
平成29年度　高齢者インフルエンザ予防接種実施医療機関一覧表
平成29年8月1日現在

医　療　機　関　名 住　　　所 電話番号
予　約

必要…○
不要…×

接　種　曜　日 接　種　受　付　時　間 昼　休　み　時　間

赤石病院 塩竈市花立町22-42 ３６２－８１３１ × 月～金 9：00～16：30 13：00～14：00

土 9：00～12：00

安達医院 塩竈市尾島町14-1-102 ３６４－８９０５ ○ 月～土 9：00～11：00

いけの医院 塩竈市藤倉3-17-5 ３６７－１１１０ ○ 月・火・木 9：00～11：30 12：00～14：30

14：30～17：30

水 9：00～11：30

土 9：00～11：30

14：30～16:30

及川内科医院 塩竈市尾島町5-16 ３６４－８９８６ × 月・火・水・金 9：00～17：30 12：30～14：00

木・土 9：00～12：00

大井産婦人科医院 塩竈市新富町28-34 ３６２－３２３１ × 月・火・木・金 8：30～17：30 12：30～15：00

水・土 8：30～12：00

川合整形外科クリニック 塩竈市藤倉2-4-20 ３６５－６８１８ × 月・火・木・金 9：00～18：00 12：30～14：30

水・土 9：00～12：00

金医院 塩竈市旭町5-10 ３６２－２０２６ ○ 月・火・木・金 8：30～17：30 12：00～13：40

水・土 8：30～11：30

坂総合病院 塩竈市錦町16-5 ３６５－５１７５ ○

坂総合病院附属北部診療所 塩竈市庚塚1-3 ３６６－７２５１ ○ 月・火・水・金 9：00～11：30

　　　　　

