
31

受付時間 月日 医　　療　　機　　関

 

2/1
㈰

内科 仙台錦町診療所 青葉区錦町1-8-32 ☎222･7997

小児科
舘田小児科医院 青葉区荒巻本沢3-16-30 ☎279･2055

長町病院 太白区長町3-7-26 ☎746･5161

整形外科 かかず整形外科 青葉区八幡3-4-13 ☎263･5531

2/8
㈰

内科 森るり子内科クリニック 青葉区五橋1-6-23 ☎221･2119

小児科
長谷川小児科医院 泉区泉中央3-1-9 ☎375･0555

いのうえ小児科クリニック 宮城野区福室2-6-24 ☎254･1101

整形外科 三浦整形外科医院 泉区南光台4-13-27 ☎276･2222

2/11
㈷

内科 荒巻なべ胃腸科内科クリニック 青葉区荒巻本沢3-1-7 ☎719･6071

小児科
かやま小児科医院 青葉区昭和町2-27 ☎234･8870

宮林こどもクリニック 宮城野区岩切字今市東18-2 ☎255･2555

整形外科 大竹整形外科医院 青葉区小松島4-14-10 ☎275･4151

2/15
㈰

内科 中村クリニック 青葉区中央2-2-5-6F ☎212･3615

小児科
落合こどもクリニック 青葉区落合6-10-1 ☎738･8228

せきこどもクリニック 宮城野区福室5-9-40 ☎388･8864

整形外科 黒沢整形外科医院 若林区新寺2-1-1-2F ☎299･1567

2/22
㈰

内科 ふくじゅ草クリニック 青葉区八幡3-1-50-2F ☎224･2910

小児科
南光台やまもと小児科 泉区南光台3-23-22 ☎727･2577

大はしこどもクリニック 若林区沖野3-12-33 ☎294･0084

整形外科 志賀整形形成外科 宮城野区小田原1-5-13 ☎295･0288

3/1
㈰

内科 会川クリニック内科呼吸器科 青葉区北山1-4-12 ☎234･5927

小児科
木町小児科医院 青葉区柏木3-1-43 ☎273･3505
藤木こども医院　※変更になりました
永井小児科医院

若林区上飯田1-21-18
宮城野区宮城野1-25-10

☎286･8811
☎256･3466

整形外科 松田病院 泉区実沢字立田屋敷17-1 ☎378･5666

夜間・
土曜日午
後・ 
日曜日・
祝休日

休
日
当
番
医

仙台市政だより　27.２. 1

※休日当番医は変更にな
ることがありますので、
当日電話で確認し、事前
に病状などを詳しくお知
らせの上お越しください

泉地区休日診療所（内科・
小児科）
泉区泉中央2-24-1（イズ
ミティ21北側）
☎373･9197

東部休日診療所（内科・
小児科）
宮城野区幸町3-12-1
☎291･5566

※昼休み時
間について
は各医療機
関にお問い
合わせくだ
さい

※診療科・
時間帯をご
確認の上、
お越しくだ
さい

（東部休日
診療所は16:
45まで、泉
地区休日診
療所は16:
00まで）

日曜日・
祝休日・ 
 9:00～
   16:00 

※各診療所の駐車場には
限りがあります。当番医
近隣での迷惑駐車となら
ないようお願いします

●初期救急医療機関案内☎234･5099、ＦＡＸ214･5097（平日19:00～翌7:00、土曜日14:00～翌7:00、
日曜日・祝休日9:00～翌7:00）　●休日テレホンサービス☎223･6161（日曜日・祝休日7:00～
16:00）　●宮城県休日・夜間診療案内☎・ＦＡＸ216･9960（24時間）　●宮城県こども夜間安心コ
ール☎＃8000（プッシュ回線以外の固定電話、PHSからは☎212･9390）（毎日19:00～翌8:00）
●耳や言葉の不自由な方の緊急ファクス119番 ＦＡＸ119（局番なし）

電
話
案
内  

※広南休日内科小児科診
療所は、移転準備のため
当面の間休診します

平　日　　　　　　18:00～翌8:00
土・日曜日、祝休日 8:00～翌8:00

（★が祝休日の場合を含む）

毎   日

【内科・外科】仙台オープン病院
宮城野区鶴ケ谷5-22-1　☎252･1111

【内科・外科系※】仙台徳州会病院
泉区七北田字駕籠沢15　☎372･1110
※外科系については、受診を希望する
際は、事前に電話で症状などを詳しく
お知らせください

★月曜日【外科】東北薬科大学病院
宮城野区福室1-12-1　☎259･1221

★火曜日
【内科】東北労災病院
青葉区台原4-3-21　☎275･1111

【外科】仙台赤十字病院
太白区八木山本町2-43-3　☎243･1111

★水曜日
【内科】東北労災病院
青葉区台原4-3-21　☎275･1111

【外科・整形外科】伊藤病院
青葉区二日町8-8　☎222･8688

★木曜日
【内科】NTT東日本東北病院
若林区大和町2-29-1　☎236･5777

【外科・整形外科】東北労災病院
青葉区台原4-3-21　☎275･1111

★金・土曜日【外科・整形外科】中嶋病院
宮城野区大梶15-27　☎291･5191

仙台歯科医師会　在宅訪問・障害者・
休日夜間歯科診療所  　 ☎261･7345
青葉区五橋2-12-2（福祉プラザ12階）

【歯科】
土曜日                    19:00～23:00
日曜日・祝休日        10:00～12:00
                             13:00～16:00
                             19:00～23:00

急患センター          ☎266･6561
若林区舟丁64-12　

【内科】
平　日               19:15～翌7:00
土曜日               14:45～翌7:00
日曜日・祝休日     9:45～12:00
                         13:15～17:00
                        18:00～翌7:00

【外科】
平　日                19:15～23:00
土曜日                14:45～23:00
日曜日・祝休日     9:45～12:00
                         13:15～17:00
                         18:00～23:00

【整形外科・婦人科・眼科・耳鼻
咽喉科】
日曜日・祝休日     9:45～12:00
                         13:15～17:00

北部急患診療所          ☎301･6611
青葉区堤町1-1-2（エムズ北仙台2階）

【内科・小児科・外科】
※小児科は金･土･日曜日、祝休日のみ
平　日　　　　　　　　　19:15～23:00
土曜日                    14:45～23:00
日曜日・祝休日          9:45～12:00
　　　　　　　　　  13:15～17:00
                             18:00～23:00

2/10㈫
【整形外科】 J

ジ ェ イ コ ー

CHO仙台病院（旧仙台社会保険
病院）
青葉区堤町3-16-1　☎275･31112/24㈫

【外科】

夜間休日こども急病診療所　☎247･7035
太白区あすと長町1-1-1（新市立病院１階）

【小児科】
平　日                   19:15～翌7:00
土曜日                   14:45～翌7:00
日曜日・祝休日        9:45～12:00
                            13:15～17:00
                            18:00～翌7:00
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