
仙台市太白区 【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

022-306-1721

022-746-5161

令和4年4月～
令和5年3月

JCHO仙台南病院 太白区中田町字前沖143

0円 0円

宮城厚生協会　長町病院 太白区長町3-7-26

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 実施機関名 電話番号 所在地

特定健診自己負担額
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富沢 富沢あおき内科クリニック 022-226-7707 太白区富沢一丁目12-29

仙台市太白区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【令和4年6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。

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※

まきこ内科クリニック 022-797-2794 太白区あすと長町一丁目2-1長町メディカルプラザ2F

仙台クローバークリニック 022-797-5164 太白区あすと長町一丁目2-1長町メディカルプラザ3F

秋保町
菅原医院 022-399-2153 太白区秋保町長袋字大原31-1

仙台クリニック 022-398-2201 太白区秋保町湯元字木戸保1-1

あすと長町

丸山アレルギークリニック 022-304-1191 太白区あすと長町四丁目2-10

泉崎 新井川内科クリニック 022-243-4141 太白区泉崎一丁目29-15

あすと長町みんなのクリニック 022-796-8020 太白区あすと長町一丁目3-1SHIP仙台ビル2F

あすと長町えだクリニック 022-308-1555 太白区あすと長町三丁目3-33

鈎取本町

大波医院 022-247-7212 太白区大塒町6-1

おおのだ田中クリニック 022-398-7235 太白区大野田四丁目18-1

花だて内科循環器科 022-797-3466 太白区大野田五丁目38-3

仙台透析クリニック 022-243-3388 太白区鈎取本町一丁目24-10

小林内科医院 022-248-3063 太白区鹿野二丁目4-15

佐々木悦子産科婦人科クリニック 022-246-7310

今野医院 022-245-0660 太白区鈎取一丁目6-17

さとう小児科内科 022-245-8434 太白区鈎取本町一丁目5-5

山田医院 022-245-5711 太白区金剛沢三丁目14-33

しろうまる浅田クリニック 022-395-5161 太白区四郎丸神明29-10

あんどうクリニック 022-741-7555

太白区鹿野本町11-21

青沼内科医院 022-248-6630 太白区郡山三丁目22-6

山家内科医院 022-245-2841 太白区金剛沢一丁目4-26

太白区四郎丸字吹上28-38

宮田医院 022-241-4623 太白区四郎丸字吹上71-4

平沢内科 022-246-3511 太白区砂押南町1-47

今井クリニック 022-244-5331

太白区富沢南一丁目10-4

富沢南とだクリニック 022-243-7288 太白区富沢南一丁目14-3

かさい内科クリニック 022-746-5885 太白区富沢南一丁目25-1

太白区太白一丁目7-1

太白クリニック 022-226-8339 太白区富沢西四丁目19-2

矢口クリニック 022-724-7511 太白区富沢西四丁目20-18

とみざわ腎泌尿器科 022-302-7230

ばば内科ゆうこ整形外科クリニック 022-399-8750 太白区中田五丁目7-16

中田内科胃腸科医院 022-306-1511 太白区中田四丁目16-3

くすの木内科クリニック 022-397-6116 太白区中田三丁目8-37

0円1,825円郡山

金剛沢

鹿野

鹿野本町

鈎取

大塒町

大野田

富沢西

砂押南町

太白

中田

富沢南

四郎丸

※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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うちだクリニック 022-748-0567 太白区長町一丁目6-3-3F

鈴木研一内科クリニック 022-304-5660 太白区長町三丁目3-6   ロイヤルシャトー長町

仙台市太白区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【令和4年6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。

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※

長町

0円1,825円

みのりファミリークリニック 022-226-7264 太白区長町五丁目9-13

藤原外科医院 022-248-4588 太白区長町五丁目9-15

たいしどう内科クリニック 022-738-9512

浅沼整形外科 022-247-7533 太白区長町四丁目7-12

仙台今村クリニック 022-249-7611 太白区長町五丁目3-1   たいはっくる2F

太白区長町六丁目4-51-3F

渡辺内科胃腸科医院 022-247-3105 太白区長町七丁目2-7

ユキクリニック 022-304-5222 太白区長町七丁目19-26   リーブスビル2F

みやざきクリニック 022-738-7103

太白区長町南三丁目35-1

太白区長町七丁目20-5   ララガーデン長町4F

森元クリニック 022-304-3531 太白区長町南一丁目1-8   K’sビル長町南2F

長町南クリニック 022-796-8763 太白区長町南二丁目6-5

すずき整形外科・小児科内科 022-248-1665

西多賀やまだ内科・糖尿病クリニック 022-796-5090 太白区西多賀三丁目5-18

クリニックソアーズ 022-306-3515 太白区西中田二丁目19-1

わたなべクリニック 022-247-7786 太白区長町南四丁目12-27

くまがいクリニック内科・消化器科 022-243-7050 太白区西多賀一丁目19-15

河野医院 022-307-0271 太白区旗立二丁目4-18

門間医院 022-246-7151 太白区八本松一丁目4-17

旗立

八本松

本島内科胃腸科クリニック 022-306-0620 太白区西中田七丁目26-30

かねこクリニック 022-307-5666 太白区西の平一丁目25-27西の平

西中田
きんぱらクリニック 022-306-1166 太白区西中田三丁目6-46

西中田中央内科小児科 022-241-1131 太白区西中田五丁目12-12

太白区茂庭台三丁目30-30

茂庭 仙台市生出診療所 022-281-2250 太白区茂庭二丁目8-1

茂庭台
茂庭台診療所

緑ケ丘

菊地内科クリニック

袋原 内科星クリニック 022-241-3366 太白区袋原六丁目10-31

東中田
中田公園前クリニック 022-241-5555 太白区東中田四丁目5-5

松が丘 興野内科医院 022-229-6868 太白区松が丘8-10

三神峯 すけの医院 022-244-0546 太白区三神峯二丁目2-3

ないとうクリニック 022-281-5490

袋原内科医院 022-242-2883

太白区東中田二丁目27-26

長町南

西多賀

太白区東中田四丁目14-3

南大野田こいけクリニック 022-247-4228 太白区南大野田10-4

内科・循環器科ちばクリニック 022-248-5778 太白区緑ケ丘一丁目3-19

南大野田

022-281-3133 太白区茂庭台二丁目16-10

022-306-1010 太白区東中田一丁目18-30

みうら医院 022-241-4161

※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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仙台市太白区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【令和4年6月の情報に基づき作成】

0円1,825円

八木山本町
八木山内科・皮膚科クリニック 022-724-7501 太白区八木山本町一丁目13-6-2F

八木山すずきクリニック 022-796-8868

【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。

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※

山田新町 わたるクリニック 022-307-6645

太白区八木山本町一丁目21-17

八木山緑町 大岡内科医院 022-229-0201 太白区八木山緑町8-33

柳生

佐藤内科外科クリニック 022-741-5631 太白区柳生四丁目14-3

宍戸クリニック

仙台柳生クリニック 022-241-6651 太白区柳生七丁目16-1

太白区山田新町74-1

めざきクリニック 022-797-3900 太白区八木山南二丁目1-28-1八木山南

022-242-7060 太白区柳生七丁目2-9

※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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