
宮城県立こども病院
<地区名/主診療科/医療機関名称五十音順> 登録医療機関名簿（医科） 平成３１年１月１１日現在

地区名 医療機関名称 主診療科 住所 電話番号

青葉区 あやし小児科医院 小児科 仙台市青葉区愛子中央６－２－１７ 022-392-1881

青葉区 かわむらこどもクリニック 小児科 仙台市青葉区高松１－１６－１ 022-271-5255

青葉区 さかいたけお　赤ちゃんこどもクリニック 小児科 仙台市青葉区木町通１－５－１２ 022-263-4976

青葉区 さくやま小児科クリニック 小児科 仙台市青葉区南吉成４－１３－２ 022-279-9161

青葉区 てらさわ小児科 小児科 仙台市青葉区中山２－２６－２０ 022-303-1515

青葉区 めときこどもクリニック 小児科 仙台市青葉区国見ヶ丘１－１４－４ 022-278-1041

青葉区 八木山こどもクリニック 小児科 仙台市青葉区桜ヶ丘７－７－２３ 022-278-6793

青葉区 りきおこどもクリニック 小児科 仙台市青葉区落合６－１０－１ 022-797-4288

青葉区 医療法人社団　池田クリニック 小児科 仙台市青葉区旭ケ丘２－１５－１５ 022-233-5502

青葉区 高松小児科医院 小児科 仙台市青葉区上杉６－２－１２ 022-234-3255

青葉区 国家公務員共済組合連合会東北公済病院 小児科 仙台市青葉区国分町２－３－１１ 022-227-2211

青葉区 今井小児科 小児科 仙台市青葉区八幡３－３－１０ 022-267-6051

青葉区 師小児科医院 小児科 仙台市青葉区中央２－１０－１７ 022-222-6247

青葉区 社会福祉法人陽光福祉会　エコー療育園 小児科 仙台市青葉区芋沢字横前１－１ 022-394-7711

青葉区 木町小児科医院 小児科 仙台市青葉区柏木３－１－４３ 022-273-3505

青葉区 齊藤こども医院 小児科 仙台市青葉区川平３－４２－３０ 022-277-3710

青葉区 医療法人財団明理会　西仙台病院 内科 仙台市青葉区芋沢字新田５４－４ 022-394-5721

青葉区 医療法人広愛会　松原医院 内科 仙台市青葉区愛子東２－３－６３ 022-392-3111

青葉区 北四番丁クリニック 内科 仙台市青葉区上杉１－１７－２０ 022-266-0725

青葉区 齋藤内科医院 内科 仙台市青葉区上杉５－３－６５ 022-221-2977

青葉区 ささきクリニック 内科 仙台市青葉区旭ケ丘３－１５－３１ 022-727-7855

青葉区 周行会上杉クリニック 内科 仙台市青葉区上杉２－３－３ 022-226-7785

青葉区 錦ヶ丘ヒルズクリニック 内科 仙台市青葉区錦ヶ丘７－２０－２ 022-797-2492

青葉区 東勝山なかざわ内科・アレルギー科 内科 仙台市青葉区東勝山３－１４－１１ 022-728-8181

青葉区 ひろせ中央クリニック 内科 仙台市青葉区落合２－４－１２ 022-391-0755

青葉区 三浦りょう内科クリニック 内科 仙台市青葉区栗生６－１３－８ 022-302-8757

青葉区 医療法人星陵会　仙台すこやかクリニック 内科 仙台市青葉区八幡２－４－１３ 022-219-0052

青葉区 医療法人ひろせ会　広瀬病院 内科 仙台市青葉区郷六字大森４－２ 022-226-2661

青葉区 医療法人社団慶健会　栗生内科胃腸科医院 内科 仙台市青葉区落合６－１－１ 022-392-1333

青葉区 医療法人社団公愛会　羽二生クリニック 内科 仙台市青葉区柏木２－２－１４ 022-273-1182

青葉区 医療法人社団誠和会　渋川内科医院 内科 仙台市青葉区宮町５－１０－１５ 022-272-5780

青葉区 河村内科外科クリニック 内科 仙台市青葉区中山５－６－１ 022-278-0533

青葉区 佐藤医院 内科 仙台市青葉区中山４－１０－３３ 022-278-7050

青葉区 清水医院 内科 仙台市青葉区錦町２－１－６ 022-223-2532

青葉区 大内医院 内科 仙台市青葉区福沢町１－３４ 022-222-9870
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青葉区 土橋内科医院 内科 仙台市青葉区八幡２－１１－８ 022-272-9220

