
（令和4年1月14日現在）

曜日 時間

あやし小児科医院 仙台市青葉区愛子中央六丁目2-17 022-392-1881 月・火・木・金曜日
14：00～15：00

予約制

池田クリニック 仙台市青葉区旭ケ丘二丁目15-15 022-233-5502
火曜日
水曜日

14：00～15：00
14：00～16：00
完全予約制

今井小児科 仙台市青葉区八幡三丁目3-10 022-267-6051 月・水・金曜日
14：00 ～14：30

予約制

かやま小児科医院 仙台市青葉区昭和町2-27 022-234-8870 月・火・水・金曜日
　10：00～11：00、13：50～15：00

予約制

かわむらこどもクリニック 仙台市青葉区高松一丁目16-1 022-271-5255
月・土曜日

火・水・金曜日
14：00～14：30
14：00～15：00

予約制

木町小児科医院 仙台市青葉区柏木三丁目1-43 022-273-3505 月・水・木・金曜日
14：00～15：00
電話予約制

齊藤こども医院 仙台市青葉区川平三丁目42-30 022-277-3710 月～土曜日
月～金　9：00～12：00　14：00～16：00

土　9：00～11：00
随時、電話で予約してください。

さくやま小児科クリニック 仙台市青葉区南吉成四丁目13-2 022-279-9161 木曜日
14：00～16：00

予約制

てらさわ小児科 仙台市青葉区中山二丁目26-20 022-303-1515 火・木曜日 14：00～15：00

松原医院 仙台市青葉区愛子東二丁目3-63 022-392-3111
月・火・水・金曜日

木・土曜日
9：00～12：00　14：00～17：30

9：00～12：00
予約制ではありません。診療時間内であれば可。

めときこどもクリニック 仙台市青葉区国見ケ丘一丁目14-4 022-278-1041
月・火・木・金曜日

土曜日
13：30～15：30
13：15～15：00

予約制

師小児科医院 仙台市青葉区中央二丁目10-17 022-222-6247 月・火・木・金曜日
14：00～15：30

予約制

りきおこどもクリニック 仙台市青葉区落合六丁目10-1 022-797-4288 月・火・水・金・土曜日
13：30～
予約制

りょうベビー＆キッズクリニック 仙台市青葉区五橋二丁目1-17-201 022-397-6099 月・火・水・金・土曜日
14:30～15:30

その他希望あれば随時。原則予約制。
電話またはWebで予約可。

ＪＲ仙台病院 仙台市青葉区五橋一丁目1-5 022-266-9671 木曜日
14：00～15：30

予約制

東北公済病院 仙台市青葉区国分町二丁目3-11 022-227-2211

月曜日
水曜日

15：00～15：30
9：00～11：00　13：30～15：30

予約制。お電話での予約は平日16：00～17：00にお
願いします。

東北労災病院 仙台市青葉区台原四丁目3-21 022-275-1111 月・木・金曜日
13：30～

月・金曜日は隔週（要確認）予約制

なごみこどもクリニック
仙台市青葉区木町通一丁目5-12レ
イールビル2階

022-263-4976 月・水・木・金・日曜日
14：30～16：00

予約制

