年2月18日 藤沢医院 仙台市青葉区宮町３－５－２５ 022(227)3992 肛門科，外科

昭和63年8月25日 藤田歯科医院 仙台市宮城野区出花２－３－３ 022(259)6575 歯科

平成28年8月29日 フジ調剤薬局愛子店 仙台市青葉区栗生6丁目13番6 022-302-8660

平成17年2月4日 藤薬局 仙台市太白区長町一丁目１２番１２号 022(308)0331

平成25年4月1日 ふたば調剤薬局 仙台市青葉区八幡３－３－８ 022(398)7337

平成24年6月5日 フラン薬局
仙台市青葉区小田原６－３－１５　ＮＳコーポ１
０１

022(738)7726

平成15年6月16日 フレンド薬局米ヶ袋 仙台市青葉区米ヶ袋一丁目2-6 022(716)1525

平成23年8月1日 フレンド薬局国分町 仙台市青葉区国分町三丁目４－５ 022(399)7995

平成20年2月28日 フレンド薬局松が丘 仙台市太白区松が丘１０－４ 022(228)2510

平成20年11月4日 フレンド薬局松森 仙台市泉区松森字西沢２４－１ 022(371)6031

平成22年3月1日 フレンド薬局南小泉
仙台市若林区中倉２丁目１番２６号　コーポ木村
Ｂ棟１０１号室

022(385)7121

平成30年9月1日 フロンティア薬局青葉りんご店
仙台市青葉区中央二丁目８－３２生活文化ビル
１階

022-398-4830 調剤薬局

平成28年4月1日 フロンティア薬局四郎丸店 仙台市太白区四郎丸字吹上69-1 022-242-6751

平成7年11月27日 医療法人社団平成会 平成眼科医院 仙台市青葉区郷六字沼田１３－３ 022(302)1066

平成23年4月5日 朴澤耳鼻いんこう科
仙台市青葉区国分町２丁目１４番１８号
定禅寺パークビル３０４

022(397)8338 耳鼻咽喉科

平成25年8月16日 訪問看護ステーション　葵会仙台 仙台市太白区柳生字台５７番地の１ 022(381(8668

平成30年3月1日 訪問看護ステーションそれいゆ 仙台市若林区舟丁３番地 022-302-4752 訪問看護ステーション

令和1年10月8日 訪問クリニックちから
仙台市青葉区二日町１８－２６　二日町ＯＡビ
ル４階

022-266-9070 内科

令和1年10月31日 ホープ薬局　泉中央店 仙台市泉区泉中央３－１０－１ 022-371-6478 薬局

令和2年11月2日 ホープ薬局　岩切店 仙台市宮城野区岩切分台３丁目１－５ 022-794-8588 薬局

平成20年2月4日 ホープ薬局鈎取店 仙台市太白区鈎取１丁目６－１６ 022(346)9835



　　　　　　　　　　　　　　　　被爆者一般疾病医療機関一覧【宮城県】

指定年月日 医　　　療　　　機　　　関　　　名 所　　　　　在　　　　　地 電話番号 診　　療　　科　　目

平成11年2月5日 北陵クリニック 仙台市泉区高森四丁目２番５３６ 022(377)2770

平成13年5月24日 医療法人社団希星会 星内科小児科医院 仙台市宮城野区幸町二丁目２０番１３号 022(256)1973 内科、小児科

平成31年2月5日 堀田修クリニック 仙台市若林区六丁の目南町２－３９ 022-390-6033 内科

平成29年5月1日 ホップ薬局 仙台市青葉区柏木2丁目1-12-2 022-725-7919 調剤薬局

平成13年11月1日
医療法人社団杏泉堂　本間記念 東北整形外科・東北
歯科

仙台市泉区上谷刈４丁目９－２２ 022(371)5511 整形外科、歯科

平成12年8月18日 前澤医科歯科クリニック 仙台市青葉区赤坂２丁目２３－１０ 022(391)3977
内科、消化器科、呼吸器科、循環器科、
歯科

平成27年5月1日 まごころ調剤薬局　田子西店 仙台市宮城野区田子西一丁目10-10 022(290)9196

平成27年2月10日 まごころ調剤薬局七北田店 仙台市泉区市名坂字東裏４０－２－２ 022(772)7133

平成1年7月24日 町田眼科医院 仙台市泉区将監２－１２－３ 022(373)1616

