
個別
接種

1 医療機関を選ぶ
●【個別接種実施医療機関一覧】（５ページ～）をご覧のうえ、医療機関を選んでください。

2 医療機関に直接連絡して予約する
?

医療機関の
予約受付時間を守って

おかけ間違いに
注意

予約後に都合が悪くなった場合は、必ず医療機関へご連絡ください。

接種は2回必要です

接種当日の持ち物（23ページ）

●市内400か所以上の医療機関で実施します。
●お住まいの区にかかわらず一覧から医療機関をお選びいただけます。
●一覧にかかりつけ医が含まれる場合、
　ご自身の体調などを相談しながら接種することができます。

医療機関名称 住　所 予約電話番号 予約受付　曜日・時間 医療機関からのお知らせ

【一覧の見方】

区ごと、
医療機関名称50音順表記

予約の受付を
行っている曜日・時間

医療機関によっては
予約の制限などが
あります。

○×内科 国分町3-7-1 214-○○○○ 月～土 9：00-12:00、14:00-19:00
但し水，土はAMのみ

月～土 9：00-12:00、14:00-19:00
但し水はAMのみ本町3-8-1 211-○○○○ 女性のみ受け付け◆◇女性クリニック

一番町1-1-1 211-○○○○ 成人も受付月～土 8：30～18:00△○小児科

● 青葉区
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3 医療機関で接種する

4仙台市　新型コロナウイルスワクチン接種の手引き
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【個別接種実施医療機関一覧】
● 青葉区

医療機関名称 住　所 予約電話番号 予約受付　曜日・時間 医療機関からのお知らせ
会川クリニック内科

呼吸器科 北山1-4-12 234-5927 月～水，金 9:00-12:30、14:30-18:30 木，土 9:00-12:30

相田内科医院 荒巻本沢3-16-5 278-9170 月～土 9:00-12:00、14:00-17:30 但し木，土はAMのみ
接種対象者は、高校生以上です。妊娠中の方
は不可です。

青葉通り一番町
形成外科皮ふ科 一番町2-4-19-3F 302-7816 月～水，金 9:30-10:30、15:00-16:00 一度無断キャンセルした方の予約は受けつ

けません

青葉通り一番町内科
クリニック 一番町2-4-19-3F 302-7025 月～水，金 11:00-13:00、15:00-19:00

高齢者 : 電話予約のみ。一般の方 :ネット予
約の予定。詳細は当院ホームページをご覧く
ださい。

青葉通クリニック 一番町3-8-2 263-8055 月～金 10:00-12:00、15:00-17:00
あおば・南吉成ペイン

クリニック 南吉成6-6-10 341-7133 月～土 9:00-12:30、14:00-17:30 
但し水，土はAMのみ 来院予約時間厳守でお願いいたします。

あきもとクリニック 栗生7-10-7 392-3371 月～水，金 15:00-17:00  但し土は13:00-14:30
当院に通院中の方を優先とさせていただき
ます。

阿部内視鏡内科 川内川前丁5 223-5645 月～土 9:00-12:00、14:00-18:00 但し水，土はAMのみ
あやし腎・泌尿器
クリニック

下愛子字観音堂
26-1 797-8135 月，木～土 9:00-12:00、14:00-16:00

荒巻なべ胃腸科内科
クリニック 荒巻本沢3-1-7 719-6071 月～金 9:00-13:10、15:00-18:00 水9:00-12:10 土 9:00-13:40

左記時間内にご連絡願います。妊娠中・授乳
中は不可です。

粟野内科医院 立町25-13 265-2050 月～金 9:00-12:30、14:30-18:00 予約日と接種時間は被接種者と相談の上決
定。

池田クリニック 旭ケ丘2-15-15 233-5502 火，水，木 10:00-12:00
心血管疾患・糖尿病・慢性肺疾患・高血圧
など持病のある成人の方はかかりつけの先
生で。接種会場が2階のため階段昇降可能な
方。

一番町健診クリニック 一番町4-9-18-5F Web 予約
のみ 毎日 0:00-24:00（Web 予約のみ）

https://www.sendaikenshin.jp にある
コロナウイルスワクチン予約特設バナーから
ご予約ください。お電話でのお問合せには対
応いたしかねます。