いのうえ小児科クリニック 仙台市宮城野区福室二丁目6-24 022-254-1101 月・火・水・金曜日
14：00～15：00

予約制

岩切病院 仙台市宮城野区岩切字稲荷21 022-255-5555 水・土曜日
9：00～11：30　14：00～17：30

要予約

うりぼうキッズクリニック 仙台市宮城野区岩切分台三丁目1-5 022-355-4515 月・木曜日
14:00～15:30
完全予約制

キッズクリニック田子 仙台市宮城野区田子西一丁目10-9 022-290-9377 月・火・水・金曜日
13：30～14：30

予約制

せきこどもクリニック 仙台市宮城野区福室五丁目9-40 022-388-8864 月・火・木・金曜日
14：30～16：00

予約制

永井小児科医院 仙台市宮城野区宮城野一丁目25-10 022-256-3466 火・木曜日
14:00～16：30
電話予約制

のろこどもクリニック
仙台市宮城野区新田東一丁目8-1
新田東メディカルビル2F

022-788-3830
月・火・金・土曜日

木曜日
14：30～15：00
14：00～15：30

予約制

まんてん堂こどもクリニック 仙台市宮城野区新田東三丁目2-7 022-782-6260
水曜日
金曜日

14：00～16：00
15：00～16：00

予約制

宮城県済生会こどもクリニック 仙台市宮城野区東仙台六丁目1-1 022-293-1281 月・水・金曜日
13：30～15：00

予約制

宮林こどもクリニック 仙台市宮城野区岩切字今市東18-2 022-255-2555

火・金曜日
土曜日

13：45～15：00
14：30～15：00

予約制。24時間電話予約（022-396-2777）及び、
受付に直接予約。

森川小児科アレルギー科クリニック 仙台市宮城野区小田原弓ノ町100-1 022-256-6211 月・水・木・金曜日
14：00～15：30
完全予約制

東北医科薬科大学病院 仙台市宮城野区福室一丁目12-1 022-259-1221 水・木曜日
14:00～15:30

予約制

光ヶ丘スペルマン病院 仙台市宮城野区東仙台六丁目7-1 022-257-0231 火・木曜日
13：30～14：30

予約制（受付時間 13：00～13：20まで）

葵会仙台病院 仙台市若林区荒井東一丁目6-8 022-380-1000 月・火・水・金曜日
14:00～15:00

（他、電話にて応相談）

あべこども・アレルギークリニック 仙台市若林区なないろの里一丁目15-15 022-349-5486
月・土曜日

火・木・金曜日
13：30～14：00
13：30～14：30

予約制

大はしこどもクリニック 仙台市若林区沖野三丁目12-33 022-294-0084

月曜日
火・木・金曜日

水・土曜日

13：30～16：45
8：30～11：30　13：30～16：45

8:30～11:30
予約制（ネット予約）

乳児（赤ちゃん）健康診査実施担当医療機関名簿

※診査日時を変更することがありますので、あらかじめ問い合わせて下さい。

医療機関名 住所 電話
診査日時
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かやば小児科医院 仙台市若林区中倉一丁目11-3 022-237-0081 月～金曜日
14:00～15:30

