
仙台市泉区 【令和4年4月の情報に基づき作成】

基本的な
健診

詳細な
健診※1

022-375-7113

022-378-9119

022-771-5111

022-378-5361

022-378-5666

泉区高玉町9-8 0円0円

所在地

泉区実沢字立田屋敷17-1

泉区紫山2-1-1

泉区泉中央1-6-12
web予約が可能です。（www.mygsji.or.jp/kenshin/)

特定健診自己負担額

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。

実施予定期間 電話番号

令和4年4月～
令和5年3月

医療法人松田会　松田病院

実施機関名

宮城厚生協会　泉病院

仙台徳洲会病院

宮城県成人病予防協会
仙台循環器病センター

JCHO仙台病院

泉区長命ヶ丘2-1-1



0円1,825円

ふるさと往診クリニック 022-344-8987 泉区明石南二丁目4-5

泉区明石南三丁目5-7

泉ケ丘 泉ケ丘佐藤内科医院 022-373-7240 泉区泉ケ丘四丁目27-10

仙台脳外科クリニック泉中央 022-343-0655 泉区泉中央一丁目39-2

フォレスト内科クリニック 022-374-0100 泉区泉中央四丁目20-5

桂
桂島いずみクリニック

【実施期間：令和4年6月～令和4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。

022-772-6801

泉中央心療内科クリニック 022-725-4123 泉区泉中央三丁目29-7　3F

泉内科消化器科 022-372-5556 泉区泉中央二丁目15-8

泉中央内科 022-371-7772

022-346-0886
泉区泉中央四丁目8-2
ソレイユハイツ泉中央1F

泉 中 央 南
なりかわ内科・脳神経内科クリニック 022-347-3587 泉区泉中央南5-6

自己負担額

基本的な
健診

詳細な
健診※1

おおさか内科外科クリニック 022-773-8761

地区名 実施機関名 電話番号 所在地

泉区泉中央一丁目26-4

小松クリニック

宮澤循環器科内科クリニック 022-374-5588

福田内科クリニック 022-374-7550 泉区泉中央一丁目17-1

松永厚生クリニック

022-772-8801 泉区泉中央一丁目38-17

明石南

022-771-8876 泉区桂一丁目17-7

泉ケ丘クリニック 022-373-7715 泉区桂一丁目18-1

泉区泉中央二丁目22-6

大沢
泉大沢ファミリークリニック 022-341-8642 泉区大沢二丁目12-4

仙台北部整形外科 022-776-1888 泉区大沢二丁目13-4

たんぽぽクリニック 022-772-2181 泉区泉中央南14

市名坂 七北田クリニック 022-739-7781 泉区市名坂字東裏40-2

泉中央

しらい健康クリニック泉中央

加茂
いずみクリニック 022-377-0551 泉区加茂四丁目4-2

ホーム・ドクターズ奥山 022-377-2882 泉区加茂四丁目4-5

上谷刈

仙台胃腸クリニック 022-218-3888 泉区上谷刈二丁目4-30

須藤内科クリニック 022-773-2888 泉区上谷刈字治郎兵衛下48-1

泉整形外科病院 022-373-7377 泉区上谷刈字丸山6-1

向陽台
五十嵐内科クリニック 022-374-2077 泉区向陽台二丁目25-3

向陽台クリニック 022-373-6800 泉区向陽台三丁目3-12

北中山 北中山クリニック 022-348-2650 泉区北中山二丁目1-24

黒松 黒松内科すぎもとクリニック 022-347-3477 泉区黒松一丁目31-9　杉本ビル

仙台市泉区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【令和.4年4月の情報に基づき作成】

 

