
仙台市宮城野区 【令和3年3月の情報に基づき作成】

肺 胃
大
腸

前
立
腺

6月24日(木) 田子市民センター 9:30～11:00

6月25日(金) 高砂市民センター 9:30～14:00

7月7日（水） 文化センター 9:30～14:00

7月8日（木） 福室市民センター 9:30～11:00

7月9日（金） 幸町市民センター 9:30～14:00

7月16日（金） 岩切市民センター 9:30～11:00

7月27日（火） 高砂市民センター 9:30～14:00

7月28日（水） 鶴ヶ谷市民センター 9:30～11:00

基本的
な健診

詳細な
健診※1

8月28日(土)

9月4日(土)

基本的な
健診

詳細な
健診※1

022-256-8601

022-292-2234

集団健診【事前に要予約】※1 詳細な健診:医師の判断により実施されるものです。医師の指示がなく、受診を希望される場合は別途自己負担がかかります。

個別健診【事前に要予約】※1 詳細な健診:医師の判断により実施されるものです。医師の指示がなく、受診を希望される場合は別途自己負担がかかります。

0円 0円
小鶴北部集会所

（宮城野区小鶴1-22-16）
9:00～11:00

杜の都産業保健会
022-251-7261

実施予定日 会場 受付時間 実施機関（予約先）

特定健診
自己負担額

０円

実施予定期間 実施機関名 電話番号 所在地

特定健診自己負担額

令和3年4月～
令和4年3月

宮城県医師会健康センター
宮城野区安養寺3-7-5
※不定期で月1～2回、土曜日実施あり

中嶋病院 宮城野区大梶15-27

０円

特定健診と各種がん検診の
同時実施は行っておりませ
ん。

毎年市政だより4月1日号と
一緒にお届けする「市民健
診の申し込み案内」につい
ている専用はがきで申し込
みください。

宮城野区
家庭健康課

022-291-2111（代）

実施予定日 会場 受付時間
実施機関名
（電話番号）

集団健診【予約不要、全会場無料】※特定健診の詳細な健診を受診した場合は、別途自己負担がかかる場合があります。

がん検診の
同時実施の有無

がん検診についての
お問い合わせ先

宮城県
結核予防会

（022-719-5161）
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地区名 実施機関名 電話番号 所在地

自己負担額

基本的な
健診

詳細な
健診※

仙台市宮城野区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【令和3年2月の情報に基づき作成】

1,770円 0円

のむら内科心療内科クリニック 022-396-8755 宮城野区岩切一丁目26-27

岩切病院 022-255-5555 宮城野区岩切字稲荷21

銀杏町
あいざわクリニック 022-296-0520 宮城野区銀杏町26-7

おのでらクリニック 022-236-7522 宮城野区銀杏町35-1

岩切

田所ハートクリニック 022-396-0810 宮城野区岩切字洞ノ口229-5

岩 切 分 台 岩切中央クリニック 022-255-2131 宮城野区岩切分台一丁目2-5

湯村医院 022-255-8011 宮城野区岩切字若宮前82-1

岩切阿部医院 022-255-8218 宮城野区岩切字洞ノ口190-4

安田病院 022-256-5166 宮城野区小田原二丁目2-40

小田原弓ノ町 さのクリニックアレルギー科・呼吸器科・内科 022-291-2680 宮城野区小田原弓ノ町100-1   ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ4F