青葉区 東西クリニック仙台 内科 仙台市青葉区南吉成３－１－２３ 022-277-6221

青葉区 南條クリニック 内科 仙台市青葉区台原５－５－５ 022-301-3711

青葉区 北山内科クリニック 内科 仙台市青葉区北山３－１－３０ 022-275-2255

青葉区 北田内科小児科医院 内科 仙台市青葉区八幡３－６－１５ 022-223-0208

青葉区 上杉山整形外科クリニック 整形外科 仙台市青葉区上杉５－８－４０ 022-797-0488

青葉区 川又整形外科クリニック 整形外科 仙台市青葉区一番町３－６－１ 022-796-8223

青葉区 佐々木整形外科麻酔科クリニック 整形外科 仙台市青葉区北山１－４－８ 022-272-1675

青葉区 医療法人　江川クリニック 胃腸科 仙台市青葉区旭ケ丘４－３５－２７ 022-274-1205

青葉区 すずきクリニック 消化器科 仙台市青葉区栗生４－１２－３ 022-391-0765

青葉区 吉成台内科胃腸科 胃腸科 仙台市青葉区吉成台１－２－５ 022-303-2320

青葉区 南吉成クリニック 消化器科 仙台市青葉区南吉成３－９－５ 022-277-6611

青葉区 桜ヶ丘クリニック アレルギー科 仙台市青葉区桜ケ丘７－２２－８ 022-303-2555

青葉区 柴崎内科小児科医院 アレルギー科 仙台市青葉区八幡４－２－１１ 022-271-7575

青葉区 JCHO仙台病院 腎科 仙台市青葉区堤町３－１６－１ 022-275-3111

青葉区 医療法人社団　あきもとクリニック 循環器科 仙台市青葉区栗生７－１０－７ 022-392-3371

青葉区 財団法人厚生会　仙台厚生病院 循環器科 仙台市青葉区広瀬町４－１５ 022-222-6181

青葉区 花壇医院 循環器科 仙台市青葉区花壇５－３ 022-222-0052

青葉区 相田内科医院 循環器科 仙台市青葉区荒巻本沢３－１６－５ 022-278-9170

青葉区 あおば脳神経外科 神経内科 仙台市青葉区中央２－１１－１９ 022-215-8818

青葉区 医療法人泉仁会　仙台中江病院 神経内科 仙台市青葉区中江１－１０－１８ 022-263-3031

青葉区 神経内科クリニック仙台 神経内科 仙台市青葉区中央３－１－２２ 022-723-6523

青葉区 かきさかクリニック 外科 仙台市青葉区八幡２－１－２７ 022-275-0212

青葉区 仙台乳腺クリニック 外科 仙台市青葉区立町１－２３ 022-726-2156

青葉区 早川医院 外科 仙台市青葉区上愛子字大道１８－１ 022-392-3214

青葉区 髙野原曽木医院 外科 仙台市青葉区高野原４－１０－１４ 022-391-3311

青葉区 ふくじゅ草クリニック 心臓血管外科 仙台市青葉区八幡３－１－５０ 022-224-2910

青葉区 宮町通りクリニック 心臓血管外科 仙台市青葉区宮町１－１－４８ 022-223-2082

青葉区 小松脳神経外科 脳神経外科 仙台市青葉区昭和町３－２４ 022-271-9356

青葉区 かかず整形外科 整形外科 仙台市青葉区八幡３－４－１３ 022-263-5531

青葉区 ごとう整形外科　手外科クリニック 整形外科 仙台市青葉区本町２－４－８ 022-221-6903

青葉区 さいとう　伸整形外科クリニック 整形外科 仙台市青葉区荒巻本沢３－１－１５ 022-728-6730

青葉区 しかない整形外科クリニック 整形外科 仙台市青葉区中山９－１－３ 022-277-2330

青葉区 南吉成しまむら整形外科 整形外科 仙台市青葉区南吉成３－１－２３ 022-791-5885

青葉区 やん整形外科クリニック 整形外科 仙台市青葉区落合６－１２－１ 022-391-5887
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青葉区 愛子整形外科 整形外科 仙台市青葉区愛子東１－４－４５ 022-391-8391

青葉区 青葉通クリニック 形成外科 仙台市青葉区一番町３－８－２ 022-221-5756

青葉区 あやし皮膚科クリニック 皮膚科 仙台市青葉区落合６－１－５－１ 022-738-8262

青葉区 仙台青葉皮ふ科 皮膚科 仙台市青葉区支倉町４－３４ 022-748-5160

青葉区 谷田皮膚科医院 皮膚科 仙台市青葉区国分町３－４－１２ 022-223-7666

青葉区 なかの皮ふ科・形成外科 皮膚科 仙台市青葉区南吉成３－１－２３ 022-303-3078

青葉区 よしむら皮フ科クリニック 皮膚科 仙台市青葉区国見ヶ丘１－３－７ 022-277-2505

青葉区 八丁目皮膚科クリニック 皮膚科 仙台市青葉区錦町２－１－４８ 022-223-1795

青葉区 藤沢医院 肛門科 仙台市青葉区宮町３－５－２５ 022-227-3992

青葉区 せせらぎクリニック　泌尿器科・内科 泌尿器科 仙台市青葉区愛子東１－４－２７ 022-797-8507

青葉区 医療法人社団仙台腎泌尿器科 泌尿器科 仙台市青葉区南吉成３－１－３２ 022-719-6622

青葉区 医療法人社団　結城産婦人科医院 産婦人科 仙台市青葉区台原２－１２－８ 022-272-8431

青葉区 きたのはら女性クリニック 産婦人科 仙台市青葉区国分町２－２－５ 022-722-2077

青葉区 鬼怒川産婦人科女性内科医院 産婦人科 仙台市青葉区小田原６－６－１ 022-227-2205

青葉区 桜ヒルズウィメンズクリニック 産婦人科 仙台市青葉区桜ケ丘３－９－１ 022-279-3367

青葉区 セイントマザークリニック 産婦人科 仙台市青葉区支倉町１－３１ 022-263-8001

青葉区 なかやま医院 産婦人科 仙台市青葉区中山４－１３－３６ 022-725-6910

青葉区 八幡レディースクリニック 産婦人科 仙台市青葉区八幡３－１－５０ 022-217-7825

青葉区 ひがしかつやまクリニック 産婦人科 仙台市青葉区東勝山２－１４－１３ 022-728-6501

青葉区 メリーレディースクリニック 産婦人科 仙台市青葉区落合６－１－４ 022-391-0315

青葉区 医療法人向仁会　永井産婦人科 産婦人科 仙台市青葉区支倉町４－３ 022-222-5582

青葉区 五十嵐産婦人科医院 産婦人科 仙台市青葉区本町２－８－２４ 022-223-3404

青葉区 笹森医院 産婦人科 仙台市青葉区本町２－１３－１３ 022-222-9081

青葉区 上杉・五十嵐産婦人科医院 産婦人科 仙台市青葉区上杉５－６－２２ 022-261-3231

青葉区 長池産婦人科 産婦人科 仙台市青葉区中央３－４－２ 022-222-5251

青葉区 北仙台レディースクリニック 産婦人科 仙台市青葉区昭和町５－２８ 022-234-3541

青葉区 婦人科クリニック古賀 婦人科 仙台市青葉区柏木２－５－１２ 022-234-9086

青葉区 京野アートクリニック 婦人科 仙台市青葉区本町１－１－１ 022-722-8841

青葉区 森ウィメンズクリニック 婦人科 仙台市青葉区南吉成３－１－２３ 022-719-3767

青葉区 あやし眼科クリニック 眼科 仙台市青葉区栗生７－１０－１ 022-302-8455

青葉区 むとう眼科医院 眼科 仙台市青葉区国見ケ丘１－４－１１ 022-277-2772

青葉区 山本眼科医院 眼科 仙台市青葉区宮町４－６－２４ 022-222-1629

青葉区 医療法人社団　おくやまアイクリニック 眼科 仙台市青葉区荒巻中央１７－１６ 022-279-2222

青葉区 医療法人社団　小田眼科医院 眼科 仙台市青葉区八幡２－１－２０ 022-234-7408

青葉区 医療法人社団平成会　平成眼科病院 眼科 仙台市青葉区郷六字沼田１３－３ 022-302-1071
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青葉区 馬場眼科 眼科 仙台市青葉区中央３－１－２４ 022-263-5277

青葉区 朴澤耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科 仙台市青葉区国分町２－１４－１８ 022-397-8338

青葉区 みみ・はな・のど北仙台クリニック 耳鼻咽喉科 仙台市青葉区堤町１－１－２エムズ北仙台４Ｆ 022-275-3388

青葉区 医療法人社団豊陽会　金子耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科 仙台市青葉区国見２－９－１４ 022-233-7722