泉区泉中央一丁目14-1インテレクト21ビル5F

※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】



0円1,825円

仙台市泉区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【令和.4年4月の情報に基づき作成】

【実施期間：令和4年6月～令和4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。

将監

金渕整形外科クリニック 022-373-1517 泉区将監二丁目12-1

おおつか内科醫院 022-343-6620 泉区将監八丁目8-1

Ｔ＆Ａ内科クリニック 022-355-7666 泉区将監八丁目15-31

将監殿 しょうげん内科クリニック 022-772-2130 泉区将監殿三丁目21-7

松陵
松陵かきざきクリニック 022-772-2666 泉区松陵二丁目22-3

春山内科小児科医院 022-375-8023 泉区松陵四丁目2-5

住 吉 台 東 大澤内科医院 022-376-3631 泉区住吉台東二丁目8-20

高森

井上胃腸科内科医院 022-378-0303 泉区高森一丁目1-197

高森クリニック

022-377-6066 泉区長命ヶ丘六丁目15-7

鶴が丘 佐治クリニック 022-372-5055 泉区鶴が丘一丁目38-2

022-777-1888 泉区高森四丁目6-6

泉パークタウンクリニック 022-378-7550 泉区高森七丁目45-3

長 命 ヶ 丘
長命ヶ丘針生・舟田クリニック 022-378-6021 泉区長命ヶ丘二丁目17-2

長命ヶ丘内科クリニック

寺岡

畑岡内科クリニック 022-378-8511 泉区寺岡一丁目2-1

杜の泉内科・循環器科 022-378-9975 泉区寺岡五丁目1-25

寺岡クリニック 022-378-0811 泉区寺岡五丁目8-2

泉区南光台南二丁目4-22

千田医院 022-251-8256 泉区南光台南二丁目7-7

牛込医院 022-253-0838 泉区南光台七丁目5-27

南 光 台 東 さいとう呼吸器科内科 022-251-9567 泉区南光台東一丁目13-30

南   光   台

花田消化器科・内科 022-233-5720 泉区南光台三丁目18-5

南光台みやぐち内科クリニック 022-343-8270 泉区南光台三丁目27-17

佐竹医院 022-271-7111 泉区南光台五丁目28-3

 

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

野         村
いずみ野村ファミリークリニック 022-342-1537 泉区野村字桂島東1-5

高森こういちクリニック 022-777-9001 泉区野村字筒岫屋敷18-2

虹   の   丘 虹の丘小児科内科クリニック 022-373-9088 泉区虹の丘一丁目11-16

根   白   石

詳細な
健診※1

根白石診療所 022-376-7577 泉区根白石字堂の沢9

北原整形外科 022-252-7735 泉区南光台南二丁目16-24

ほし外科医院 022-251-5059 泉区南光台南三丁目4-10

南 光 台 南

櫻井内科医院 022-251-5520 泉区南光台南一丁目4-20

南光台伊藤クリニック 022-252-1234

※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】



0円1,825円

仙台市泉区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【令和.4年4月の情報に基づき作成】

【実施期間：令和4年6月～令和4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。

南   中   山

森整形外科リウマチ科クリニック 022-279-1184 泉区南中山一丁目42-5   判場ビル3F

髙木医院 022-379-3811 泉区南中山二丁目27-1

松         森

東岡内科醫院 022-218-2121 泉区松森字岡本前10-1

いずみの杜診療所 022-772-9801 泉区松森字下町8-1

せき内科・脳神経内科クリニック 022-771-2882 泉区松森字新田107

岡部クリニック 022-376-0180 泉区南中山二丁目38-3

南中山内科クリニック 022-348-2301 泉区南中山三丁目16-4

泉黒澤クリニック 022-373-9755 泉区松森字陣ケ原24-3

022-343-6231 泉区紫山四丁目20-11

八   乙   女

泉区八乙女中央五丁目11-11

泉区八乙女二丁目12-2

八乙女中央

八乙女駅前内科小児科クリニック 022-739-8804 泉区八乙女中央一丁目3-26

青葉産婦人科医院 022-373-9811 泉区八乙女中央三丁目2-20

仙台北クリニック 022-371-6511

いずみ向日葵クリニック 022-344-8315 泉区八乙女中央五丁目18-16

紫         山 紫山公園ファミリークリニック

 

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※1

館 やかた内科・小児科クリニック 022-348-2252 泉区館三丁目37-1

八乙女あらい内科クリニック 022-725-5722 泉区八乙女四丁目4-3

八乙女クリニック 022-374-3555

※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個別健診【事前に要予約】


