
仙台市青葉区 【令和4年10月の情報に基づき作成】

基本的な
健診

詳細な
健診※1

0570-010-955

022-263-1528

022-221-0066

022-221-5668

022-222-7997

022-719-5161

022-221-4461

022-375-7113

022-217-6678

022-219-0052

022-224-1307

022-268-3169

022-275-1534

022-273-3533

022-727-8020

令和4年4月～
令和5年3月

仙台星陵クリニック 青葉区木町通2-4-45

厚生仙台クリニック

宮城厚生協会　仙台錦町診療所

周行会上杉クリニック健診センター

宮城県結核予防会　複十字健診センター

せんだい総合健診クリニック

宮城県対がん協会　がん検診センター

宮城県予防医学協会

東北労災病院

宮城県成人病予防協会　中央診療所

青葉区台原4-3-21

宮城県結核予防会　健康相談所興生館

青葉区中央1-3-1 アエル12F
web予約が可能です。（www.mygsji.or.jp/kenshin/)

青葉区上杉1-6-6 イースタンビル5F

青葉区上杉5-7-30

0円0円

青葉区柏木1-5-45

青葉区上杉3-2-28 アクス上杉ビル3F

青葉区八幡2-4-13

青葉区上杉1-9-17

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。

青葉区中央4-5-1イムス明理会　仙台総合病院

宮城中央病院

仙台すこやかクリニック

杜の都産業保健会　一番町健診クリニック 青葉区一番町4-9-18 TICビル5F

青葉区一番町1-9-1 仙台トラストタワー4F

青葉区上杉2-3-3 ノースフォービル1F

実施予定期間 電話番号実施機関名 所在地

特定健診自己負担額

青葉区中山吉成2-3-1

青葉区宮町1-1-5



022-302-5990 青葉区一番町二丁目4-19  シリウス一番町3Ｆ

一番町

シリウス外科・内科クリニック

芋沢 西仙台病院 022-394-5721 青葉区芋沢字新田54-4

大町 貝山中央病院 022-222-5945 青葉区大町二丁目12-8

五橋

いつつばしクリニック 022-797-8625 青葉区五橋一丁目1-58  ダイアパレス仙台中央909

河北診療所内科 022-211-1457 青葉区五橋一丁目2-28

森るり子内科クリニック 022-221-2119 青葉区五橋一丁目6-23

 

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

青葉区荒巻本沢三丁目16-5

松原医院 022-392-3111 青葉区愛子東二丁目3-63

荒巻神明町 千田内科 022-271-1183 青葉区荒巻神明町19-9

愛子東

佐藤内科医院

荒 巻 本 沢
荒巻なべ胃腸科・内科クリニック 022-719-6071 青葉区荒巻本沢三丁目1-7

相田内科医院 022-278-9170

旭ヶ丘ハート内科クリニック 022-341-8180 青葉区旭ヶ丘四丁目1-1

江川クリニック 022-274-1205 青葉区旭ヶ丘四丁目35-27

ひろせ内科 022-797-0100 青葉区愛子東一丁目8-8

日野クリニック 022-797-6131 青葉区愛子東二丁目3-18

愛 子 中 央 岩崎医院 022-392-3161 青葉区愛子中央六丁目7-23

旭ヶ丘

ささきクリニック 022-727-7855 青葉区旭ヶ丘三丁目15-31

022-392-5151 青葉区愛子東一丁目7-28

かとう内科医院 022-722-5005 青葉区一番町一丁目5-35

東二番丁診療所 022-221-5226 青葉区一番町一丁目9-1

青葉通クリニック 022-221-5756 青葉区一番町三丁目8-2

青葉通り一番町内科クリニック 022-302-7025 青葉区一番町二丁目4-19  シリウス・一番町3Ｆ

さはた内科クリニック 022-265-0515 青葉区一番町三丁目6-1  一番町平和ビル5F

小田原 鬼怒川産婦人科女性診療医院 022-227-2205 青葉区小田原六丁目6-1

落合
ひろせ中央クリニック 022-391-0755 青葉区落合二丁目4-12

栗生内科胃腸科医院 022-392-1333 青葉区落合六丁目1-1

貝ヶ森 貝ヶ森きむら医院 022-279-7200 青葉区貝ヶ森六丁目15-8

柏木

橋本クリニック 022-718-6886 青葉区柏木一丁目7-28　柏木メディカルビル2F

羽二生クリニック 022-273-1182 青葉区柏木二丁目2-14

柏木クリニック 022-275-1310 青葉区柏木二丁目6-2

春日町 菊地胃腸科内科医院 022-261-3344 青葉区春日町10-30

花壇 花壇医院 022-222-0052 青葉区花壇5-2

上愛子

上愛子クリニック 022-392-0330 青葉区上愛子字街道77-3

宮城共立医院 022-392-6631 青葉区上愛子字上遠野原9-76

早川医院 022-392-3214 青葉区上愛子字大道18-1
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【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。