青葉区 神林耳鼻咽喉科医院 耳鼻咽喉科 仙台市青葉区中山４－２５－２２ 022-277-2377

青葉区 東北福祉大学　せんだんホスピタル 児童精神科 仙台市青葉区国見ヶ丘６－６５－８ 022-303-0125

青葉区 島守クリニック 心療内科 仙台市青葉区中央２－１１－１ 022-797-7518

青葉区 医療法人星陵会　仙台星陵クリニック 放射線科 仙台市青葉区木町通２－４－４５ 022-273-3533

青葉区 ＪＲ仙台病院 総合 仙台市青葉区五橋１－１－５ 022-380-2317

青葉区 イムス明理会仙台総合病院 総合 仙台市青葉区中央４－５－１ 022-268-3172

青葉区 東北大学病院 総合 仙台市青葉区星陵町１－１ 022-717-7000

青葉区 東北労災病院 総合 仙台市青葉区台原４－３－２１ 022-275-1111

宮城野区 いのうえ小児科クリニック 小児科 仙台市宮城野区福室２－６－２４ 022-254-1101

宮城野区 キッズクリニック田子 小児科 仙台市宮城野区田子西１－１０－９ 022-290-9377

宮城野区 高橋小児科医院 小児科 仙台市宮城野区原町３－７－１７ 022-257-1771

宮城野区 東仙台クリニック 小児科 仙台市宮城野区東仙台１－７－１ 022-792-8661

宮城野区 まんてん堂こどもクリニック 小児科 仙台市宮城野区新田東３－２－７ 022-782-6260

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

宮城野区 医療法人社団永井小児科医院 小児科 仙台市宮城野区宮城野１－２５－１０ 022-256-3466

宮城野区 宮城県済生会こどもクリニック 小児科 仙台市宮城野区東仙台６－１－１ 022-293-1281

宮城野区 熊谷小児科医院 小児科 仙台市宮城野区宮千代１－１１－１４ 022-232-6335

宮城野区 財団法人光ヶ丘スペルマン病院 小児科 仙台市宮城野区東仙台６－７－１ 022-257-0231

宮城野区 自衛隊仙台病院 小児科 仙台市宮城野区南目館１－１ 022-231-1111

宮城野区 森川小児科アレルギー科クリニック 小児科 仙台市宮城野区小田原弓ノ町１００－１ 022-256-6211

宮城野区 色川内科小児科医院 内科 仙台市宮城野区福田町２－５－１３ 022-258-1051

宮城野区 さいわい町ファミリークリニック 内科 仙台市宮城野区幸町２－２１－８ 022-781-9815

宮城野区 たかはし内科 内科 仙台市宮城野区東仙台２－５－３ 022-257-3227

宮城野区 内科小児科　本間医院 内科 仙台市宮城野区新田２－２－１７ 022-237-1024

宮城野区 のむら内科心療内科クリニック 内科 仙台市宮城野区岩切１－２６－２７ 022-396-8755

宮城野区 医療法人　岩切病院 内科 仙台市宮城野区岩切字稲荷２１ 022-255-5555

宮城野区 医療法人社団希星会　星内科小児科医院 内科 仙台市宮城野区幸町２－２０－１３ 022-256-1973

宮城野区 清水内科小児科医院 内科 仙台市宮城野区萩野町２－１７－６ 022-231-0280

宮城野区 木下内科クリニック 内科 仙台市宮城野区原町２－４－４３ 022-257-0505

宮城野区 中條整形外科医院 整形外科 仙台市宮城野区二十人町３１０－６ 022-291-5372

宮城野区 さのクリニックアレルギー科・呼吸器科・内科 アレルギー科 仙台市宮城野区小田原金剛院丁５－５ 022-291-2680
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宮城野区 福井医院 神経内科 仙台市宮城野区東宮城野４－２ 022-236-8831