一番町南診療所  
あかねクリニック 北目町3-9-3F 797-3070 月～木 9:00-11:00、13:00-15:00

電話予約は診療が比較的空いている火
水 PMにご協力お願いします。診療優先中
は電話問合せ・予約不可。定期通院中の患
者様を優先。

一番町南診療所  
仙台心臓血圧 
総合クリニック

北目町3-9-2F 393-5615 月，火，木，金 8:00-12:30、14:00-16:30 水 8:00-11:30
定期通院中の患者様を優先。新患の方は応
相談。診療優先中は電話問合せ・予約不可。
当院窓口にても直接予約可。

胃腸科内科北川医院 中央3-8-20 223-2652 月，火，木，金 8:30-12:30、14:00-17:30 水，土 8:30-12:30

伊藤病院 二日町8-8 222-8688 月～金 10:00-12:00、15:00-16:30
予約制。整形外科のため、アナフィラキシー
既往がある方、喘息、抗うつ薬内服中の方の
接種はできません。

イムス明理会 
仙台総合病院 中央4-5-1 268-3150 月～金 8:30-17:30 成人（20歳）以上～上限なし

岩崎医院 愛子中央6-7-23 392-3161 月～水，金，土 9:00-12:00、14:00-
17:00 但し土はAMのみ

当院かかりつけの方のみ予約受付いたしま
す。

内山内科医院 広瀬町4-1 225-4568 月～金 10:00-12:00、14:00-17:00
漆山医院 木町通1-4-20 225-0255 月～水，金 14:00-17:15

江川クリニック 旭ヶ丘4-35-27 274-1205 月～水，金 9:00-12:30  木，土 9:00-12:00

LCクリニック仙台 中央1-3-1-11F 267-1020 月，火，木～土 10:00-12:00、15:00-
17:00 但し土はAMのみ 接種後は外来待合での経過観察となります。

遠藤外科医院 小田原6-5-37 223-1755 月～土 9:00-12:00、14:00-18:00 但し土はAMのみ
予約時お聞きした病歴により当院での接種
が出来ない事もあります｡

大内医院 福沢町1-34 222-9870 月～水，金 14:00-16:00

おおひら内科
クリニック 二日町16-27 224-1627 月～水，金 9:00-12:00、14:30-17:00 土 9:00-12:00

完全予約制。当院に定期受診の方優先。駐車
場に限りがあります公共交通機関をご利用
ください。

奥口内科クリニック 中央2-10-12-2F 215-7171 火，木，金 9:00-16:30  
水，土 9:00-12:00

外来の進捗状況により、開始時間が遅れる
場合があります。

小倉整形外科 上杉1-6-20-2F 796-4355 月～水，金 15:00-17:30

仙台市　新型コロナウイルスワクチン接種の手引き 6

医療機関名称 住　所 予約電話番号 予約受付　曜日・時間 医療機関からのお知らせ
小野よしあき内科
クリニック 米ヶ袋2-3-4 211-0125 月，火，木，金 15:00-17:00 一日、5-6人までとします。原則として通院中

の方を優先。完全予約制。

貝ケ森きむら医院 貝ケ森6-15-8 279-8834 月～土 9:00-12:00、14:00-17:30 但し木，土はAMのみ 左記時間内にご連絡ください。

海瀬内科クリニック 木町通1-6-32-202 723-5155 月，木，金 14:30-17:00 接種時間は接種後院内で経過観察の必要が
あるため時間厳守でお願いします。

笠原内科循環器科
クリニック 木町17-3 301-5111 月，火，木，金 9:00-12:30、14:30-

18:00 水，土 9:00-12:30
柏木クリニック 柏木2-6-2 275-1310 月～土 12:00-13:00、15:00-16:00 電話予約のみ受付

片倉胃腸科内科医院 北根黒松9-23 233-2071 月，火，木，金 9:00-12:00、14:00-17:00 水，土 9:00-11:30
完全予約制、多少の待ち時間は生じます。接
種後15～30分は安静が必要です。