平成17年12月14日 松尾けんこうクリニック 仙台市青葉区高松２丁目１１－７４ 022(727)1033
内科、皮膚科、外科、形成外科、アレル
ギー科

平成15年11月12日 松尾歯科医院 仙台市青葉区高松二丁目11-74 022(234)5504 歯科

平成20年6月19日 まつざわ薬局　広南病院前店 仙台市太白区長町南４－１９－１０－１０１ 022(304)3321

平成18年4月20日 医療法人 松田肛門科医院 仙台市青葉区木町通１－６－３２－２０１ 022(712)7303 肛門科

平成30年3月1日 松田歯科医院 仙台市宮城野区岩切字三所南１０７－１ 022-255-7575 歯科

平成9年9月1日 医療法人松田会松田病院 仙台市泉区実沢字立田屋敷１７－１ 022(378)5666

平成12年5月31日 医療法人松田会 松田訪問看護ステーション 仙台市泉区実沢字立田屋敷１７－１ 022(378)8887 訪問看護ステーション

平成28年6月1日 松永厚生クリニック 仙台市泉区泉中央1丁目26-4 022-772-6801 内科・消化器内科・胃腸内科

平成9年5月21日 医療法人広愛会 松原医院 仙台市青葉区下愛子字下原２５－１０ 022(392)3111

平成18年1月1日 木村貞之進記念 まひと内科クリニック 仙台市宮城野区高砂１丁目２４番３９ 022(388)8228 内科

平成14年11月5日 馬渕歯科医院 仙台市青葉区中央二丁目4番5号 022(222)6488 歯科

平成30年3月22日 マミー薬局 仙台市宮城野区小田原弓ノ町１００－１ 022-295-1439 調剤薬局

平成6年12月20日 マリーン調剤薬局桂店 仙台市泉区桂３－２－４ 022(222)2255 薬局

平成16年11月29日 マリーン調剤薬局富沢店 仙台市太白区富沢南１－２３－１１ 022(304)0681

平成14年11月9日 マリーン調剤薬局南光台中央店 仙台市泉区南光台三丁目27-13  ｳﾞｨｱｰﾚＡＵ101 022(717)5531

平成16年10月18日 マリーン調剤薬局木町通店 仙台市青葉区木町通一丁目６－３２ 022(266)4004

平成16年11月29日 マリーン調剤薬局南光台店 仙台市泉区南光台７丁目４－１７ 022(253)3077

平成16年11月29日 マリーン調剤薬局東口店
仙台市宮城野区榴岡４－２－３  仙台ＭＴビル２
Ｆ

022(792)8822

令和1年5月1日 マリーン調剤薬局　ＢＲＡＮＣＨ仙台店
仙台市泉区長命ヶ丘２－２１－１　ＢＲＡＮＣ
Ｈ仙台　ＷＥＳＴ２Ｆ

022-378-0330 調剤薬局

平成19年12月1日 マリーン調剤薬局荒井店
仙台市若林区荒井字大場伝４５－３十文字ビル１
Ｆ

022(287)3707
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平成21年11月1日 マリーン調剤薬局落合店 仙台市青葉区落合６丁目１０－１ 022(392)9631

平成26年8月1日 マリーン調剤薬局　桂島店 仙台市泉区桂一丁目１７－７ 022(771)9553

平成30年9月1日 マリーン調剤薬局　将監店 仙台市泉区将監８丁目８－２ 022-375-0106 調剤薬局

平成27年4月6日 マリーン調剤薬局　鶴ヶ谷店 仙台市宮城野区鶴ヶ谷７丁目３１－４ 022(252)3505

平成22年8月1日 マリーン調剤薬局トラストシティ店
仙台市青葉区一番町１丁目９番１号　仙台トラス
トタワー３階

022(722)2120

平成29年1月1日 マリーン調剤薬局　東仙台店 仙台市宮城野区東仙台4丁目6-31 022-385-6362

平成28年12月1日 マリーン調剤薬局　福室店 仙台市宮城野区福室3-36-23 022-355-9530

平成23年12月1日 マリーン調剤薬局一番町店 仙台市青葉区一番町３－５－１６ 022(222)5552

平成22年12月10日 丸山アレルギークリニック 仙台市太白区あすと長町４丁目２－１０ 022(304)1191
内科、アレルギー科、呼吸器内科、循環
器内科、消化器内科、小児科、リウマチ
科