宮城野区 医療法人社団康陽会　中嶋病院 外科 仙台市宮城野区大梶１５－２７ 022-291-5191

宮城野区 なかむら脳神経外科 脳神経外科 仙台市宮城野区新田東１－８－１ 022-232-0770

宮城野区 志賀整形形成外科 整形外科 仙台市宮城野区小田原１－５－１３ 022-295-0288

宮城野区 医療法人社団桂仁会　桂仁会クリニック 形成外科 仙台市宮城野区榴岡２－２－２３ 022-797-2300

宮城野区 熊坂皮フ科クリニック 皮膚科 仙台市宮城野区鶴ヶ谷５－１５－２ 022-252-6211

宮城野区 医療法人社団　丹野皮膚科内科小児科 皮膚科 仙台市宮城野区原町２－１－６９ 022-297-1158

宮城野区 しまクリニック・産科・婦人科 産婦人科 仙台市宮城野区栄２－２１－３ 022-259-4832

宮城野区 仙台ARTクリニック 婦人科 仙台市宮城野区名掛丁２０６－１３ 022-791-8851

宮城野区 桃野レディースクリニック 婦人科 仙台市宮城野区五輪２－１４－１０ 022-293-5937

宮城野区 神尾眼科 眼科 仙台市宮城野区五輪２－９－１０ 022-292-0800

宮城野区 仙台医療センター 総合 仙台市宮城野区宮城野２－８－８ 022-293-1111

若林区 かやば小児科医院 小児科 仙台市若林区中倉１－１１－３ 022-237-0081

若林区 しんてらこどもクリニック 小児科 仙台市若林区新寺１－８－１－２Ｆ 022-298-6188

若林区 大はしこどもクリニック 小児科 仙台市若林区沖野３－１２－３３ 022-294-0084

若林区 たかやなぎこども医院 小児科 仙台市若林区上飯田１－２１－１８ 022-286-8811

若林区 はなクリニック 小児科 仙台市若林区荒井２－１８－１１ 022-288-8777

若林区 あらまち内科クリニック 内科 仙台市若林区荒町１２３ 022-225-0271

若林区 えびな総合クリニック 内科 仙台市若林区荒井字札屋敷３６ 022-294-6633

若林区 まつだクリニック内科・消化器内科 内科 仙台市若林区六丁の目中町１－１７ 022-287-8611

若林区 やべ内科クリニック 内科 仙台市若林区沖野４－３－２０ 022-285-3151

若林区 佐藤内科クリニック 内科 仙台市若林区蒲町２７－２１ 022-781-2521

若林区 入野田内科小児科 内科 仙台市若林区河原町１－２－５８ 022-223-0459

若林区 五橋駅前クリニック 循環器科 仙台市若林区清水小路８－２Ｆ 022-796-3120

若林区 愛宕橋にしざわ脳神経外科クリニック 脳神経外科 仙台市若林区土樋６２ 022-263-2438

若林区 Ｔ'ｓレディースクリニック 産婦人科 仙台市若林区荒井３－２６－１ 022-288-1103

若林区 おざわ女性総合クリニック 産婦人科 仙台市若林区荒町１９２ 022-222-9716

若林区 ちえこ・ゆきかレディースクリニック 産婦人科 仙台市若林区六丁の目中町１－１６ 022-287-8612

若林区 松永女性クリニック 産婦人科 仙台市若林区河原町１－３－１７ 022-722-3288

若林区 東北医科薬科大学　若林病院 総合 仙台市若林区大和町２－２９－１ 022-236-5711

太白区 サポートはぎ診療所 小児科 仙台市太白区大野田字宮脇１０－１ 022-746-6881

太白区 すがわら小児科クリニック 小児科 仙台市太白区あすと長町１－２－１ 022-797-7607

太白区 すずき整形外科・小児科内科 小児科 仙台市太白区長町南３－３５－１ 022-248-1665

太白区 なるみ赤ちゃんこどもクリニック 小児科 仙台市太白区長町南３－９－２８ 022-746-8452

太白区 花水こどもクリニック 小児科 仙台市太白区泉崎１－３２－１５ 022-743-2525

5



宮城県立こども病院
<地区名/主診療科/医療機関名称五十音順> 登録医療機関名簿（医科） 平成３１年１月１１日現在

地区名 医療機関名称 主診療科 住所 電話番号

太白区 財団法人宮城厚生協会長町病院 小児科 仙台市太白区長町３－７－２６ 022-746-5161

太白区 松本小児科 小児科 仙台市太白区長町４－７－２３ 022-246-2525

太白区 尾形小児科クリニック 小児科 仙台市太白区袋原字台３１－１ 022-242-6881

太白区 柳生吉田こどもクリニック 小児科 仙台市太白区柳生字田中８－８ 022-306-0133

太白区 あすと長町みんなのクリニック 内科 仙台市太白区あすと長町１－３－１　２Ｆ 022-796-8020

太白区 医療法人社団　河野医院 内科 仙台市太白区旗立２－４－１８ 022-307-0271

太白区 医療法人社団　丸山アレルギークリニック 内科 仙台市太白区あすと長町４－２－１０ 022-304-1191

太白区 うちだクリニック 内科 仙台市太白区長町１－６－３ 022-748-0567

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

太白区 ユキクリニック 内科 仙台市太白区長町７－１９－２６ 022-304-5222

太白区 医療法人社団誠英会　西中田中央内科小児科 内科 仙台市太白区西中田５－１２－１２ 022-241-1131

太白区 医療法人社団静実会　ないとうクリニック 内科 仙台市太白区茂庭台３－３０－３０ 022-281-5490

太白区 医療法人天佑　大岡内科医院 内科 仙台市太白区八木山緑町８－３３ 022-229-0233

太白区 宮田医院 内科 仙台市太白区四郎丸字吹上７１－４ 022-241-4623

太白区 山田医院 内科 仙台市太白区金剛沢３－１４－３３ 022-245-5711

太白区 小林内科医院 内科 仙台市太白区鹿野２－４－１５ 022-248-3063

太白区 青沼内科医院 内科 仙台市太白区郡山３－２２－６ 022-248-6630

太白区 中田内科胃腸科医院 内科 仙台市太白区中田４－１６－３ 022-306-1511

太白区 あすと長町整形外科クリニック 整形外科 仙台市太白区あすと長町１－３－１ 022-397-7331

太白区 谷整形外科クリニック 整形外科 仙台市太白区東中田４－２２－２ 022-242-3322

太白区 ひご整形外科クリニック 整形外科 仙台市太白区長町１－９－１０ 022-308-3777

太白区 医療法人社団　あんどうクリニック 消化器科 仙台市太白区四郎丸字吹上２８－３８ 022-741-7555

太白区 かさい内科クリニック 循環器科 仙台市太白区富沢南１－２５－１ 022-746-5885

太白区 （医）南大野田こいけクリニック 小児外科 仙台市太白区南大野田１０－４ 022-247-4228

太白区 医療法人社団太長会　浅沼整形外科 整形外科 仙台市太白区長町４－７－１２ 022-247-7533

太白区 あすと長町　皮ふ科クリニック 皮膚科 仙台市太白区あすと長町１－３－１ 022-796-7381

太白区 あいクリニック 泌尿器科 仙台市太白区長町５－９－６ 022-304-0929

太白区 仙台柳生クリニック 泌尿器科 仙台市太白区柳生７－１６－１ 022-241-6651

太白区 医療法人鹿苑会　佐々木悦子婦人科クリニック 産婦人科 仙台市太白区鹿野本町１１－２１ 022-246-7310

太白区 しな子女性クリニック 産婦人科 仙台市太白区長町南３－１－５０　４Ｆ 022-304-0475

太白区 仙台ソレイユ母子クリニック 産婦人科 仙台市太白区大野田４－３１－３ 022-248-5001

太白区 医療法人　西多賀眼科医院 眼科 仙台市太白区西多賀４－７－３０ 022-244-7160

太白区 医療法人社団　長谷川眼科医院 眼科 仙台市太白区長町１－５－６ 022-247-5562

太白区 みみ・はな・のど富沢クリニック 耳鼻咽喉科 仙台市太白区富沢南２－１７－１４ 022-248-3366

太白区 ＪＣＨＯ仙台南病院 総合 仙台市太白区中田町字前沖１４３ 022-306-1711
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太白区 仙台市立病院 総合 仙台市太白区あすと長町１－１－１ 022-308-9920