片平丁伊藤整形外科 一番町1-15-15 796-2388 月，火，木，金 15:00-17:00 当院かかりつけの方を優先接種します。

花壇医院 花壇5-3 222-0052
月，火，木，金 10:00-12:30、15:00-
17:30
水 16:00-18:30 土 10:00-13:00

他の予防注射でアレルギーなどの副反応の
既往ある方はお受けできません。

かとう耳鼻咽喉科・ 
嚥下クリニック 二日町11-12-1F 281-8077 月～金 10:00-12:00

電話予約のみ。複数の薬剤アレルギーのある
方、重症喘息の方、予防接種副作用歴のある
方はお受けできません。

かとう内科医院 一番町1-5-35 722-5005 月～金 9:30-13:00 月，火，木，金 14:00-18:00

上愛子クリニック 上愛子字街道77-3 392-0330 月～土 9:00-12:00、14:00-17:00 但し土はAMのみ
上杉胃腸科内科
クリニック 上杉1-6-10-3F 724-7822 火～木 15:00-16:30

かやま小児科医院 昭和町2-27 234-8870 月～水，金，土 9:00-12:00、14:00-17:00 但し土はAMのみ

川平内科 川平3-40-10 303-2523 月～土 9:00-12:30、14:00-17:30 但し金，土はAMのみ
予約時間の15分前に来院して頂き、それより
早めの来院はご遠慮お願い致します。

河西耳鼻咽喉科 中央2-9-1-2F 222-4536 月，火，木，金 9:00-12:00

かわむらこども
クリニック 高松1-16-1 271-5255 月～土 9:00-12:00、14:00-17:30 但し木はAMのみ、土は15:00まで

小児科ですが、かかりつけ家族や関係者であ
れば成人・高齢者でも接種可。一般患者さん
と接触しないように配慮して接種します。

菊地胃腸科内科医院 春日町10-30 261-3344 月，火，木，金 8:30-13:00、14:00-17:30 水，土 8:30-13:00
完全予約制です。
水曜日は行いません。

北仙台診療所 通町2-5-6 272-5850 月～水，金 9:00-12:00、14:00-17:30 木，土 9:00-12:00
完全予約制となり、日時の指定、変更は出来
ません。当日は予防接種のみでのご来院で
お願いします。

北仙台はせがわ
クリニック 昭和町4-3-2F 346-0630 月，火，金～日 10:00-17:00  但し土，日は9:00-16:00

北田内科小児科医院 八幡3-6-15 223-0208 月，火，木，金 9:00-12:00、14:00-17:30 水，土 9:00-12:00
学校内科健診のため14:00～15:00接種で
きない日があります。

北山内科クリニック 北山3-1-30 275-2255 月～土 9:00-12:00、14:00-17:00 但し水，土はAMのみ
鬼怒川産婦人科女性

診療医院 小田原6-6-1 227-2205 月～水，金，土 9:00-12:00、14:30-17:00 但し土はAMのみ 産婦人科のため、女性のみ接種可能です。

木町ささきクリニック 木町9-24 341-8121 月～土 9:00-12:15、月，火，金 14:00-
18:30 水，土 14:00-15:30

木町小児科医院 柏木3-1-43 273-3505 月，水～金 9:00-12:00、14:00-16:00 土 9:00-12:00、13:00-15:00 電話で予約して、大体の時間を決めたい。

草刈内科医院 東照宮2-1-2 080-5852-
3164

月，火，木～土 9:00-12:00、14:00-
17:00 但し土はAMのみ

くにみ整形外科
クリニック 国見4-2-7 274-0923 月～土 9:00-12:30、14:30-18:00 但し水，土はAMのみ

内科のかかりつけ医がある方は、内科での接
種をお勧めします。

国見台病院 国見1-15-22 234-5251 火，水 10:00-11:00、13:00-14:00

くにみ内科クリニック 国見4-2-5 301-6530 月～金 10:30-12:00、15:00-17:00 但し水はAMのみ 土は予約受付なし

栗生内科胃腸科医院 落合6-1-1 392-1333 月，火，木～土 9:00-12:00、14:00-17:00 土は AMのみ
かかりつけ患者さま優先。完全予約の為、予
約後の変更、キャンセルはお受けできませ
ん。