令和1年9月2日 まんまる薬局 仙台市太白区四郎丸字神明２９－１１ 022-797-0151 薬局

令和3年11月1日 まんまる薬局　みやぎのベース 仙台市宮城野区高砂２－７－６ 022-762-9840 薬局

平成11年12月27日 みうら医院 仙台市太白区中田町字南首長１２－３４ 022(241)4161

平成30年2月26日 みうら歯科クリニック
仙台市泉区市名坂字御釜田１４２－５サンロー
ドビル２階

022-374-9771 歯科

平成14年11月9日 三浦整形外科医院 仙台市泉区南光台四丁目3-27 022(276)2222 整形外科

平成17年1月15日 三浦内科医院 仙台市若林区白萩町２９－３１ 022(235)0885
呼吸器科、循環器科、胃腸科、内科、放
射線科

平成30年1月1日 三浦りょう内科クリニック 仙台市青葉区栗生６丁目１３番地の８ 022-302-8757
内科，呼吸器内科，循環器内科，アレル
ギー科，リウマチ科

平成28年9月1日 みずき薬局
仙台市太白区長町南3丁目1-50　アソルティ長
町南４F-B

022-746-8561

昭和46年2月16日 水澤医院 仙台市青葉区上杉４－６－３２ 022(222)5048 　

平成15年11月21日 三塚神経科内科クリニック 仙台市若林区土樋7番地 022(227)1710 神経科、内科

平成30年7月2日 三ツ星薬局　ＴＡＫＡＳＡＧＯ 仙台市宮城野区高砂一丁目１５４－１０ 022-290-5244 一般歯科・小児歯科

平成15年4月1日 医療法人ＭＯＰＣ水戸整形外科クリニック 仙台市太白区門前町１２－２３ 022(247)7131 整形外科、リハビリテーション科

平成13年12月20日 ミドリ調剤薬局 仙台市青葉区国分町2丁目3番8号 022(214)7355

平成18年10月16日 みどり薬局 仙台市太白区長町６－１６－４５ 022(248)4144

令和2年12月1日 南小泉中央薬局 仙台市若林区南小泉２－１４－１５ 022-794-7366 薬局

令和2年5月1日 南仙台駅前薬局 仙台市太白区中田３丁目８－３８ 022-281-8293 薬局

平成13年7月3日 南中山眼科クリニック 仙台市泉区南中山二丁目18番20号 022(376)6211 眼科

平成20年1月31日 南中山調剤薬局 仙台市泉区南中山３丁目１６番１６号 022(376)8754

平成12年7月26日 南吉成クリニック 仙台市青葉区南吉成３丁目９－５ 022(277)6611
内科、小児科、皮膚科、消化器科、肛門
科、アレルギー科

平成26年1月1日 南吉成耳鼻咽喉科
仙台市青葉区南吉成３－１－２３－３Ｃ棟－２Ｄ
室

022(344)6778
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平成26年4月18日 南吉成調剤薬局 仙台市青葉区南吉成３－９－８ 022(342)4415 調剤薬局

平成15年3月4日 みみ・はな・のど北仙台クリニック 仙台市青葉区堤町１丁目1-2　エムズ北仙台４階 022(275)3388

令和2年6月1日 みみ・はな・のどクリニックもも 仙台市若林区荒町１２３番地　１２３ビル３Ｆ 022(796)0188
耳鼻いんこう科・小児耳鼻いんこう科・
アレルギー科