太白区 総合病院仙台赤十字病院 総合 仙台市太白区八木山本町２－４３－３ 022-243-1111

泉区 五十嵐小児科・Ｕ歯科 小児科 仙台市泉区高森４－２－５３６ 022-377-4832

泉区 泉七北田こどもの杜クリニック 小児科 仙台市泉区七北田字東裏２７－２ 022-344-6315

泉区 おかだ小児科 小児科 仙台市泉区黒松１－３－５ 022-728-6057

泉区 亀谷小児科 小児科 仙台市泉区将監２－１２－５ 022-372-2110

泉区 ホーム・ドクターズ奥山 小児科 仙台市泉区加茂４－４－５ 022-377-2882

泉区 医療法人社団　桂内科・こどもクリニック 小児科 仙台市泉区桂３－１－４ 022-375-7220

泉区 向陽台クリニック 小児科 仙台市泉区向陽台３－３－１６ 022-373-6800

泉区 泉中央こどもクリニック 小児科 仙台市泉区泉中央３－２９－７ 022-771-5510

泉区 長谷川小児科医院 小児科 仙台市泉区泉中央３－１－９ 022-375-0555

泉区 南光台やまもと小児科 小児科 仙台市泉区南光台３－２３－２２ 022-727-2577

泉区 虹の丘小児科内科クリニック 小児科 仙台市泉区虹の丘１－１１－１６ 022-373-9088

泉区 Ｔ＆Ａ内科クリニック 内科 仙台市泉区将監８－１５－３１ 022-355-7666

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

泉区 医療法人佳友会　杜の泉内科・循環器科 内科 仙台市泉区寺岡５－１－２５ 022-378-9975

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

泉区 橋本内科胃腸科医院 内科 仙台市泉区長命ヶ丘３－２－８ 022-378-5524

泉区 八乙女駅前内科小児科クリニック 内科 仙台市泉区八乙女中央１－３－２６ 022-739-8804

泉区 やかた内科・小児科クリニック 内科 仙台市泉区館３－３７－１ 022-348-2252

泉区 医療法人　佐竹医院 内科 仙台市泉区南光台５－２８－３ 022-271-7111

泉区 岡部クリニック 内科 仙台市泉区南中山２－３８－３ 022-376-0180

泉区 泉パークタウンクリニック 内科 仙台市泉区高森７－４５－３ 022-378-7550

泉区 大澤内科医院 内科 仙台市泉区住吉台東２－８－２０ 022-376-3631

泉区 南中山内科クリニック 内科 仙台市泉区南中山３－１６－４ 022-348-2301

泉区 畑岡内科クリニック 内科 仙台市泉区寺岡１－２－１ 022-378-8511

泉区 髙木外科胃腸科医院 胃腸科 仙台市泉区南中山２－２７－１ 022-379-3811

泉区 医療法人慶隆会　松陵かきざきクリニック 消化器科 仙台市泉区松陵２－２２－３ 022-772-2666

泉区 医療法人社団　小松クリニック 消化器内科 仙台市泉区泉中央１－３８－１７ 022-772-8801

泉区 北中山クリニック 呼吸器科 仙台市泉区北中山２－１－２４ 022-348-2650

泉区 しょうげん内科クリニック 循環器科 仙台市泉区将監殿３－２１－７ 022-772-2130

泉区 春山内科小児科医院 循環器科 仙台市泉区松陵４－２－５ 022-375-8023

泉区 医療法人社団回陽堂　八乙女クリニック 神経科 仙台市泉区八乙女２－１２－２ 022-374-3555

泉区 桂島いずみクリニック 内分泌科 仙台市泉区桂１－１７－７ 022-771-8876

泉区 医療法人社団　いずみクリニック 外科 仙台市泉区加茂４－４－２ 022-377-0551
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泉区 仙台脳外科クリニック泉中央 脳神経外科 仙台市泉区泉中央１－３９－２ 022-343-0655

泉区 白木原クリニック 整形外科 仙台市泉区南光台７－１－９６ 022-739-8230

泉区 本間記念東北整形外科・東北歯科 整形外科 仙台市泉区上谷刈４－９－２２ 022-371-5511

泉区 森整形外科リウマチ科クリニック 整形外科 仙台市泉区南中山１－４２－５ 022-279-1184

泉区 北原整形外科 整形外科 仙台市泉区南光台南２－１６－２４ 022-252-7735

泉区 泉中央皮ふ科クリニック 皮膚科 仙台市泉区泉中央１－２６－５ 022-771-7410

泉区 おがわ皮フ科クリニック 皮膚科 仙台市泉区七北田字野山１０－３４ 022-773-1255

泉区 北中山皮膚科医院 皮膚科 仙台市泉区北中山２－３２－５ 022-376-7275

泉区 いずみ泌尿器科クリニック 泌尿器科 仙台市泉区泉中央３－２９－７ 022-371-4135

泉区 泌尿器科　泉中央病院 泌尿器科 仙台市泉区上谷刈４－１６－１４ 022-373-5056

泉区 岡村婦人科クリニック 産婦人科 仙台市泉区高森１－１－２８７ 022-378-0511

泉区 桂高森Ｓ・Ｓレディースクリニック 産婦人科 仙台市泉区高森１－１－１９４ 022-777-1020

泉区 泉レディースクリニック 産婦人科 仙台市泉区泉中央３－２９－７ 022-772-5810

泉区 八乙女レディースクリニック 産婦人科 仙台市泉区上谷刈１－７－３３ 022-772-6020

泉区 たけだ眼科 眼科 仙台市泉区市名坂字竹内１００－３ 022-771-6442

泉区 桂眼科 眼科 仙台市泉区桂３－２－３ 022-771-7727

泉区 医療法人社団　桂耳鼻科 耳鼻咽喉科 仙台市泉区桂３－１－６ 022-375-3355

泉区 将監耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科 仙台市泉区将監１０－１２－１－２ 022-374-1551

泉区 加茂耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科 仙台市泉区上谷刈字赤坂６－８７ 022-374-8733

泉区 住吉台耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科 仙台市泉区住吉台東３－２－１ 022-376-2460

泉区 いずみの杜診療所 精神科 仙台市泉区松森字下町８－１ 022-772-9801

名取市 みどり台小児科 小児科 名取市みどり台１－３－１ 022-386-7220

名取市 曽我内科こどもクリニック 小児科 名取市杉ケ袋字前沖７１－１ 022-381-5988

名取市 丹野小児科医院 小児科 名取市大手町３－６２０－１ 022-382-3780

名取市 あいのもりクリニック 内科 名取市愛の杜１－２－１ 022-784-1550

名取市 エアリ総合内科　漢方クリニック 内科 名取市増田字関下４６０ 022-797-8601

名取市 時計台クリニック 内科 名取市杜せきのした２－６－７ 022-398-3353

名取市 めでしまのさと内科クリニック 内科 名取市愛島郷１－１６－２８ 022-302-6551

名取市 ひまわり内科消化器科クリニック 糖尿病 名取市みどり台２－４－３ 022-386-8333

名取市 あべ脳神経クリニック 脳神経外科 名取市上余田字市ノ坪２７０ 022-381-5035

名取市 さとうクリニック 泌尿器科 名取市手倉田諏訪５６５－１ 022-384-1883

名取市 洞口　佐藤クリニック 泌尿器科 名取市増田１－５－１２ 022-382-2333

名取市 春ウィメンズクリニック 産婦人科 名取市田高字南２７－１ 022-302-3188

名取市 医療法人社団　名取駅西口クリニック 精神科 名取市手倉田八幡４２８－１ 022-382-5955

岩沼市 いたのこどもクリニック 小児科 岩沼市恵み野１－７－６ 0223-29-4158
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岩沼市 森川こどもクリニック 小児科 岩沼市土ヶ崎４－１－１２ 0223-25-2711