クレアクリニック 中央3-1-22-6F 226-7608 月，火，木，金 9:00-13:00、15:00-19:00 土 9:00-13:00、15:00-18:00
接種の時間帯は別に設けておりますので、予
約システム・ホームページ・お電話にてご確
認ください。

小泉内科医院 上杉4-2-47 222-8703 月～金 9:00-12:00、14:00-17:00  土 9:00-12:00
左記時間内にご連絡お願いします。かかりつ
けの方優先。

宏人会 木町病院 木町通1-7-13 224-5511 月～金 13:30-16:30 透析外来専門病院のため当院に通院患者の
み受け入れます。

※区ごと、50音順に掲載しています。
※医療機関の診療状況等により、掲載内容が変更になる場合があります。
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医療機関名称 住　所 予約電話番号 予約受付　曜日・時間 医療機関からのお知らせ
小野よしあき内科
クリニック 米ヶ袋2-3-4 211-0125 月，火，木，金 15:00-17:00 一日、5-6人までとします。原則として通院中

の方を優先。完全予約制。

貝ケ森きむら医院 貝ケ森6-15-8 279-8834 月～土 9:00-12:00、14:00-17:30 但し木，土はAMのみ 左記時間内にご連絡ください。

海瀬内科クリニック 木町通1-6-32-202 723-5155 月，木，金 14:30-17:00 接種時間は接種後院内で経過観察の必要が
あるため時間厳守でお願いします。

笠原内科循環器科
クリニック 木町17-3 301-5111 月，火，木，金 9:00-12:30、14:30-

18:00 水，土 9:00-12:30
柏木クリニック 柏木2-6-2 275-1310 月～土 12:00-13:00、15:00-16:00 電話予約のみ受付

片倉胃腸科内科医院 北根黒松9-23 233-2071 月，火，木，金 9:00-12:00、14:00-17:00 水，土 9:00-11:30
完全予約制、多少の待ち時間は生じます。接
種後15～30分は安静が必要です。

片平丁伊藤整形外科 一番町1-15-15 796-2388 月，火，木，金 15:00-17:00 当院かかりつけの方を優先接種します。

花壇医院 花壇5-3 222-0052
月，火，木，金 10:00-12:30、15:00-
17:30
水 16:00-18:30 土 10:00-13:00

他の予防注射でアレルギーなどの副反応の
既往ある方はお受けできません。

かとう耳鼻咽喉科・ 
嚥下クリニック 二日町11-12-1F 281-8077 月～金 10:00-12:00

電話予約のみ。複数の薬剤アレルギーのある
方、重症喘息の方、予防接種副作用歴のある
方はお受けできません。

かとう内科医院 一番町1-5-35 722-5005 月～金 9:30-13:00 月，火，木，金 14:00-18:00

上愛子クリニック 上愛子字街道77-3 392-0330 月～土 9:00-12:00、14:00-17:00 但し土はAMのみ
上杉胃腸科内科
クリニック 上杉1-6-10-3F 724-7822 火～木 15:00-16:30

かやま小児科医院 昭和町2-27 234-8870 月～水，金，土 9:00-12:00、14:00-17:00 但し土はAMのみ

川平内科 川平3-40-10 303-2523 月～土 9:00-12:30、14:00-17:30 但し金，土はAMのみ
予約時間の15分前に来院して頂き、それより
早めの来院はご遠慮お願い致します。

河西耳鼻咽喉科 中央2-9-1-2F 222-4536 月，火，木，金 9:00-12:00

かわむらこども
クリニック 高松1-16-1 271-5255 月～土 9:00-12:00、14:00-17:30 但し木はAMのみ、土は15:00まで

小児科ですが、かかりつけ家族や関係者であ
れば成人・高齢者でも接種可。一般患者さん
と接触しないように配慮して接種します。

菊地胃腸科内科医院 春日町10-30 261-3344 月，火，木，金 8:30-13:00、14:00-17:30 水，土 8:30-13:00
完全予約制です。
水曜日は行いません。

北仙台診療所 通町2-5-6 272-5850 月～水，金 9:00-12:00、14:00-17:30 木，土 9:00-12:00
完全予約制となり、日時の指定、変更は出来
ません。当日は予防接種のみでのご来院で
お願いします。