平成20年12月12日 みみ・はな・のど富沢クリニック 仙台市太白区富沢南２－１７－１４ 022(248)3366 耳鼻咽喉科

平成3年5月21日 宮内歯科医院 仙台市青葉区下愛子痣上下２６－４ 022(392)5515 歯科

平成20年11月21日 宮城社会保険病院 仙台市太白区中田町字前沖１４３番 022(306)1711 全科

平成15年12月4日 医療法人光成会　宮城中央病院 仙台市青葉区上杉一丁目9番17号 022(224)1307 内科、整形外科、心療内科

平成16年9月29日 医療法人光政会  宮城中央病院 仙台市青葉区上杉一丁目９番１７号 022(224)1307 歯科

平成22年6月30日 みやぎの整形外科 仙台市宮城野区田子二丁目１３－２８ 022(387)5060
整形外科、リウマチ科、リハビリテー
ション科

平成27年3月1日 宮城野薬局 仙台市宮城野区原町３－１－１　１階 022(293)2631

平成16年9月24日 三好耳鼻咽喉科クリニック 仙台市泉区泉中央一丁目３４－１ 022(374)3443 耳鼻咽喉科

平成10年6月20日 ミント調剤薬局 仙台市若林区上飯田１－７－２９ 022(282)7080

平成13年6月14日 むとう眼科医院 仙台市青葉区国見ヶ丘１－４－１１ 022(277)2772 眼科

平成9年4月17日 村上歯科クリニック 仙台市宮城野区二十人町１５２－１－２Ｆ 022(295)6538 歯科

令和1年10月8日 紫山オレンジ薬局 仙台市泉区紫山４丁目２０番７ 022-347-4722 調剤薬局

令和1年11月15日 めぶき調剤薬局 仙台市泉区南光台７丁目１番９５号 022-739-7281 調剤薬局

令和2年6月1日 モニカ薬局北仙台店
仙台市青葉区堤町１－１－２　エムズ北仙台１
階

022(301)1221 薬局

平成11年10月5日 茂庭台診療所 仙台市太白区茂庭台２－１６－１０ 022(281)3133 内科、小児科

平成22年7月12日 もみのき薬局長町店 仙台市太白区長町３－３－７ 022(304)0750

平成30年1月30日 もみのき薬局八木山店 仙台市太白区八木山緑町８－３５ 022-305-1430 調剤薬局

平成14年12月3日 森整形外科リウマチ科クリニック 仙台市泉区南中山１－４２－５ 022(279)1184 整形外科、リウマチ科

平成19年10月19日 杜の泉内科循環器科 仙台市泉区寺岡５丁目１－２５ 022(378)9975
内科、循環器科、小児科、呼吸器科、麻
酔科、消化器科

平成12年10月23日 医療法人翠十字 社都中央病院 仙台市太白区山田本町８－３０ 022(245)6677 内科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｼｮﾝ科、皮膚科

平成12年10月23日 杜都訪問看護ステーション 仙台市太白区山田本町８－３０ 022(245)6868 訪問看護ステーション

平成15年4月21日 森洋子クリニック 仙台市青葉区中央一丁目3番号　AER１０階 022-723-3360 内科

平成14年7月 門間医院 仙台市太白区八本松一丁目4番17号 022(246)7151 内科

平成26年10月1日 やおいた歯科 仙台市若林区荒町１２３－３Ｆ 022(796)3041 歯科

平成15年2月21日 矢尾板耳鼻咽喉科医院 仙台市若林区荒町１２３ 022(225)0271 耳鼻咽喉科

平成26年6月16日 八乙女あらい内科クリニック 仙台市泉区八乙女四丁目４－３ 022(725)5722 内科、糖尿病内科
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平成26年6月4日 八乙女薬局 仙台市泉区八乙女４－４－１ 022(725)6201

平成15年6月6日 やかた内科・小児科クリニック 仙台市泉区館三丁目３７番１号 022(348)2252
内科、小児科、消化器科、循環器科、呼
吸器科

平成18年8月21日 やぎた歯科医院 仙台市太白区鈎取本町１丁目21-1 022(243)6480 歯科

平成26年10月27日 八木山オレンジ薬局 仙台市太白区八木山本町１－２１－１７ 022(796)7911

平成26年11月21日 八木山すずきクリニック 仙台市太白区八木山本町１－２１－１７ 022(796)8868
内科、消化器内科、循環器内科、糖尿病
内科、アレルギー