上記以外の時間をご希望の方は、
電話予約にてご連絡下さい。

かんのキッズクリニック 仙台市若林区大和町二丁目6-3 022-762-5684
月・火・木・金曜日

水・土曜日
9：00～12：00　14：00～18：00

9：00～12：00
予約制

しんてらこどもクリニック
仙台市若林区新寺一丁目8-1
コープエステート新寺ビル2F

022-298-6188 月・火・木・土曜日
13：30～15：00

予約制

たかやなぎこども医院 仙台市若林区上飯田一丁目21-18 022-286-8811 月・火・水・金曜日
14：00～15：00

予約制

はなクリニック 仙台市若林区荒井二丁目18-11 022-288-8777 火・金曜日
14：00～15：00

予約制

尾形小児科クリニック 仙台市太白区袋原字台31-1 022-242-6881 月・火・水・金曜日
13：30～15：00

予約制。土曜日希望の方は電話相談に応じます。

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

月・火・金曜日
木曜日
土曜日

9：00～12：30　14：00～18：00
14：00～18：00
9：00～12：30

予約制。
月・火・木・金の14：00～15：30は健診・ワクチン専用

時間

すがわら小児科クリニック
仙台市太白区あすと長町一丁目2-1
仙台長町メディカルプラザ2F

022-797-7607 月・火･木・金曜日
14:00～15：00

予約制。予防接種同時に可

すずき整形外科・小児科内科 仙台市太白区長町南三丁目35-1 022-248-1665
火・木曜日

金曜日
14：00～16：00
10：00～11：00

予約制

なるみ赤ちゃんこどもクリニック
仙台市太白区長町南三丁目9-28
バリーハイツ2F

022-746-8452 月・火・水・金・土曜日
14：00～15：30

 予約制。予防接種も同時に実施可能です。

花水こどもクリニック 仙台市太白区泉崎一丁目32-15 022-743-2525
月曜日

火・木・金曜日
14：30～15：30
14：00～15：30

予約制

松本小児科
仙台市太白区長町四丁目7-23
エルピノ1F

022-246-2525
月・火・水・金曜日

木曜日
9:00～11:00　14:00～16:00

9:00～11:00
予約制（ネット・電話）

柳生吉田こどもクリニック 仙台市太白区柳生字田中8-8 022-306-0133 火・水・金曜日
14：00～15：30

 全て予約制です。

国立病院機構 仙台西多賀病院 仙台市太白区鈎取本町二丁目11-11 022-245-2111 水曜日
　9：00～12：00

予約制

仙台市立病院 仙台市太白区あすと長町一丁目1-1 022-308-7111 火・木曜日
13：30～15：00

予約制

仙台赤十字病院 仙台市太白区八木山本町二丁目43-3 022-243-1111 月・木曜日
12：30受付開始　13：30診察開始
予約制。木曜日は1か月健診のみ

宮城厚生協会 長町病院 仙台市太白区長町三丁目7-26 022-746-5161 月・火・金曜日 13：30　予約制

泉中央こどもクリニック
仙台市泉区泉中央三丁目29-7