北仙台はせがわ
クリニック 昭和町4-3-2F 346-0630 月，火，金～日 10:00-17:00  但し土，日は9:00-16:00

北田内科小児科医院 八幡3-6-15 223-0208 月，火，木，金 9:00-12:00、14:00-17:30 水，土 9:00-12:00
学校内科健診のため14:00～15:00接種で
きない日があります。

北山内科クリニック 北山3-1-30 275-2255 月～土 9:00-12:00、14:00-17:00 但し水，土はAMのみ
鬼怒川産婦人科女性

診療医院 小田原6-6-1 227-2205 月～水，金，土 9:00-12:00、14:30-17:00 但し土はAMのみ 産婦人科のため、女性のみ接種可能です。

木町ささきクリニック 木町9-24 341-8121 月～土 9:00-12:15、月，火，金 14:00-
18:30 水，土 14:00-15:30

木町小児科医院 柏木3-1-43 273-3505 月，水～金 9:00-12:00、14:00-16:00 土 9:00-12:00、13:00-15:00 電話で予約して、大体の時間を決めたい。

草刈内科医院 東照宮2-1-2 080-5852-
3164

月，火，木～土 9:00-12:00、14:00-
17:00 但し土はAMのみ

くにみ整形外科
クリニック 国見4-2-7 274-0923 月～土 9:00-12:30、14:30-18:00 但し水，土はAMのみ

内科のかかりつけ医がある方は、内科での接
種をお勧めします。

国見台病院 国見1-15-22 234-5251 火，水 10:00-11:00、13:00-14:00

くにみ内科クリニック 国見4-2-5 301-6530 月～金 10:30-12:00、15:00-17:00 但し水はAMのみ 土は予約受付なし

栗生内科胃腸科医院 落合6-1-1 392-1333 月，火，木～土 9:00-12:00、14:00-17:00 土は AMのみ
かかりつけ患者さま優先。完全予約の為、予
約後の変更、キャンセルはお受けできませ
ん。

クレアクリニック 中央3-1-22-6F 226-7608 月，火，木，金 9:00-13:00、15:00-19:00 土 9:00-13:00、15:00-18:00
接種の時間帯は別に設けておりますので、予
約システム・ホームページ・お電話にてご確
認ください。

小泉内科医院 上杉4-2-47 222-8703 月～金 9:00-12:00、14:00-17:00  土 9:00-12:00
左記時間内にご連絡お願いします。かかりつ
けの方優先。

宏人会 木町病院 木町通1-7-13 224-5511 月～金 13:30-16:30 透析外来専門病院のため当院に通院患者の
み受け入れます。

※区ごと、50音順に掲載しています。
※医療機関の診療状況等により、掲載内容が変更になる場合があります。
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医療機関名称 住　所 予約電話番号 予約受付　曜日・時間 医療機関からのお知らせ

勾当台はやさか内科
クリニック 国分町3-6-1-1F

当院定期通院中の患者さんのみ接種しま
す。予約は当院からの連絡封書への返信か、
受診時に口頭で行います。

齊藤こどもクリニック 川平3-42-30 277-3710 月～土 9:00-11:30、14:00-17:00 但し木，土はAMのみ
さいとう脳神経外科

クリニック 吉成台1-1-20 346-7112 月～土 9:00-12:30、14:30-18:00 但し水，土はAMのみ

さがら内科クリニック 小松島4-27-33 728-8558 月～水，金 9:00-12:30、14:30-18:00 木，土 9:00-12:30
接種後、院内で15-30分の経過観察を行い
ます。

桜ヶ丘あおぞら内科 桜ヶ丘2-13-3 279-0255 月，火，木，金 13:30-17:30 お電話の場合は左記時間内にお願いします。
直接受付に来られた方は随時受け付けます。

桜ヶ丘クリニック 桜ヶ丘7-22-8 303-2555 月～金 9:00-12:00、15:00-17:30 但し水，木，土はAMのみ 妊婦の方は接種対象外です。

佐々木整形外科
麻酔科クリニック 北山1-4-8 272-1675 月～水，金 9:00-12:00、13:30-17:30 木，土 9:00-12:00、13:00-15:00