ささき内科・呼吸器科クリニック 塩竈市玉川1-3-30 ３６５－６２０１ × 月・火・水・金 9：00～11：30 12：30～14：30

　　　　　　　　　 14：30～17：30

木・土 9：00～11：30

塩竈市浦戸診療所 塩竈市浦戸野々島字河岸50 ３６９－２３５０ ○

塩竈市立病院 塩竈市香津町7-1 ３６４－５５２１ × 月～金 7：30～11：30　

12：00～16：00　

清水沢クリニック 塩竈市清水沢3-14-24 ３６７－６８２２ × 月・火・木・金 9：00～17：00 13：00～15：00

土 9：00～11：00

日 9：00～16：00

新浜クリニック 塩竈市新浜町1-6-18 ３６３－３３６３ ○ 月・木・金 8：30～17：00 12：00～14：00

火 8：30～12：00

菅原内科胃腸科医院 塩竈市宮町2-28 ３６２－０５１３ × 月～金 8：30～17：30 12：00～13：40

土 8：30～12：00

杉山内科 塩竈市北浜1-6-9 ３６２－１７１５ × 月・火・木・金 9：00～17：30 12：00～14：00

水 9：00～12：00

土 9：00～11：30

高橋ジェネラルクリニック 塩竈市藤倉3-6-4 ３６５－９００５ ○ 月・火・木・金 8：30～17：30 12：30～14：30

水・土 8：30～12：00

ちば整形外科クリニック 塩竈市玉川1-9-7 ３６１－６７１１ ○ 月～土 8：30～9：00

冨永内科医院 塩竈市松陽台1丁目1-2-2 ３６５－７１８８ ○ 月・火・水・金 8：30～11：30 12：00～13：30

13：30～17：30

木・土 8：30～11：30

鳥越塩釜腎クリニック 塩竈市錦町5-13 ３６５－１３６１ × 月～金 9：00～18：00 12：30～14：30

土 9：00～12：00

永沼外科整形外科医院 塩竈市宮町4-19 ３６３－１８６６ × 月～金 8：00～18：00 12：00～14：00

土 8：00～12：00

平澤内科医院 塩竈市石堂1-33 ３６５－０２２２ × 月・火・木・金 8：30～17：00 12：30～14：00

水・土 8：30～12：00

ふくちゃんクリニック 塩竈市泉沢町22-10　1F ３６５－２２３８ 備考参照 月・火・木・金 10:30～11：00 12：30～14：30

16：00～16：30

第1・3土、第2・4日 10:30～11：00

藤谷内科クリニック 塩竈市南錦町8-10 ３６１－０２１１ ○ 月・火・水・金 8：00～17：00 12：30～14：00

木・土 8：00～12：00

本塩釜耳鼻咽喉科クリニック 塩竈市北浜一丁目7-7 ３５５－９９３３ ○

本間医院 塩竈市本町3-20 ３６４－１７６０ × 月・火・水・金 9：00～11：00 12：00～14：00

14：00～17：00

木・土 9：00～11：00

緑ヶ丘病院 塩竈市西玉川町1-16 ３６２－５５５５ ○ 月～金 8：30～16：30 12：30～13：30

接種開始の時間は、午前は9：
00、午後は13：00となります。

当院は、かかりつけ患者のみ接種
します。

当院は、11月1日より接種を開始
します。かかりつけ患者のみ接種
します。

特　　記　　事　　項

定期通院している方のみ接種予
約可。それ以外の方は、坂総合ク
リニックへお問合せ下さい。

女性の方のみ接種いたします。

診療日が不定期のため、事前に
電話で確認をしてください。

当院は、11月1日より接種を開始
します。

当院は、10月10日より接種を開始
します。

当院は、かかりつけ患者のみ接種
いたします。

当院は、11月1日より接種を開始
します。

当院かかりつけ患者の方は、予約
不要です。それ以外の方は、予約
が必要です。

公益社団法人宮城県塩釜医師会
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医　療　機　関　名 住　　　所 電話番号
予　約