岩沼市 医療法人社団恒榮会　中川医院 内科 岩沼市桜４－１－３ 0223-22-2016

岩沼市 佐藤医院 内科 岩沼市中央２－５－３０ 0223-22-2848

岩沼市 緑の里クリニック 内科 岩沼市北長谷字畑向山南２７－２ 0223-23-2678

岩沼市 あおば内科・胃腸内科クリニック 胃腸内科 岩沼市恵み野２－２－２ 0223-29-3741

岩沼市 青木神経科・内科クリニック 神経科 岩沼市中央１－４－１３ 0223-24-5501

岩沼市 医療法人将道会総合南東北病院 脳神経外科 岩沼市里の杜１－２－５ 0223-23-3151

岩沼市 なかやま整形外科クリニック 整形外科 岩沼市押分字間畑１０－１ 0223-23-1639

岩沼市 森整形外科クリニック 整形外科 岩沼市桜１－１－１１ 0223-22-1311

岩沼市 スズキ記念病院 産婦人科 岩沼市里の杜３－５－５ 0223-23-3111

亘理郡 大友医院ヒロミ小児科 小児科 亘理郡亘理町字下小路１８－１ 0223-34-3204

亘理郡 浅生原クリニック 内科 亘理郡山元町浅生原字日向２０－２ 0223-23-0345

亘理郡 やべ内科クリニック亘理診療所 内科 亘理郡亘理町吉田字松崎７０－１ 0223-34-3003

亘理郡 松村クリニック 外科 亘理郡山元町坂元字道合７０ 0223-38-0005

亘理郡 みやぎ南部整形外科クリニック 整形外科 亘理郡亘理町逢隈高屋字石堂１８７－１ 0223-36-7577

亘理郡 亘理整形外科 整形外科 亘理郡亘理町逢隈鹿島字寺前南２７ 0223-34-5303

塩竈市 坂総合病院 小児科 塩竈市錦町１６－５ 022-365-5175

塩竈市 塩竈市立病院 小児科 塩竈市香津町７－１ 022-364-5521

塩竈市 横山小児科医院 小児科 塩竈市錦町７－１５ 022-364-2255

塩竈市 無量井内科クリニック 内科 塩竈市東玉川町２－２８ 022-361-3577

塩竈市 永健会　冨永内科医院 内科 塩竈市松陽台１－１－２－２ 022-365-7188

塩竈市 本間医院 内科 塩竈市本町３－２０ 022-364-1760

塩竈市 赤石病院 小児外科 塩竈市花立町２２－４２ 022-362-8131

塩竈市 いけの医院 産婦人科 塩竈市藤倉３－１７－５ 022-367-1110

塩竈市 医療法人社団　大井産婦人科 産婦人科 塩竈市新富町２８－３４ 022-362-.3231

塩竈市 医療法人敬仁会　遠藤レディスクリニック 産婦人科 塩竈市花立町１－３２ 022-362-5603

多賀城市 かくたこども＆アレルギークリニック 小児科 多賀城市中央１－１６－８ 022-368-7717

多賀城市 坂総合クリニック 小児科 多賀城市下馬２－１３－７ 022-361-7011

多賀城市 石井小児科 小児科 多賀城市高崎３－２７－２７ 022-368-8081

多賀城市 まえひらクリニック 内科 多賀城市高橋５－３－２ 022-389-2575

宮城郡 小野寺医院 小児科 宮城郡松島町高城字町６１ 022-354-2607

宮城郡 たかだこども医院 小児科 宮城郡利府町沢乙東１－１４ 022-767-6555

宮城郡 医療法人社団　中山クリニック 内科 宮城郡松島町磯崎２－８ 022-353-2333

宮城郡 しらかし台医院 内科 宮城郡利府町しらかし台２－１２－１ 022-356-6681

宮城郡 かしま田園クリニック 消化器科 宮城郡七ヶ浜町松ヶ浜字謡１３７－２０ 022-357-7531
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宮城郡 ウィメンズクリニック利府 産婦人科 宮城郡利府町澤乙字寺下３２－１ 022-349-0678

黒川郡 田山小児科医院 小児科 黒川郡大和町吉岡字館下２２－５ 022-345-0738

黒川郡 杉山内科胃腸科小児科医院 消化器科 黒川郡大郷町字粕川字大旦原２１－１ 022-359-4123

黒川郡 かとう眼科医院 眼科 黒川郡大和町吉岡東２－８－１０ 022-347-1682

富谷市 ちば小児科医院 小児科 富谷市富谷北裏４７ 022-358-0601

富谷市 のりこ小児科医院 小児科 富谷市日吉台２－２４－２ 022-358-1212

富谷市 明石台こどもクリニック 小児科 富谷市明石台６－１－２０ 022-725-8815

富谷市 大清水内科クリニック 内科 富谷市大清水１－２－３ 022-346-0482

富谷市 コミュニティークリニック上桜木 小児科 富谷市上桜木２－３－４ 022-358-1976

富谷市 富谷医院 内科 富谷市ひより台１－４５－１ 022-358-2871

富谷市 医療法人社団みらい　いとうクリニック 外科 富谷市成田４－１－１１ 022-348-3051

富谷市 やすこ女性クリニック 産婦人科 富谷市明石台６－１－２０ 022-342-1255

富谷市 新富谷Ｓ・Ｓレディースクリニック 産婦人科 富谷市成田９－１－２０ 022-348-3534

富谷市 明石台レディースクリニック 産婦人科 富谷市明石台２－１３－１ 022-772-8188

富谷市 あかいし台眼科 眼科 富谷市明石台６－１－２０ 022-346-1719

富谷市 なりた耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科 富谷市成田４－１８－８ 022-344-6208

白石市 加藤小児科 小児科 白石市大手町３－１３ 0224-26-2653

白石市 柿崎小児科 小児科 白石市沢端町１－３７ 0224-25-2210

白石市 えんどうクリニック 循環器科 白石市兎作４０－１ 0224-26-3888

白石市 こまつ外科内科クリニック 外科 白石市城南２－２－６ 0224-22-2115

白石市 公立刈田綜合病院 総合 白石市福岡蔵本字下原沖３６ 0224-25-2145

角田市 ウィメンズクリニック金上 産婦人科 角田市角田字田町１１４－１２ 0224-61-2001

刈田郡 内方医院 小児科 刈田郡蔵王町宮字町３２ 0224-32-2101

柴田郡 医療法人　さくら小児科医院 小児科 柴田郡大河原町住吉町１１－１ 0224-51-5355

柴田郡 おおぬま小児科 小児科 柴田郡柴田町槻木上町１－１－５１ 0224-87-7561

柴田郡 山家内科小児科医院 内科 柴田郡川崎町大字前川字中町７６－２ 0224-84-2023

柴田郡 ふなばさま医院 消化器内科 柴田郡柴田町大字本船迫字上町２６－３２ 0224-58-2220

柴田郡 医療法人社団　毛利クリニック 産婦人科 柴田郡柴田町船岡西１－９－２８ 0224-55-3509

柴田郡 宮上クリニック 産婦人科 柴田郡柴田町西船迫２－７－１ 0224-55-4103

柴田郡 やすだ耳鼻咽喉科・アレルギー科クリニック 耳鼻咽喉科 柴田郡柴田町槻木駅西１－４－７ 0224-86-3329

柴田郡 国民健康保険川崎病院 総合 柴田郡川崎町大字前川字北原２３－１ 0224-84-2119

伊具郡 山本医院 内科 伊具郡丸森町字町６２－１ 0224-72-1351

大崎市 医療法人　ありま小児科医院 小児科 大崎市古川駅南２－４－２０ 0229-22-7070

大崎市 まつうら内科小児科クリニック 小児科 大崎市古川大宮１－１－７９ 0229-23-5677

大崎市 近江内科医院 内科 大崎市三本木字しらとり１７－３ 0229-52-3057
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大崎市 冨樫クリニック 内科 大崎市古川大宮８－９－１５ 0229-23-4456