佐々木内科医院 子平町15-36 234-2267 9:00-11:00、15:30-17:30  但し水，土はAMのみ

佐藤医院 中山4-10-33 278-7050 月～土 9:00-12:00、14:00-18:00 但し水，土はAMのみ かかりつけ患者さん中心に対応いたします。

佐藤玄徳内科
クリニック 本町1-13-32-1F 216-5601 月，火，木，金 14:30-18:00 当院にカルテのある方（現在慢性疾患にて

通院中）。アレルギーのある方は要相談。

佐藤裕也眼科医院 五橋1-6-23 227-6752 月～土 8:30-17:15  但し木，土は12:30まで

JR 仙台病院 五橋1-1-5 266-9671 月～金（祝日を除く）10:00-15:00 予約状況に応じて時間帯を変更する予定で
す。

しかない整形外科
クリニック 中山9-1-3 277-2330 月～水，金 12:30-14:30

柴崎内科小児科医院 八幡4-2-11 271-7575 月～土 8:30-18:00 但し水はAMのみ 木は19:00まで 土は15:30まで

渋谷耳鼻咽喉科医院 中央2-7-12 222-5310 月～水，金 10:00-12:00、15:00-17:00 但し水はAMのみ 当院受診歴のある方を優先

周行会上杉クリニック 上杉2-3-3 221-5668 月～金 13:30-17:30
定禅寺フローレンス

クリニック 国分町2-13-21-6F 281-8671 月，火，金，土 9:00-12:00、15:00-17:00 水 9:00-12:00
白根胃腸クリニック 上杉2-1-30 263-3151 月，火，金 9:00-12:00
シリウス外科・
内科クリニック 一番町2-4-19-3F 302-5990 火～土 10:00-13:00、15:00-19:00 https://siriusgekanaika-clinic.jp こちら

からも予約できます。

神経内科 
クリニック仙台 中央3-1-22-6F

070-8935-
6523

（コロナワク
チン申込用）

火～土 9:00-13:30、13:30-18:30 
但し土はAMのみ

接種後30分間のクリニック内での状態観察
を行います。お時間に余裕を持ってご予約下
さい。代表 TEL:723-6523

すずきクリニック 栗生4-12-3 391-0765 月，水～金 8:30-12:00、14:00-18:00 土 8:30-12:00、12:00-17:00

院内が混み合う場合、密防止のため駐車場
の車内でお待ちいただく場合もあります。接
種時刻を指定することはできません。混雑の
程度によっては遅れることがあります。

鈴木耳鼻咽喉科
アレルギー科医院 五橋2-1-17-301 223-8310 月～金 9:30-12:00、15:00-17:00

セイントマザー
クリニック 支倉町1-31 263-8001 月～金 9:00-12:00、14:00-17:00 但し水はAMのみ 産婦人科のため女性のみ接種可能

瀬上整形外科医院 中央2-8-32-2F 266-3323 AM 月～土 9:00-11:30、 PM 月，火，木，金 14:00-16:30
電話での予約は行っておりません。一般市民
接種は当院に通院歴のある方のみ行います。

仙台駅前婦人科
クリニック 中央3-6-12-6F 397-6706 月～金 9:00-17:00 婦人科のため女性のみ接種可能です。

仙台厚生病院 広瀬町4-15 080-2839-
9903 月～金 16:00-17:00

当院にかかりつけの基礎疾患をお持ちの患
者さんのうち、医師の判断により対象となる
方へ順次ご案内いたします。

仙台腎泌尿器科 南吉成3-1-32 719-6622 火～土（祝日除く）9:00-12:00、14:00-17:00 但し木，土は9:00-12:00
アナフィラキシー、又はそれに準ずる既往の
方は控えさせて下さい。発熱等の体調不良の
方は日程を変更します。

仙台すこやか
クリニック 八幡2-4-13 219-0052 月～金 9:00-17:30

仙台星陵クリニック 木町通2-4-45 273-3533 月～土 8:30-17:30 5月中旬以降からWebでもご予約を開始予
定です。https://www.seiryo.or.jp

せんだい総合健診
クリニック 一番町1-9-1 722-3770 月～金 13:00-15:00 ワクチン接種曜日・時間 月～金 15:00-

15:30
仙台内科睡眠
クリニック 中央1-1-1-4F 791-4159 月～金 10:00-12:45、15:00-18:45  土 10:00-12:45、14:00-15:45 特になし
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医療機関名称 住　所 予約電話番号 予約受付　曜日・時間 医療機関からのお知らせ
台原駅前