ウイング21ビル1F

022-771-5510 月・火・水・金曜日
14：00～15:00
完全予約制

泉七北田こどもの杜クリニック 仙台市泉区七北田字東裏27-2 022-344-6315 月・火・木・金曜日
14：00～15：00

予約制

おかだ小児科 仙台市泉区黒松一丁目3-5 022-728-6057

月曜日
火・木・金曜日

水曜日

14：00～16：00
10：30～12：00　14：00～16：00

10：30～12：00
電話にて要予約

桂内科・こどもクリニック 仙台市泉区桂三丁目1-4 022-375-7220 月・火・水・金曜日
14：00～ 15：00

乳児健診：予約制。
予防接種：上記以外でも診療時間内であれば可。

こん小児科クリニック 仙台市泉区八乙女中央二丁目4-25 022-341-2701 月・火・木・金曜日
14：00～15：00

予約制

南光台やまもと小児科 仙台市泉区南光台三丁目23-22 022-727-2577 月・火・木・金曜日
13：30～15：30

予約制

虹の丘小児科内科クリニック 仙台市泉区虹の丘一丁目11-16 022-373-9088
月・火・木・金曜日

水・土曜日
9：00～12：00　14：00～17：00
9：00～12：00　13：30～15：00

長谷川小児科医院 仙台市泉区泉中央三丁目1-9 022-375-0555 火・木・金曜日 14：00～15：00

五十嵐内科クリニック 仙台市泉区向陽台二丁目25-3 022-374-2077
月・火・木・金曜日

水・土曜日
　9：00～12：00　14：30～17：30

9：00～12:00

泉パークタウンクリニック 仙台市泉区高森七丁目45-3 022-378-7550 火・水・木曜日
　10：00～11：00

予約制

地域医療機能推進機構仙台病院 仙台市泉区紫山二丁目1-1 022-378-9111 火曜日
　13：30～15：30

完全予約制（一週間前まで）

公立刈田綜合病院 白石市福岡蔵本字下原沖36 0224-25-2145 金曜日
受付時間　13：00～13：15

予約制

加藤小児科内科医院 白石市大手町3-13 0224-26-2653
月・火・木・金曜日

水・土曜日
9：00～11：00　14：00～16：00

9：00～11：00

柿崎小児科 白石市沢端町1-37 0224-25-2210 火・水・金曜日 電話予約制

つつみ内科外科こどもクリニック 白石市字清水小路6 0224-25-1181 月・火・木・金曜日
13：30～14：30

予約制

内方医院 蔵王町宮字町32 0224-32-2101
月・水・木・金曜日

土曜日
9：00～11：40　15：00～17：00

9：00～11：40

佐藤医院 蔵王町宮字町36 0224-32-2002 月・火・木・金曜日 14：30～16：00

さくら小児科医院 大河原町字住吉町11-1 0224-51-5355 月・水曜日
14：00～15：00

予約制
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みやぎ県南中核病院 大河原町字西38-1 0224-51-5500 月・金曜日
受付時間　13：30～14：00
診察時間　13：30～15：00