大崎市 財団法人佐藤病院 内科 大崎市古川中里１－３－１８ 0229-22-0207

大崎市 渡辺外科胃腸科医院 外科 大崎市鹿島台平渡字巳待田４３０－１ 0229-56-5211

大崎市 早坂整形外科 整形外科 大崎市古川北稲葉１－２－２５ 0229-21-9100

大崎市 関井レディースクリニック 産婦人科 大崎市古川駅東２－１０－３１ 0229-21-3666

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

大崎市 わんや産婦人科 産婦人科 大崎市古川駅南３－１１－２ 0229-21-0303

大崎市 中川記念　ちか子女性クリニック 婦人科 大崎市古川駅前大通６－１－２３ 0229-23-0655

大崎市 大崎市民病院 総合 大崎市古川穂波３－８－１ 0229-23-3311

加美郡 公立加美病院 小児科 加美郡色麻町四竃字杉成９ 0229-66-2500

加美郡 ありまファミリークリニック 内科 加美郡加美町西町１９ 0229-63-2230

加美郡 鈴木内科医院 内科 加美郡加美町字旧館１－１７ 0229-63-3056

遠田郡 美里町立南郷病院 総合 遠田郡美里町木間塚字原田５ 0229-58-1234

栗原市 ほそや小児科 小児科 栗原市栗駒岩ヶ崎神南２７－４ 0228-45-5660

栗原市 栗原市立栗原中央病院 小児科 栗原市築館宮野中央３－１－１ 0228-21-5330

栗原市 医療法人社団玄成会 達内科小児科 内科 栗原市築館薬師４－３－３０ 0228-22-2655

栗原市 佐藤内科小児科医院 内科 栗原市築館伊豆１－１０－２５ 0228-22-3205

栗原市 ささき産婦人科クリニック 産婦人科 栗原市築館伊豆４－６－６０ 0228-22-2412

登米市 医療法人社団圭秀会　八木小児科医院 小児科 登米市迫町佐沼字西佐沼１２５ 0220-22-2566

登米市 登米市立登米市民病院 小児科 登米市迫町佐沼字下田中２５ 0220-22-5511

登米市 佐幸医院 内科 登米市迫町佐沼字錦１０ 0220-22-7003

登米市 千葉医院 消化器内科 登米市迫町佐沼字天神前８０ 0220-22-3725

登米市 結城産婦人科医院 産婦人科 登米市迫町佐沼字小金丁２２－５ 0220-22-3252

石巻市 あいかわ小児クリニック 小児科 石巻市丸井戸３－４－１０ 0225-92-8805

石巻市 医療法人　中山こどもクリニック 小児科 石巻市中里３－４－２７ 0225-95-4121

石巻市 おおば小児クリニック 小児科 石巻市門脇字青葉西３８－１ 0225-93-9693

石巻市 医療法人　阿部こどもクリニック 小児科 石巻市千石町６－１１ 0225-22-1152

石巻市 医療法人社団信和会ものうファミリークリニック 小児科 石巻市桃生町中津山字八木１６７－４ 0225-76-4024

石巻市 佐々木医院 小児科 石巻市和渕字和渕町８６ 0225-72-3122

石巻市 石巻赤十字病院 小児科 石巻市蛇田字西道下７１ 0225-21-7220

石巻市 石巻市立病院 外科 石巻市穀町１５－１ 0225-23-7832

石巻市 医療法人　あべクリニック産科婦人科 産婦人科 石巻市大街道西２－１－８０ 0225-22-3322

石巻市 齋藤産婦人科医院 産婦人科 石巻市中央３－５－２６ 0225-22-0707

東松島市 真壁病院 内科 東松島市矢本字鹿石前１０９－４ 0225-82-7111

東松島市 わたなべ整形外科 整形外科 東松島市赤井字南１－２５３ 0225-84-2323
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東松島市 うつみレディスクリニック 産婦人科 東松島市赤井字八反谷地１３２－６ 0225-84-2868

牡鹿郡 女川町立病院 内科 牡鹿郡女川町鷲神浜字堀切山５１－６ 0225-53-5511

気仙沼市 佐々木小児科医院 小児科 気仙沼市本郷９－２ 0226-22-6811

気仙沼市 三条小児科医院 小児科 気仙沼市田中前２－８－４ 0226-23-0088

気仙沼市 おだか医院 胃腸科 気仙沼市田中前４－１０－２ 0226-22-3210

気仙沼市 医療法人順化会　猪苗代病院 外科 気仙沼市南町１－３－７ 0226-22-7180

気仙沼市 気仙沼市立病院 総合 気仙沼市赤岩杉ノ沢８－２ 0226-22-7100

青森県 青森県立中央病院 小児科 青森県青森市東造道２－１－１ 017-726-8377(連）

青森県 三沢市立　三沢病院 小児科 青森県三沢市大字三沢字堀口１６４－６５ 0176-53-2161

青森県 むつ総合病院 小児科 青森県むつ市小川町１－２－８ 0175-22-2111

青森県 医療法人　中山こどもクリニック 小児科 青森県八戸市江陽１－１８－５ 0178-47-9900

青森県 十和田市立中央病院 小児科 青森県十和田市西十二番町１４－８ 0176-23-5121

青森県 青森市民病院 小児科 青森県青森市勝田１－１４－２０ 017-734-2171

青森県 村井内科クリニック 内科 青森県八戸市吹上３－５－３ 0178-43-5500

青森県 弘前病院 消化器内科 青森県弘前市大字富野町１ 0172-32-4311

青森県 青森県立はまなす医療療育センター 整形外科 青森県八戸市大字大久保字大塚１７－７２９ 0178-31-5005

青森県 八戸市立市民病院 総合 青森県八戸市田向３－１－１ 0178-72-5111

青森県 八戸赤十字病院 総合 青森県八戸市田面木字中明戸２ 0178-27-3111

青森県 弘前市立病院 総合 青森県弘前市大字大町３－８－１ 0172-34-3211

岩手県 岩手県立大船渡病院 小児科 岩手県大船渡市大船渡町字山馬越１０－１ 0192-26-1111

岩手県 岩手県立釜石病院 小児科 岩手県釜石市甲子町第１０地割４８３－６ 0193-25-2011

岩手県 岩手県立中央病院 小児科 岩手県盛岡市上田１－４－１ 019-653-1151

岩手県 岩手県立宮古病院 小児科 岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第１地割１１－２６ 0193-62-4011