1,825円 0円

※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】



国分町

木町ささきクリニック 022-341-8121 青葉区木町9-24
木町
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上杉胃腸科内科クリニック 022-724-7822

 

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

青葉区上杉一丁目4-28   アップシーダー2F

【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。

川内川前丁 阿部内視鏡内科 022-223-5645 青葉区川内川前丁5

仙台内科総合クリニック 022-217-1733 青葉区上杉三丁目9-25

小泉内科医院 022-222-8703 青葉区上杉四丁目2-47

上杉

青葉区上杉一丁目6-10   EARTH BLUE仙台勾当
台3F

白根胃腸クリニック 022-263-3151 青葉区上杉二丁目1-30

山口胃腸科外科医院 022-223-3533

斎藤内科医院 022-221-2977 青葉区上杉五丁目3-65

川内澱橋通 早坂愛生会病院 022-261-1611 青葉区川内澱橋通38

川平 川平内科 022-303-2523 青葉区川平三丁目40-10

022-797-3070 青葉区北目町3-9　一番町南診療所Building3F

北 根 黒 松 片倉胃腸科内科医院 022-233-2071 青葉区北根黒松9-23

北目町
022-393-5615 青葉区北目町3-9　一番町南診療所Building2F

一番町南診療所あかねクリニック

北山

佐々木整形外科麻酔科クリニック 022-272-1675 青葉区北山一丁目4-8

会川クリニック内科呼吸器科 022-234-5927 青葉区北山一丁目4-12

北山内科クリニック 022-275-2255 青葉区北山三丁目1-30   根本ビル2F

笠原内科循環器科クリニック 022-301-5111 青葉区木町17-3

木町通

山形内科医院 022-221-5678 青葉区木町通一丁目1-18

漆山医院 022-225-0255 青葉区木町通一丁目4-20

野村宏脳神経内科クリニック 022-224-3741 青葉区木町通一丁目5-12   レイール木町4F

海瀬内科クリニック 022-723-5155 青葉区木町通一丁目6-32   晩翠ウィングビル2F

勾当台はやさか内科クリニック 022-217-1452 青葉区国分町三丁目6-1   仙台パークビル1F

さがら内科クリニック 022-728-8558 青葉区小松島四丁目27-33

国見 くにみ内科クリニック 022-301-6530 青葉区国見四丁目2-5

国 見 ケ 丘 東北福祉大学せんだんホスピタル 022-303-0125 青葉区国見ケ丘六丁目65-8

栗生

すずきクリニック 022-391-0765 青葉区栗生四丁目12-3

三浦りょう内科クリニック 022-302-8757 青葉区栗生六丁目13-8

あきもとクリニック 022-392-3371 青葉区栗生七丁目10-7

郷六 広瀬病院 022-226-2661 青葉区郷六字大森4-2

桜ケ丘

桜ケ丘あおぞら内科 022-279-0255 青葉区桜ケ丘二丁目13-3

やすだクリニック 022-278-1731

1,825円 0円

一番町南診療所
仙台心臓血圧総合クリニック

小松島

米ケ袋 小野よしあき内科クリニック 022-211-0125 青葉区米ケ袋二丁目3-4　米ケ袋ベルサンテ1F

青葉区桜ケ丘四丁目19-16

桜ケ丘クリニック 022-303-2555 青葉区桜ケ丘七丁目22-8

※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】



台原

だいのはら殿塚クリニック 022-725-3614 青葉区台原二丁目10-2　アークヒルズ台原201

中央

クレアクリニック 022-226-7608 青葉区中央三丁目1-22　EQUINIA青葉通り6F

仙台内科睡眠クリニック 022-791-4159 青葉区中央一丁目1-1　エスパル仙台東館4F
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三条町 千葉クリニック 022-275-7333 青葉区三条町11-26