小田原

菅野医院 022-256-4261 宮城野区小田原一丁目3-27

内科萱場クリニック 022-256-5101 宮城野区小田原一丁目5-32

内科・胃腸科 小田原クリニック 022-792-8080 宮城野区小田原一丁目6-40

宮城野区幸町二丁目20-13

さいわい町ファミリークリニック 022-781-9815 宮城野区幸町二丁目21-8

光が丘内科クリニック 022-766-8511 宮城野区幸町五丁目4-1 渡幸ベルメゾン1号棟203号室

小鶴 阿部内科神経科医院 022-251-1804 宮城野区小鶴一丁目1-11

幸町

野口胃腸内科医院 022-234-7305 宮城野区幸町一丁目17-32

星内科小児科医院 022-256-1973

栄 千葉内科クリニック 022-258-8776 宮城野区栄二丁目25-7

新田
清水外科医院 022-284-4648 宮城野区新田一丁目20-10

新田さいとうクリニック 022-353-5780 宮城野区新田四丁目33-18

新田東

なかむら脳神経外科 022-232-0770 宮城野区新田東一丁目8-1 新田東メディカルビル1F

やまだ内科・胃腸科クリニック 022-237-8221 宮城野区新田東一丁目8-1 新田東メディカルビル2F

新田東クリニック 022-797-6700 宮城野区新田東二丁目10-4

高砂
木村貞之進記念まひと内科クリニック 022-388-8228 宮城野区高砂一丁目24-39

佐藤彰内科消化器科医院 022-388-6338 宮城野区高砂一丁目29-4

田子 庄子内科クリニック 022-387-2666 宮城野区田子二丁目6-12

田子西 内科循環器科田子中央クリニック 022-387-9333 宮城野区田子西二丁目2-2

燕沢
塩沢消化器内科 022-251-2233 宮城野区燕沢二丁目15-30

大山内科胃腸科 022-253-1733 宮城野区燕沢三丁目19-1

榴岡

仙台駅東クリニック 022-299-3210 宮城野区榴岡二丁目1-12   KIビル3F

榴岡わたなべクリニック 022-298-6201 宮城野区榴岡三丁目11-18   プレノ榴岡1F

仙台森ビル内科クリニック 022-292-5678 宮城野区榴岡四丁目2-3   仙台MTビル2Ｆ

【実施期間：令和3年6月～令和3年9月】
上記以外の期間は受診できませんのでご注意ください。

個別健診【事前に要予約】 ※1 詳細な健診：医師の判断により実施されるものです。医師の指示がなく、受診を希望される場合は別途自己負担がかかります。
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福室

宮城野

1,770円 0円

個別健診【事前に要予約】

地区名 実施機関名 電話番号 所在地

自己負担額

基本的な
健診

詳細な
健診※

鶴 ヶ 谷 北 おおかた内科胃腸科医院 022-251-5515 宮城野区鶴ヶ谷北一丁目14-21

鉄 砲 町 東 てっぽう町かず内科 022-355-4183 宮城野区鉄砲町東3-16

鶴ヶ谷
クリニック斎藤泌尿器科 022-251-0170 宮城野区鶴ヶ谷五丁目20-17

鶴ヶ谷クリニック

宮城野区原町二丁目1-69

仙台市宮城野区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【令和3年2月の情報に基づき作成】

022-355-6121 宮城野区鶴ヶ谷字舘下35-1

中野 みなとクリニック 022-388-7617 宮城野区中野五丁目1-1

萩野町
田島内科医院 022-231-7222 宮城野区萩野町一丁目11-1   萩野町Ｍビル1F

清水内科・小児科医院 022-231-0280 宮城野区萩野町二丁目17-6

原町

庄司内科小児科医院 022-293-7236 宮城野区原町一丁目1-80

原町ささき内科 022-355-8880 宮城野区原町一丁目3-50

丹野皮膚科内科小児科

東仙台

東仙台クリニック 022-792-8661 宮城野区東仙台一丁目7-1

たかはし内科 022-257-3227 宮城野区東仙台二丁目5-3

とざわクリニック 022-298-6770 宮城野区東仙台四丁目7-1

022-257-0231 宮城野区東仙台六丁目7-1

宮城野区福田町二丁目5-13

東 宮 城 野 福井医院 022-236-8831 宮城野区東宮城野4-2

福住町 福住クリニック 022-387-2322 宮城野区福住町4-16

宮千代
宮千代加藤内科医院 022-235-8876 宮城野区宮千代一丁目2-9

宮千代内科クリニック 022-797-3777 宮城野区宮千代二丁目19-7

みやぎの内科クリニック 022-292-7801 宮城野区宮城野一丁目21-7

永井小児科医院 022-256-3466 宮城野区宮城野一丁目25-10

【実施期間：令和3年6月～令和3年9月】
上記以外の期間は受診できませんのでご注意ください。

五十嵐内科 022-355-9988 宮城野区福室三丁目37-5

福室クリニック 022-259-5856 宮城野区福室五丁目13-15

福田町
遠藤クリニック 022-258-3600 宮城野区福田町一丁目1-18

色川内科小児科医院

光ヶ丘スペルマン病院

022-297-1158

木下内科クリニック 022-257-0505 宮城野区原町二丁目4-43

022-258-1051

※1 詳細な健診：医師の判断により実施されるものです。医師の指示がなく、受診を希望される場合は別途自己負担がかかります。
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