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受付時間 月日 医　　療　　機　　関

3/6
㈰

内科 草刈内科医院 青葉区東照宮2-1-2 ☎271･9251

小児科
今井小児科 青葉区八幡3-3-10 ☎267･6051

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 東仙台さとう整形外科 宮城野区燕沢2-11-1 ☎781･7022

3/13
㈰

内科 小泉内科医院 青葉区上杉4-2-47 ☎222･8703

小児科
桂内科・こどもクリニック（小児科） 泉区桂3-1-4 ☎375･7220

のろこどもクリニック 宮城野区新田東1-8-1-2F ☎788･3830

整形外科 北原整形外科 泉区南光台南2-16-24 ☎252･7735

3/20
㈷

内科 斎藤内科医院 青葉区上杉5-3-65 ☎221･2977

小児科
泉中央こどもクリニック 泉区泉中央3-29-7 ☎771･5510

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 佐々木整形外科麻酔科クリニック 青葉区北山1-4-8 ☎272･1675

3/21
（振休）

内科 内科循環器科佐藤韶矩医院 青葉区通町1-7-33 ☎234･0803

小児科
あやし小児科医院 青葉区愛子中央6-2-17 ☎392･1881

かんのキッズクリニック 若林区大和町2-6-3-2F ☎762･5684

整形外科 かかず整形外科 青葉区八幡3-4-13 ☎263･5531

3/27
㈰

内科 仙台星陵クリニック 青葉区木町通2-4-45 ☎273･3533

小児科
てらさわ小児科 青葉区中山2-26-20 ☎303･1515

しんてらこどもクリニック 若林区新寺1-8-1-2F ☎298･6188

整形外科 三浦整形外科医院 泉区南光台4-13-27 ☎276･2222

4/3
㈰

内科 柴崎内科小児科医院 青葉区八幡4-2-11 ☎271･7575

小児科
虹の丘小児科内科クリニック 泉区虹の丘1-11-16 ☎373･9088

藤木こども医院 若林区上飯田1-21-18 ☎286･8811

整形外科 大竹整形外科医院 青葉区小松島4-14-10 ☎275･4151

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　28.３. 1

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

（16:00まで受け付け）

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

（16:45まで受け付け）

※診療科・
時間帯をご
確認の上、
お越しくだ
さい

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  

●メール配信サービスを行っています。登録方法など詳しくは、市ホームページをご覧ください

●下記の休日診療所を受
診の際は、事前に電話で
年齢、症状などをお知ら
せください

※受付時間
や休日当番
医は変更に
なることが
あります。
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

広南休日内科小児科診療
所（内科・小児科）
太白区長町5-9-13（高齢
者向け住宅２階）
☎248･5858

（17:00まで受け付け）
※広南病院とは別です。
ご注意ください
※上記の所在地に移転し
ました（下記地図参照）

JR
長町駅

●

地下鉄
長町駅至

太
白
区
役
所

地下鉄
南北線←

4

交通局長町
営業所●

移転先

仙台南署●仙台南年金
事務所

●
太
白
区

　文
化
セ
ン
タ
ー

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

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

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（市立病院併設）

【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

3/8㈫
【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･31113/22㈫

【外科】

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）
※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。なお、
救急車による救急搬送患者を優先するた
め、お待ちいただく場合があります

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

【内科・外科系】東北労災病院
青葉区台原4-3-21　☎275･1111

★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【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【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

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

診療
時間

曜日