【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。

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

北仙台はせがわクリニック 022-346-0630 青葉区昭和町4-3   北仙台ひまわりビル2F

佐々木内科医院 022-234-2267 青葉区子平町15-36

小野寺内科小児科胃腸科医院 022-234-4743 青葉区昭和町1-29

立町
堀田内科 022-223-2660 青葉区立町12-3

粟野内科医院 022-265-2050 青葉区立町25-13

高野原 高野原曽木医院 022-391-3311 青葉区高野原四丁目10-14

高松 松尾けんこうクリニック 022-727-1033 青葉区高松二丁目11-74

台原高柳病院 022-273-2525 青葉区台原六丁目3-33

松沢医院 022-261-3752 青葉区中央二丁目4-11

奥口内科クリニック 022-215-7171 青葉区中央二丁目10-12   仙台マルセンビル2Ｆ

LCクリニック仙台 022-267-1020 青葉区中央一丁目3-1   AERビル11F

台原内科クリニック 022-727-1311 青葉区台原一丁目7-28

台原まことクリニック 022-301-5567 青葉区台原五丁目1-54

南條クリニック 022-301-3711 青葉区台原五丁目5-5

東照宮 草刈内科医院 022-271-9251 青葉区東照宮二丁目1-2

あおば脳神経外科 022-215-8818 青葉区中央二丁目11-19   仙南ビル1･2F

脳神経内科クリニック仙台 022-723-6523 青葉区中央三丁目1-22   エキニア青葉通り6F

胃腸科内科北川医院 022-223-2652 青葉区中央三丁目8-20

通町

内科・循環器科 佐藤韶矩医院 022-234-0803 青葉区通町一丁目7-33

北仙台診療所 022-272-5850 青葉区通町二丁目5-6

長野内科胃腸科 022-272-6677 青葉区通町二丁目17-19

022-278-5865 青葉区中山八丁目23-2

仙台中江病院 022-263-3031 青葉区中江一丁目10-18

佐藤医院 022-278-7050 青葉区中山四丁目10-33

なかやま医院 022-725-6910

青葉区錦町二丁目1-6

中山台 矢野内科クリニック 022-279-6551 青葉区中山台二丁目26-14

錦ケ丘 錦ケ丘ヒルズクリニック 022-797-2492 青葉区錦ケ丘七丁目20-2

1,825円 0円

青葉区中山四丁目13-36

河村内科外科クリニック
中山

中江

022-278-0533 青葉区中山五丁目6-1

佐藤茂内科医院

昭和町

子平町

 

錦町 清水医院 022-223-2532

※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】



さいとう脳神経外科クリニック 022-346-7112 青葉区吉成台一丁目1-20
吉   成   台

1,825円 0円

八幡

土橋内科医院 022-272-9220

いがらしレディースクリニック 022-261-3231 青葉区宮町四丁目5-34 Noie Sendai宮町2F

青葉区八幡二丁目11-8

はちまん石川内科クリニック 022-272-9767

【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。
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青葉区八幡二丁目18-2

ふくじゅ草クリニック 022-224-2910 青葉区八幡三丁目1-50 レキシントンプラザ八幡2F

北田内科小児科医院 022-223-0208 青葉区八幡三丁目6-15

柴崎内科小児科医院 022-271-7575 青葉区八幡四丁目2-11

杜のホスピタル・あおば 022-718-8871 青葉区八幡六丁目9-3

 

地区名 所在地

自己負担額

基本的な
健診

詳細な
健診※1

宮         町

宮町通りクリニック 022-223-2082 青葉区宮町一丁目1-48

宮町整形外科クリニック 022-796-3271 青葉区宮町四丁目6-10

澁川内科医院 022-272-5780 青葉区宮町五丁目10-15

022-719-6622 青葉区南吉成三丁目1-32

実施機関名 電話番号

み や ぎ 台

吉成台内科胃腸科 022-303-2320 青葉区吉成台一丁目2-5

みやぎ台かねこ医院 022-391-3611 青葉区みやぎ台三丁目26-8

青葉区本町二丁目17-23

南   吉   成
東西クリニック仙台 022-277-6221 青葉区南吉成三丁目1-23

仙台腎泌尿器科

本町

佐藤玄德内科クリニック 022-216-5601 青葉区本町一丁目13-32

すがわら内科外科・静脈瘤クリ
ニック

022-302-6231 青葉区本町二丁目16-1 コニシビル1F

かんとうクリニック 022-397-7762

笹森医院 022-222-9081 青葉区本町二丁目13-13

広瀬町 内山内科医院 022-225-4568 青葉区広瀬町4-1

東勝山

ひがしかつやまクリニック 022-728-6501 青葉区東勝山二丁目14-13

022-341-5575 青葉区東勝山三丁目4-5

東勝山なかざわ内科・アレルギー科 022-728-8181 青葉区東勝山三丁目14-11

おおひら内科クリニック 022-224-1627 青葉区二日町16-27

若山医院　内科・循環器内科

福沢町 大内医院 022-222-9870 青葉区福沢町1-34

たんぽぽクリニック晩翠通 022-796-6570 青葉区二日町9-23
二日町

※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】