予約制

おおぬま小児科 柴田町槻木上町1-1-51
電話：0224-87-7561

（健診予約専用：
0224-87-7562）

月・火・木・金曜日
水・土曜日

8：30～17：00
8：30～11：30

予約制

山家内科小児科医院 川崎町大字前川字中町76-2 0224-84-2023
月・火・水・金曜日

木・土曜日
14：00～17：00
　9：00～12：00

いけの医院 塩釜市藤倉三丁目17-5 022-367-1110 火曜日
14:30～
予約制

塩竈市立病院 塩釜市香津町7-1 022-364-5521 月～金曜日
13：00～14：00

予約制

おおば医院 多賀城市下馬三丁目1-28 022-363-0213 火・金曜日
11：00～12：00

予約制

石井小児科 多賀城市高崎三丁目27-27 022-368-8081 火・水曜日
14：00～
予約制

かくたこども＆
アレルギークリニック

多賀城市中央一丁目16-8 022-368-7717 金曜日
14：00～14：30

予約制

関クリニック 多賀城市高崎三丁目26-35 022-309-6070 月・火・木・金曜日 　8：30～16：30

宮城厚生協会 坂総合クリニック 多賀城市下馬二丁目13-7 022-361-7011 水曜日
13：30～16：00

予約制

おおしろファミリークリニック 多賀城市大代五丁目4-3 022-762-6560 木曜日 9：30～10：30

多賀城みやばやしキッズクリニック 多賀城市城南一丁目11-45 022-355-5415
月・木・金・土・日曜日

火曜日
9：30～12：00　14：00～18：00

9：00～13：00

小野寺記念たけなか医院 松島町高城字町61 022-354-2607
月・火・水・金曜日

木・土曜日
　9：00～17：00
　9：00～12：00

汐見台クリニック 七ヶ浜町汐見台南一丁目1-5 022-357-5536
月曜日
日曜日

　9：00～12：15　14:30～17：45
　14：30～17:15

たかだこども医院 利府町沢乙東1-14 022-767-6555 月・火・木・金曜日 14：00～16：00

かとうこどもクリニック 名取市杜せきのした二丁目6-8 022-399-9152
月～土曜日

（水・土曜日は午前のみ）
診療時間内

予約制

笹川医院 名取市増田二丁目3-8-1F 022-382-3025 月～土曜日
　9：00～12：00
要電話予約

曽我内科こどもクリニック 名取市杉ヶ袋字前沖71-1 022-381-5988 月・火・木・金曜日
14：00～15：00

ネット予約

丹野小児科医院 名取市大手町三丁目620-1 022-382-3780
月・火・木・金・土曜日

（土曜日の午後は休診）
診療時間内

みどり台小児科外科内科 名取市みどり台一丁目3-1 022-386-7220 月・火・水・金曜日
14：30～15：30

ネットまたは電話予約

時計台クリニック 名取市杜せきのした二丁目6-7 022-398-3353 月・水・木曜日
9:30～12:00

14:30～16:00（予約制）

いたのこどもクリニック 岩沼市恵み野一丁目7-6
Web予約

（お問い合わせ専
用：0223-29-4110）

月～土曜日
（水曜日は休診）

13:45～14:45
予約制

森川こどもクリニック 岩沼市土ケ崎四丁目1-12 0223-25-2711 火・金曜日
14：00～15：00

予約制

スズキ記念病院 岩沼市里の杜三丁目5-5 0223-23-3111 金曜日
2か月児　13：30～14：00

8～9か月児　14：30～15：00
予約制

大友医院ヒロミ小児科 亘理町字下小路18-1 0223-34-3204 月～土曜日 電話予約制

三上医院 亘理町字裏城戸179-1 0223-34-3711 月～土曜日 電話予約制

明石台こどもクリニック
富谷市明石台六丁目1-20
生協ショッピングセンター内

022-725-8815
月・火・水・金曜日

土曜日

9：00～12：00　14：30～17：30
9：00～12：00　14：30～16：30

予約制

Ｔｏｗｎ　Ｃｌｉｎｉｃ　ｅｎ 富谷市明石台七丁目1-5 022-358-1976
月・火・木・金曜日

土・日曜日
14：00～14：30
13：00～13：30

予約制

ちば小児科医院 富谷市富谷北裏47 022-358-0601
月・火・水・金曜日

木・土曜日
　8：30～12：00　14：00～17：00

　8：30～12：00

富谷医院 富谷市ひより台一丁目45-1 022-358-2872
月～金曜日
土　曜　日

　8：30～12：00　14：00～18：00
　8：30～13：00

のりこ小児科 富谷市日吉台二丁目24-2 022-358-1212
月・火・木・金曜日

水、土曜日（第3土曜休診）
　8：30～11：30　13：30～16：30

　8：30～11：30

田山小児科医院 大和町吉岡字館下22-5 022-345-0738 月～土曜日
10：00～10：30　13：30～14：30　15：30～16：00

予約制

公立黒川病院 大和町吉岡字西桧木60 022-345-3101 火曜日
13：30～14：30

予約制

ありま小児科医院 大崎市古川駅南二丁目4-20 0229-22-7070
火・水・金曜日 9：00～10：30　14：00～15：30

予約制。その他の時間も受付致します

岩渕胃腸科内科クリニック 大崎市三本木字南町40-2 0229-52-6211 月・火・木・金曜日 10：00～16：00

近江医院 大崎市三本木字しらとり17-3 0229-52-3057
月・火・水・金曜日

木・土曜日
8：30～11：30　15：00～16：00

8：30～11：30
※診療時間の確認の電話が必要です

高橋医院 大崎市古川中里二丁目2-25 0229-22-0791
月～金曜日

土曜日
　8：30～12：00　14：00～17：00

　8：30～12：00

冨樫クリニック 大崎市古川大宮八丁目9-15 0229-23-4456 月～金曜日 　8：30～11：00　15：00～17：00
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曜日 時間