岩手県 奥州市総合水沢病院 小児科 岩手県奥州市水沢区大手町３－１ 0197-25-3833

岩手県 前多小児科クリニック 小児科 岩手県盛岡市盛岡駅前通り９－１０ 019-601-7478

岩手県 水沢キッズクリニック 小児科 岩手県奥州市水沢区字横町９４ 0197-51-1770

岩手県 もりおかこども病院 小児科 岩手県盛岡市上田字松屋敷１１－１４ 019-662-5656

岩手県 誠信堂医院 小児科 岩手県一関市花泉町涌津字道下１３ 0191-82-3434

岩手県 千葉内科医院 内科 岩手県一関市山目字才天２２７ 0191-25-3211

岩手県 岩手県立中部病院 外科 岩手県北上市村崎野１７地割１０ 0197-71-1511

岩手県 一関病院 産婦人科 岩手県一関市大手町３－３６ 0191-23-2050

岩手県 コスモスレディースクリニック 産婦人科 岩手県一関市田村町５－５６ 0191-31-1103

岩手県 齊藤産婦人科医院 産婦人科 岩手県一関市中央町２－９－２０ 0191-23-6946

岩手県 岩手医科大学附属病院 総合 岩手県盛岡市内丸１９－１ 019-651-5145（連）

岩手県 岩手県立磐井病院 総合 岩手県一関市狐禅寺字大平１７ 0191-23-3452
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岩手県 盛岡赤十字病院 総合 岩手県盛岡市三本柳６地割１－１ 019-637-3111

岩手県 北上済生会病院 総合 岩手県北上市花園町１－６－８ 0197-64-7722

秋田県 大館市立総合病院 小児科 秋田県大館市豊町３－１ 0186-42-5370

秋田県 医療法人白雄会　白根病院 内科 秋田県秋田市旭北栄町５－２９ 018-862-1330

秋田県 大曲厚生医療センター 外科 秋田県大仙市大曲通町８－６５ 0187-63-2111

秋田県 由利組合総合病院 脳神経外科 秋田県由利本荘市川口字家後３８ 0184-27-1293(連）

秋田県 秋田厚生医療センター 総合 秋田県秋田市飯島西袋１－１－１ 018-880-3050

秋田県 平鹿総合病院 総合 秋田県横手市前郷字八ツ口３－１ 0182-32-5121

山形県 池田小児科クリニック 小児科 山形県山形市大字松原３１１－１ 023-666-8220

山形県 こんの小児科 小児科 山形県山形市銅町２－６－６ 023-687-0380

山形県 つちだ子どもクリニック 小児科 山形県天童市芳賀タウン南３－７－１３ 023-687-1259

山形県 ひがしたに小児科 小児科 山形県天童市南町３－１－２４ 023-651-1555

山形県 山形県立新庄病院 小児科 山形県新庄市若葉町１２－５５ 0233-28-7276

山形県 山形市立病院済生館 小児科 山形県山形市七日町１－３－２６ 023-626-6516（連）

山形県 荒井小児科医院 小児科 山形県山形市久保田1-4-27 023-674-8357

山形県 米沢市立病院 循環器科 山形県米沢市相生町６－３６ 0238-22-2450

山形県 山形病院 神経内科 山形県山形市行才１２６－２ 023-684-5566

山形県 けんじ脳神経クリニック 脳神経科 山形県東根市神町中央１－８－１１ 0237-53-6718

山形県 ふじもり形成外科クリニック 形成外科 山形県山形市松波２－２－６ 023-625-5880

山形県 医療法人　さくらクリニック 産婦人科 山形県米沢市塩井町塩野１４９５－５ 0238-26-1087

山形県 国井クリニック 産婦人科 山形県寒河江市大字中郷１４５０－１ 0237-84-4103

山形県 すこやかレディースクリニック 産婦人科 山形県鶴岡市東原町１９－２７ 0235-22-8418

山形県 北村山公立病院 総合 山形県東根市温泉町２－１５－１ 0237-43-7001

山形県 公立置賜総合病院 総合 山形県東置賜郡川西町大字西大塚２０００ 0238-46-5000

山形県 鶴岡市立荘内病院 総合 山形県鶴岡市泉町４－２０ 0235-26-5111

山形県 日本海総合病院 総合 山形県酒田市あきほ町３０ 0234-26-2001

山形県 山形県立中央病院 総合 山形県山形市大字青柳１８００ 023-685-2626

山形県 山形済生病院 総合 山形県山形市沖町７９－１ 023-682-1111

福島県 いわき市立総合　磐城共立病院 小児科 福島県いわき市内郷御厩町久世原１６ 0246-26-3151

福島県 福島赤十字病院 小児科 福島県福島市入江町１１－３１ 024-526-3853(連）

福島県 福島病院 小児科 福島県須賀川市芦田塚１３ 0248-75-2131

福島県 やまぐち小児科医院 小児科 福島県相馬市中村１－３－２７ 0244-37-8815

福島県 福島県総合療育センター 小児科 福島県郡山市富田町字上の台４－１ 024-951-0250

福島県 浜通りふれあい診療所 内科 福島県相馬市沖ノ内１－２－１０ 0244-26-7100

福島県 南相馬市立総合病院 消化器科 福島県南相馬市原町区高見町２－５４－６ 0244-22-3185(連携室）
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福島県 森田泌尿器科産婦人科医院 泌尿器科 福島県いわき市平字作町２－８－１ 0246-23-3541

福島県 あらき産婦人科クリニック 産婦人科 福島県相馬市馬場野字山越５５ 0244-35-0303

福島県 桜井産婦人科医院 産婦人科 福島県郡山市虎丸町２３－１８ 024-932-1637

福島県 太田西ノ内病院 総合 福島県郡山市西ノ内２－５－２０ 024-925-1188

福島県 総合南東北病院 総合 福島県郡山市八山田７－１１５ 024-934-5533

福島県 福島県立医科大学附属病院 総合 福島県福島市光が丘１ 024-547-1818

福島県 南東北医療クリニック 総合 福島県郡山市八山田７－１６１ 024-934-5533
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