平成14年1月7日 八木山南歯科 仙台市太白区鈎取3丁目25-5 022(245)6480 歯科

平成26年8月1日 薬師堂歯科 仙台市若林区木ノ下４丁目２－１６ 022(781)7133 歯科

平成29年9月1日 矢口クリニック 仙台市太白区富沢西四丁目２０番地の１８ 022-724-7511 内科，消化器科

平成31年1月1日 やたべ内科・訪問診療クリニック 仙台市青葉区錦町１丁目９番８号 022-397-9904 内科

平成26年8月11日 薬局トモズ仙台サンモール店
仙台市青葉区一番町２－６－１シティハウス一
番町中央１階

022(267)8295

平成26年8月11日 薬局トモズ仙台中央店
仙台市青葉区中央４丁目２－１６仙台中央第一
生命ビルディング１階

022(399)8570

平成24年3月22日 薬局ナチュラル・メディクス
仙台市青葉区一番町３丁目６－１　一番町平和ビ
ル４Ｆ

022(398)3487

平成14年4月15日 やながわ歯科医院 仙台市青葉区一番町1丁目16番21号 022(267)0528 歯科

平成28年2月1日 柳生調剤薬局 仙台市太白区柳生4丁目10-12 022-306-1275

平成11年5月17日 矢端眼科医院 仙台市若林区一本杉町７－１５ 022(285)8228 眼科

平成12年2月25日 山形内科消化器科 仙台市青葉区木町通一丁目１番１８号 022(221)5678

令和1年10月1日 ヤマザワ調剤薬局仙台医療センター前店 仙台市宮城野区宮城野２－７－５５ 022-299-5538 調剤薬局

平成27年9月1日 ヤマザワ調剤薬局　二番町店 仙台市青葉区中央2-8-24 022-395-7125

平成25年4月11日 ヤマザワ調剤薬局宮城野原店 仙台市宮城野区宮城野２－７－５１ 022(292)2228

平成13年4月5日 ヤマザワ調剤薬局晩翠通店 仙台市青葉区国分町２－３－１３ 022(772)2277

平成28年5月1日 ヤマザワ薬局　二の森店 仙台市宮城野区二の森12-43 022-256-1669

平成20年7月1日 ヤマザワ薬局　南町通店 仙台市青葉区一番町２－２－１３ 022(212)9022

令和2年10月1日 山田歯科医院 仙台市青葉区折立３丁目３－１２ 022-226-2777 歯科

平成12年7月26日 山田孝彦眼科 仙台市泉区高森６－３１－１ 022(377)8080 眼科

平成18年7月20日 やまと歯科クリニック
仙台市若林区大和町５丁目１５番１１号　ディー
プランナー大和町マンション１Ｆ

022(231)3625 歯科

平成29年10月1日 やまと内科クリニック 仙台市若林区南小泉字梅木39-2（18B-10L） 022-766-8521 内科，神経内科

平成24年5月15日 やまと町オレンジ薬局 仙台市若林区大和町２丁目６－３ 022(762)5683

平成19年3月1日 やまとまち調剤薬局 仙台市若林区大和町一丁目４－１３ 022(788)3240 調剤薬局

平成25年7月2日 やまもと内科クリニック 仙台市若林区古城三丁目６－１１ 022(781)0766
内科、循環器内科、内分泌・代謝内科、
呼吸器内科



　　　　　　　　　　　　　　　　被爆者一般疾病医療機関一覧【宮城県】
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令和1年5月1日 ゆあ薬局　長町南店 仙台市太白区泉崎二丁目１－１ 022-281-8472 調剤薬局