耳鼻いんこう科 台原3-29-35 276-7737 月，火，木～土 9:00-12:00、14:00-17:00 但し土はAMのみ

台原整形外科 台原5-1-19 727-0727 月，火，木，金 14:30-16:00
内科的な合併症（アレルギーなど）のある
方は主治医に相談か、主治医に接種していた
だくのをおすすめします。

台原高柳病院 台原6-3-33 273-2525 月～金 10:00-12:30、13:30-16:00 通常の待合室、診察室は使用せず、ワクチン
接種場所を準備しております。

だいのはら殿塚
クリニック 台原2-10-2-201 725-3615

（予約専用）
月，火，木～土 9:00-12:00、14:30-
18:00 ワクチン予約専用ダイヤル :022-725-3615

台原内科クリニック 台原1-7-28 727-1311 月～金 9:00-12:30、14:00-17:00  
土 9:00-12:00

高野原曽木医院 高野原4-10-14 391-3311 月，火，木，金 8:30-12:15、14:00-
18:00 但し水，土 8:30-13:00

千田内科 荒巻神明町19-9 271-1183 月，火，木，金 14:00-16:00 左記時間内にご連絡願います。
千葉クリニック 三条町11-26 275-7333 毎日受け付けます

東西クリニック仙台 南吉成3-1-23 277-6221 月，水～土 14:00-17:00 当院に通院し、診察を受けている方のみ接種
可能です。

東北福祉大学
せんだんホスピタル 国見ヶ丘6-65-8 303-0125 月～金 8:30-17:15 成人のみ

土橋内科医院 八幡2-11-8 272-9220 月～水，金 10:00-11:00、15:00-16:00 木，土 10:00-11:00
変更の可能性があります。詳しくは当院ホー
ムページをご覧ください。

とよま整形外科
クリニック 五橋1-6-6 222-4561 月～金 AM

内科佐藤病院 上杉2-3-17 221-5566 月～金 14:30-16:30 左記時間内にご連絡願います。
内科・循環器科 
佐藤韶矩医院 通町1-7-33 234-0803 月～水，金 9:30-16:30 強いアレルギー体質の方はご遠慮頂きたい

と思います。木曜日休診です。

長野内科胃腸科 通町2-17-19 272-6677 月，火，金 14:00-17:00 水，木，土 9:30-12:00
水，木，土は午前中の診療です。外来が混ん
でいる際は、同日中の折り返し予約通知電
話となる場合があります。

中村クリニック 中央2-2-5-6F 212-3615 月～水，金 10:00-14:00、16:00-
19:00 土 10:00-14:00

南條クリニック 台原5-5-5 301-3711 月，火，木，金 10:00-12:30、15:00-
17:30

人数調整の為、希望日の変更をお願いする
場合もございます。

錦ヶ丘ヒルズ
クリニック 錦ヶ丘7-20-2

080-
7239-
8543

月～土 10:00-11:30、14:30-17:00 
水，土はAMのみ 左記時間内にご連絡お願いいたします。

西仙台病院 芋沢字新田54-4 394-5721 月～金 14:00-17:00 土日祝 予約不可。左記時間内にご連絡願い
ます。

はちまん石川内科
クリニック 八幡2-18-2 272-9767 診療時間内 月，火，木，金 10:00-12:30、14:00-17:00 水 10:00-12:00 かかりつけの方を中心に対応する予定です。

早川医院 上愛子字大道18-1 392-3214 月～土 9:00-12:00、13:30-17:00 但し土はAMのみ

早坂愛生会病院 川内澱橋通38 261-1611 月～土 9:00-12:00、13:30-17:30 
但し土はAMのみ

ひがしかつやま
クリニック 東勝山2-14-13 728-6501 月～水，金 14:00-17:00 一日につき6人までの接種となります。土は

接種しません。

東勝山なかざわ
内科・アレルギー科 東勝山3-14-11 728-8181 月～土 9:00-12:30、15:00-17:30 但し木，土はAMのみ

不安感、薬剤過敏症等お持ちの方は予めお
知らせください。当日は注射及びその後の観
察に集中します。

東二番丁診療所 一番町1-9-1-3F 221-5226 月～土 9:30-13:30、15:00-18:30 但し水，土はAMのみ 第2水は不可
広瀬耳鼻咽喉科
クリニック 広瀬町4-8-109 222-1102 月～水，金 9:00-12:00、14:30-18:00 