必要…○
不要…×

接　種　曜　日 接　種　受　付　時　間 昼　休　み　時　間

宮町脳神経・眼科クリニック 塩竈市宮町8-15 ３６２－２１２１ × 月・火・木・金 9：00～11：30

　　　 14：00～17：30

水 9：00～11：30

土 9：00～12：30

無量井内科クリニック 塩竈市東玉川町2-28 ３６１－３５７７ × 月・火・木・金 8：30～11：30 12：30～14：30

14：30～17：00

水・土 8：30～11：30

ももせクリニック 塩竈市清水沢4-37-20 ３６１－８２０１ × 月・火・木・金 9：00～11：45 12：30～14：00

14：00～16：45

水・土 9：00～11：45

やまとクリニック 塩竈市字伊保石21-1 ３６７-７６１１ ○ 月～金 9：00～12：00 12：00～14：00

14：00～18：00

横山小児科医院 塩竈市錦町7-15 ３６４－２２５５ × 月・火・木・金 9：00～17：00 12：00～14：00

水・土 9：00～11：30

いづつ内科循環器科 多賀城市高橋4-14-6 ３８９－１７６０ × 月・火・水・金 8：30～11：30 12：00～14：30

14：30～16：30

土 8：30～12：00

今井医院 多賀城市八幡2-12-70 ３６６－７３３７ ○ 月・火・水・金 9：00～12：15 13：00～14：45

14：45～17：30

木・土 9：00～12：15

岩井内科クリニック 多賀城市中央3-11-33 ３６８－８０６７ ○ 月・火・木・金 9：00～11：00 12：00～14：00

14：00～17：00

氏家胃腸科内科医院 多賀城市大代5-4-3 ３６７－５５５８ × 月・火・水・金 8：30～11：30 12：00～14：00

14：00～17：00

木・第1土・第3土・第5土 8：30～11：30

おおば医院 多賀城市下馬3-1-28 ３６３－０２１３ 備考参照 月～金 14：00～16：30

おだかクリニック 多賀城市中央1-16-6 ３０９－４９７０ × 月・火・木・金 9：00～12：00 12：00～14：00

14：00～18：00

水・土 9：00～12：00

かくたこども＆アレルギークリニック 多賀城市中央1-16-8 ３６８－７７１７ ○ （午前）　月～土 9：30～11：30 13：00～14：00

（午後）　月・火 14:00～16：30

　 （午後）　木 17：00～18：00

（午後）　金 14：30～16：30

（午後）　土 14：00～15：00

笠神ハートクリニック 多賀城市笠神4-6-16 ３６１－８０１０ × 月・火・水・金 8：30～10：45 12：30～14：00

14：00～16：30

木・土 8：30～10：45

こころのクリニックみどりの風
多賀城市中央3-10-5
オッジェ3F

３５２－１５８０ ○ 月・火・水・金 8：30～16：30 12：30～13：30

コツコツクリニック 多賀城市高橋4-20-5 ７６２－８８０６ × 月・水・金 9：00～12：00

多賀城整形外科 14：00～16：00

火 9：00～12：00

土 9：00～14：00

坂総合クリニック 多賀城市下馬2-13-7 ３６１－７０１１ ○

さざんか往診クリニック 多賀城市東田中2-2-3-3B ３５３－６２６１ ○ 月・水・木 9：00～17：00 12：00～13：00

火・金 13：00～17：00

土（隔週） 9：00～12：00

さとう整形外科クリニック 多賀城市高橋1-4-13 ３０９－３０５０ ○ 月・火・木・金 8：30～18：00 12：30～14：00

水・土 8：30～12：30

じょうなんファミリークリニック 多賀城市城南1-10-6 ７８１－７７２５ × 月・火・木・金 9：00～11：00 12：00～14：30

14：30～17：00

水・土 9：00～11：00

関口内科胃腸科医院 多賀城市八幡3-5-9 ３６２－２６６８ ○ 月・火・木・金 9：00～11：30 12：00～14：00

14：00～17：30

水・土 9：00～11：30

関クリニック 多賀城市高崎3-26-35 ３０９－６０７０ × 月・火・木・金 8：30～17:00 12：00～14：00

水・土 8：30～12：00

仙塩診療所 多賀城市伝上山1-5-5 ３６２－３００３ × 月・火・木・金 9：00～11：00 12：00～14：00

14：00～17：00

水・土 9：00～11：00

仙塩総合病院 多賀城市桜木2-1-1 ３６７－４１１１ × 月～金 9：00～16：00 12：00～14：00

高砂さとう耳鼻咽喉科 多賀城市高橋2-19-16 ３８９－１１２３ × 月・火・水・金 9：00～18：00 12：30～14：00

特　　記　　事　　項

当院は、10月10日より接種を開始
します。

当院は、10月10日より接種を開始
する予定です。

接種の受付は、12月末までとさせ
て頂きます。

定期通院している方は、予約日に
接種できますので、問診時に看護
師へご相談ください。

当院は、10月23日より接種を開始
します。

午前中に接種を希望する場合
は、必ず事前連絡が必要です。

当院デイケア利用者、かかりつけ
患者、または、内科かかりつけの
ない新患の方が対象となります。

当院は、10月中旬頃より接種を開
始する予定です。

原則として、訪問診療の利用者と
そのご家族に限り、接種いたしま
す。

公益社団法人宮城県塩釜医師会
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木・土 9：00～12：30
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医　療　機　関　名 住　　　所 電話番号
予　約