平成12年7月26日 ゆかり調剤薬局 仙台市宮城野区新田１丁目２０－１ 022(238)5808

平成15年12月16日 ゆかり調剤薬局 仙台市宮城野区新田一丁目20番1号 022(238)5808

平成15年12月16日 有限会社クリス調剤企画　ユニオン調剤薬局
仙台市青葉区中央二丁目8番24号　メゾンドールビ
ル2階

022(267)5182

平成14年10月1日 ゆりのき調剤薬局 仙台市泉区寺岡六丁目１５－２６ 022(342)6090

平成21年1月20日 よしだ耳鼻咽喉科クリニック 仙台市太白区柳生１丁目１２－３ 022(306)1077 耳鼻咽喉科

平成19年1月1日 医療法人雄美会　吉成台内科胃腸科 仙台市青葉区吉成台一丁目２番５号 022(303)2320 内科、消化器科

平成17年12月1日 医療法人 よしむら皮フ科クリニック 仙台市青葉区国見ヶ丘一丁目３－７ 022(277)2505 皮膚科、アレルギー科

平成10年2月 ライフ調剤薬局泉中央店 仙台市泉区泉中央１－１４－５ 022(371)8816

平成15年1月17日 有限会社らいらっく調剤薬局 仙台市泉区上谷刈字長左衛門下１１－１ 022(771)5277

令和2年11月2日 ラビット歯科
仙台市青葉区宮町４－５－３４　ＮｏｉｅＳｅ
ｎｄａｉ宮町２０３，２０４

022-796-0290 歯科，小児歯科，歯科口腔外科

平成27年4月22日 ラベンダー薬局 仙台市若林区堰場１２－５　１F 022(796)3910

平成22年5月11日 ララガーデン長町歯科診療室 仙台市太白区長町７－２０－５ 022(399)7790 歯科、小児歯科、矯正歯科、口腔外科

平成19年9月18日 リヴ調剤薬局　台原店 仙台市青葉区台原4-4-12 022(727)8878

平成11年5月17日 リヴ薬局 仙台市泉区桂３丁目１番地の３ 022(371)3018

平成12年9月24日 介護老人保健施設リハビリパーク仙台東 仙台市若林区長喜城字宮浦２６ 022(287)5500 介護老人保健施設

平成15年6月30日 介護老人保健施設　リハビリパーク高砂 仙台市宮城野区福室三丁目14番 022-258-6001 介護老人保健施設

平成18年1月25日 リフレ薬局 仙台市青葉区立町１番２３号 022(714)1888 調剤薬局

平成18年1月5日 リフレ薬局愛子店 仙台市青葉区愛子東1-4－５４ 022(391)6555 調剤薬局

平成18年1月25日 リフレ薬局大町店 仙台市青葉区大町１－１－８　第３青葉ビル３Ｆ 022(212)6266 調剤薬局

平成18年1月25日 リフレ薬局四郎丸店
仙台市太白区四郎丸字吹上２８－３５　サニーフ
ラット４６０－１０１

022(741)5777 調剤薬局

平成18年1月25日 リフレ薬局中倉店
仙台市若林区中倉１－１－３３　オイゼンビル１
０１・１０２号

022(782)8878 調剤薬局

平成30年9月1日 リフレ薬局　あすと長町店 仙台市太白区郡山一丁目１５番５ 022-281-9750 調剤薬局

平成22年3月1日 リフレ薬局柏木店 仙台市青葉区柏木２丁目６－３ 022(727)1371 調剤薬局

平成19年2月26日 リフレ薬局西多賀店 仙台市太白区西多賀４丁目１０－８ 022(307)3553 調剤薬局

令和3年5月2日 リン調剤薬局
仙台市泉区八乙女中央五丁目１７－５２　ジュ
ネス八乙女Ⅱ１０３

022-344-9398 薬局

平成29年4月1日 ルーモ薬局 仙台市宮城野区苦竹1丁目9-1 022-353-5755 調剤薬局

平成20年12月1日 レインボー薬局広南病院前店 仙台市太白区長町南４－１９－１０－１０１ 022(249)6806

平成22年12月3日 レオン調剤薬局大和町店 仙台市若林区大和町３丁目１０－１－１０２ 022(781)7525
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平成29年10月1日 ローリエ薬局 仙台市若林区蒲町字南27（26B2-1L） 022-762-7105 調剤薬局

平成13年10月2日 ロクゴウ皮膚科クリニック
仙台市青葉区一番町4丁目8番29号 三越・ABビル2
階

022(215)7789 皮膚科

平成26年10月1日 六丁の目　胃と腸クリニック
仙台市若林区六丁の目南町８－１０レジデンス
大一　１階

022(288)9006 内科、消化器内科

平成13年6月26日 医療法人社団 六丁目クリニック 仙台市若林区六丁の目南町８番１０号 022(288)9006 内科、形成外科、整形外科

平成15年11月11日 わかば調剤薬局落合店 仙台市青葉区落合五丁目26-18　プラザ広瀬102 022(391)1533

平成24年5月9日 わかば調剤薬局国分町店
仙台市青葉区国分町２－２－１１オパール仙台ビ
ル４F

022(722)8660

平成22年6月1日 若林一丁目薬局 仙台市若林区若林一丁目１３－５ 022(294)7530

平成12年7月26日 財団法人宮城厚生協会 若林クリニック 仙台市若林区下飯田字遠谷地１７４ 022(289)8588 内科、婦人科

平成19年1月19日 医療法人 若林浜田クリニック 仙台市若林区若林１丁目５番２５号 022(286)5137 リハビリテーション科、整形外科

平成6年10月1日 若林訪問看護ステーション 仙台市若林区石名坂７０ 022(268)7203 訪問看護ステーション

平成20年7月10日 わかば薬局 仙台市太白区山田上ノ台町７番４５号 022(352)7682

平成28年1月1日 若山医院　内科・循環器内科 仙台市青葉区東勝山3丁目4-5 022-341-5575 内科・循環器内科・呼吸器内科

平成7年11月27日 医療法人社団平成会 渡辺春樹眼科医院 仙台市青葉区中央２－８－１６ 022(227)1360

平成16年9月17日 医療法人社団仁友会  わたなべ整形外科 仙台市宮城野区高砂２丁目１－８ 022(254)8383 整形外科、リハビリテーション科