乳児（赤ちゃん）健康診査実施担当医療機関名簿

※診査日時を変更することがありますので、あらかじめ問い合わせて下さい。

医療機関名 住所 電話
診査日時

まつうら内科小児科クリニック 大崎市古川大宮一丁目1-79 0229-23-5677 月・火・木・金曜日
8～9か月　14：30～

2か月　15：00～
要予約（他時間は要相談）

わたなべ産婦人科 内科・小児科 大崎市松山千石字松山440 0229-55-3535
月・木曜日
火・金曜日

土曜日

8：50～11：30　14：00～17：00
8：50～11：30　14：40～17：00

　8：50～11：30

大崎市民病院 大崎市古川穂波三丁目8-1 0229-23-3311 水曜日
14：00

電話予約制
申込期間：健診希望日の1か月前から前日まで

古川民主病院 大崎市古川駅東二丁目11-14 0229-23-5521 水曜日
13：30～14：30
完全予約制

ありまファミリークリニック 加美郡加美町字西町19番地 0229-63-2230 月・火・水・金曜日 14：00～15：00

公立加美病院 加美郡色麻町四竃字杉成9 0229-66-2500
2か月　火・水曜日
8～9か月　金曜日

13：30～14：00
予約制

美里町立南郷病院 美里町木間塚字原田5 0229-58-1234 水曜日
11：00～11：30　14：00～14：30

予約制（電話でも可）
※予約受付　平日14：00～17：00

一迫内科クリニック 栗原市一迫真坂字真坂町東66-1 0228-52-2122
月～金曜日

土曜日
9：00～12：00　14：00～18：00

9:00～13：00

佐々木内科医院 栗原市若柳字川北欠21-1 0228-32-6633
月～金曜日

（水曜日休み）
診療時間内

佐藤内科小児科医院 栗原市築館伊豆一丁目10-25 0228-22-3205 火・木曜日 14：00～15：00

志波姫診療所 栗原市志波姫新沼崎146 0228-25-3133
毎月

　第1・第3木曜日
11：00～11：30

ほそや小児科 栗原市栗駒岩ケ崎神南27-4 0228-45-5660 火・金曜日
14：00～15：00

外来は第2・4土曜日休診です

宮城島クリニック 栗原市一迫真坂字清水山王前6-5 0228-52-2881 月・水曜日
14：00～15：00

予約制

栗原市立栗原中央病院 栗原市築館宮野中央三丁目1-1 0228-21-5330 金曜日
13：30～14：30

予約制

しのはらクリニック 登米市米山町西野字西野前202-1 0220-23-7387 毎週　月・木曜日
14：00～15：00

予約制

八木小児科医院 登米市迫町佐沼字西佐沼125 0220-22-2566
月・火・木・金・土曜日

（診療日時間内）
予約制（電話でも可）

予約専用：0220-22-2567

八嶋中央診療所 登米市石越町南郷字矢作138 0228-34-2013
毎月

　第2・第4火曜日
14：00～16：00
※電話で確認

米川診療所 登米市東和町米川字町下59-1 0220-45-2301 毎週　月・木曜日
予約制

（電話でも可）

登米市立登米市民病院 登米市迫町佐沼字下田中25 0220-22-5511
毎週火曜日（2か月児）

（第2火曜日除く）
毎週水曜日（8か月児）

申込時間　8：30～9：00　16：00～17：00
予約制（電話でも可）

登米市立米谷病院 登米市東和町米谷字元町200 0220-42-2007 毎週　月～金曜日
13:00～14:00

予約制（電話でも可）

あいかわ小児クリニック 石巻市丸井戸三丁目4-10 0225-92-8807 水・金曜日
14：00～15：00

予約制

阿部こどもクリニック 石巻市千石町6-11 0225-22-1152 月～金曜日
14：30～15：30

予約制

おおば小児クリニック 石巻市門脇字青葉西38-1 0225-93-9693 月・水曜日
9:00～11:30

予約制

佐久間眼科小児科医院 石巻市八幡町一丁目3-22 0225-92-7651 火・水・金曜日
9：00～11：30　14：30～16：30

予約制

佐々木医院 石巻市和渕字和渕町86 0225-72-3122 金曜日
13：30～14：00

予約制

中山こどもクリニック 石巻市中里三丁目4-27 0225-95-4121 火・金曜日
14：00～15：00

予約制

ものうファミリークリニック 石巻市桃生町中津山字八木167-4 0225-76-4024 月・木・金曜日
予約制

（電話でも可）

石巻赤十字病院 石巻市蛇田字西道下71 0225-21-7220
金曜日

（1か月児・2か月児・8か月
児）

1か月児　14：30～15：30
2か月児・8か月児　13：30～14：00

予約制

真壁病院 東松島市矢本字鹿石前109-4 0225-82-7111
月曜日

水・金曜日
9：00～11：30　14：00～16：00
9：00～11：30　14：00～15：00

北原ライフサポートクリニック東松島 東松島市野蒜ヶ丘二丁目25-2 0225-98-5571 木・金・土曜日 9：00～12：30　14：00～17：00

女川町地域医療センター 女川町鷲神浜字堀切山107-1 0225-53-5511
月～金曜日

（2か月児・8か月児）
9：00～11：00　14：00～16：00

小野医院 気仙沼市唐桑町宿浦405-8 0226-32-3128 月～金曜日
14：00～17：00
電話予約制

佐々木小児科医院 気仙沼市本郷9-2 0226-22-6811 木曜日
受付時間　13：00～13：15

予約制

三条小児科医院 気仙沼市田中前二丁目8-4 0226-23-0088
火曜日

月・水・金曜日
10：00～11：00
14：00～15：00

気仙沼市立病院 気仙沼市赤岩杉ノ沢8-2 0226-22-7100 火曜日
13：00～13：20(受付）

予約制

南三陸病院 南三陸町志津川字沼田14-3 0226-46-3646 月・水・金曜日
11:00～

電話予約制
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