必要…○
不要…×

接　種　曜　日 接　種　受　付　時　間 昼　休　み　時　間

多賀城腎・泌尿器ｸﾘﾆｯｸ 多賀城市桜木1-1-20 ３６４－４３３５ ○ 月～金 9：00～17：30 12:00～14：00

内科・胃腸科ひろとクリニック 多賀城市高橋2-15-28 ３８９－０７７３ ○ 月・水・金・土 9：00～11：30 12：00～14：30

　　 14：30～17：00

火 9：00～11：30

まえひらクリニック 多賀城市高橋5-3-2 ３８９－２５７５ × 月・火・木・金 8：30～11：00

14：00～17：00

水 8：30～11：00

山田憲一内科医院 多賀城市山王字中山王13-1 ３６８－２２００ ○ 月・水・金 8：30～17：00 12：30～14：00

火・木・土 8：30～12：00

山田内科医院 多賀城市下馬3-33-3 ３６５－５９１１ ○ 月・火・木・金 9：00～17：30 12：00～14：00

水・土 9：00～11：30

小野寺医院 松島町高城字町61 ３５４－２６０７ × 月・火・水・金 8：30～18：00 12：00～14：00

木・土 8：30～12：00

中山クリニック 松島町磯崎字磯崎2-8 ３５３－２３３３ ○ 月・火・水・金 9：00～16：30 12：30～14：00

木・土 9：00～12：00

松島海岸診療所 松島町松島字普賢堂2-11 ３５４－３７０２ ○ 月・水・金 8：30～12：00 12：30～13：30

15：00～17：00

火・木・土 8：30～12：00

※第2・3土のみ 8：30～11：00

松島病院 松島町高城字浜1-26 ３５４－５８１１ × 月～金 9：00～16：00 13：00～14：00

土 9：00～12：00

遠藤医院 七ヶ浜町吉田浜字寺山12-1 ３５７－３２１１ ○ 月・水・金 8：30～11：30 12：00～13：30

かしま田園クリニック 七ヶ浜町松ヶ浜字謡137-20 ３５７－７５３１ ○ 月 15：00～17：00 12：00～15：00

火・木・金 10：00～11：00

15：00～17：00

水 10：00～11：00

汐見台クリニック 七ヶ浜町汐見台南1-1-5 ３５７－５５３６ ○ 日 9：30～17：00 12：30～14：30

月 9：00～17：30

新仙台湾鈴木診療所 七ヶ浜町境山2-7-14 ３６４－５８３３ × 月・火・木・金 8：45～17：00 12：00～13：30

水・土 8：45～11：30

青葉台クリニック 利府町青葉台3-1-78 ３５６－６７５７ × 月・火・水・金・土 9：00～12：00 12：00～15：00

15：00～17：00

加瀬クリニック 利府町加瀬字北窪16-1 ３４９－１７１８ × 月・火・木・金 9：00～16：00 10：30～14：30

土 9：00～11：00 （土は休み時間なし）

神谷沢内科クリニック 利府町神谷沢字塚元36-1 ２５５－３１５１ × 月～金 8：30～18：00 12：00～14：00

土 8：30～12：00

さわおとクリニック 利府町沢乙東1-12 ７６７－７４４４ ○ 月・火・木・金 9：00～11：30 13：00～15：00

15：00～16：30

水・土 9：00～11：30

しらかし台医院 利府町しらかし台2-12-1 ３５６－６６８１ ○ 火・木・金 14：30～14：40

仙塩利府病院 利府町青葉台2-2-108 ３５５－４１１１ ○ 月・水・木 15：00～16：00

宮城利府掖済会病院 利府町森郷字新太子堂51 ７６７－２１５１ × 月～金 9：00～11：00

13：00～16：00

土 9：00～11：00

りふの内科クリニック 利府町利府字新揺橋61-1 ３５６－８２００ × 月～土 8：30～11：30 12：00～14：00

13：30～17：30

ゆうファミリークリニック 利府町利府字新館2-5 ７６６－４１４１ × 月・水・金 8：30～11：30 12：30～14：30

14：30～17：00

火 8：30～11：30

14：30～18：30

土 8：30～12：30

利府往診クリニック 利府町花園1-1-1-2F ７６６－８２３７ ○ 水 10：00～17：00 12：00～13：00

利府内科胃腸科医院 利府町中央2-8-4 ３５６－５５６１ × 月・火・水・金 9：00～11：00 12：00～14：00

14：00～17：00

木・土　（※備考参照） 9：00～11：00

ワクチン確保のため、必ず事前に
電話連絡をお願いします。

当院は、10月中旬より接種を開始
します。

接種開始日については、後日、当
院ホームページ又は院内お知ら
せにて通知します。また、予防接
種のみご希望の方は、原則平日
にお願いします。

当院の接種期間は、10月下旬～
12月中旬頃の予定です。

当院は、11月1日より接種を開始し
ます。

毎月最終土曜日は、糖尿病外来
のため、予防接種を実施しており
ません。

当院は、10月24日より接種を開始
します。

当院は、10月16日より接種を開始
します。

特　　記　　事　　項

当院は、主に、訪問診療を行ってい
る患者とご家族に接種します。

公益社団法人宮城県塩釜医師会



平成29年度　高齢者インフルエンザ予防接種実施医療機関一覧表
平成29年8月1日現在

※以下は、利用している方以外は接種できません。

施　　　　設　　　　名 住　　　所 電話番号
予　約

必要…○
不要…×

接　種　曜　日 接　種　受　付　時　間 昼　休　み　時　間

介護老人保健施設　グリーンヒ
ルズ

塩竈市西玉川町1-16 ３６２－５０５０ ○ 月～金 9：00～17：00 12：30～13：30

介護老人保健施設 やまと塩竈 塩竈市字伊保石20-1 ３６３－３２１１

介護老人保健施設　恵愛ホー
ム

多賀城市大代5-16-46 ３６６－７１１７

介護老人保健施設　リハビリ
パークみやび

多賀城市高橋4-17-16 ３０９－２３３３ × 月・火・水・木・金 14：00～15：00

老人保健施設　松島みどりの家 松島町高城字浜1-26 ３５４－２１２６ ×

介護老人保健施設 利府町利府字新揺橋115 ３５６－０３５５ ○ 月～金 8：30～17：30 12：30～13：30

利府仙台ロイヤルケアセンター

入所者の方のみ接種します。

利用者の方のみ接種します。

※医療機関によっては、ワクチンの入荷状況等により、予防接種の開始・終了時期が変更になる場合があります。詳細につきましては、上
記の特記事項欄にてご確認いただくか、または各医療機関までお問い合わせ願います。

特　　記　　事　　項

公益社団法人宮城県塩釜医師会