土 9:00-12:00

ひろせ中央クリニック 落合2-4-12 391-0755 月～土 9:00-12:30、15:00-18:00（木，土はAMのみ）

ひろせ内科 愛子東1-8-8 797-0100 月，火，木，金 9:00-12:30、14:00-17:00 第2，4土 9:00-14:00

広瀬病院 郷六字大森4-2
080-
9078-
8119

月～金 14:00-17:00 左記時間内にご連絡願います。時間以外は
受付けできかねますのでご了承ください。

ふくじゅ草クリニック 八幡3-1-50-2F 224-2910 月，火，木，金 9:00-17:30  水，土 9:00-13:00 事前予約と時間調整にご協力ください

芳縁在宅診療所 八幡2-3-6 341-2882 月～金 9:00-17:00 訪問診療のため、希望日時の対応が困難な
場合があります

朴澤耳鼻いんこう科 国分町2-14-18-
303 397-8338 月，火，木，金 9:00-12:00、14:30-17:00

予防接種、薬剤に対してアレルギー反応がで
た既往がある方は、当院では接種できませ
ん。

※区ごと、50音順に掲載しています。
※医療機関の診療状況等により、掲載内容が変更になる場合があります。
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医療機関名称 住　所 予約電話番号 予約受付　曜日・時間 医療機関からのお知らせ
台原駅前

耳鼻いんこう科 台原3-29-35 276-7737 月，火，木～土 9:00-12:00、14:00-17:00 但し土はAMのみ

台原整形外科 台原5-1-19 727-0727 月，火，木，金 14:30-16:00
内科的な合併症（アレルギーなど）のある
方は主治医に相談か、主治医に接種していた
だくのをおすすめします。

台原高柳病院 台原6-3-33 273-2525 月～金 10:00-12:30、13:30-16:00 通常の待合室、診察室は使用せず、ワクチン
接種場所を準備しております。

だいのはら殿塚
クリニック 台原2-10-2-201 725-3615

（予約専用）
月，火，木～土 9:00-12:00、14:30-
18:00 ワクチン予約専用ダイヤル :022-725-3615

台原内科クリニック 台原1-7-28 727-1311 月～金 9:00-12:30、14:00-17:00  
土 9:00-12:00

高野原曽木医院 高野原4-10-14 391-3311 月，火，木，金 8:30-12:15、14:00-
18:00 但し水，土 8:30-13:00

千田内科 荒巻神明町19-9 271-1183 月，火，木，金 14:00-16:00 左記時間内にご連絡願います。
千葉クリニック 三条町11-26 275-7333 毎日受け付けます

東西クリニック仙台 南吉成3-1-23 277-6221 月，水～土 14:00-17:00 当院に通院し、診察を受けている方のみ接種
可能です。

東北福祉大学
せんだんホスピタル 国見ヶ丘6-65-8 303-0125 月～金 8:30-17:15 成人のみ

土橋内科医院 八幡2-11-8 272-9220 月～水，金 10:00-11:00、15:00-16:00 木，土 10:00-11:00
変更の可能性があります。詳しくは当院ホー
ムページをご覧ください。

とよま整形外科
クリニック 五橋1-6-6 222-4561 月～金 AM

内科佐藤病院 上杉2-3-17 221-5566 月～金 14:30-16:30 左記時間内にご連絡願います。
内科・循環器科 
佐藤韶矩医院 通町1-7-33 234-0803 月～水，金 9:30-16:30 強いアレルギー体質の方はご遠慮頂きたい

と思います。木曜日休診です。

長野内科胃腸科 通町2-17-19 272-6677 月，火，金 14:00-17:00 水，木，土 9:30-12:00
水，木，土は午前中の診療です。外来が混ん
でいる際は、同日中の折り返し予約通知電
話となる場合があります。

中村クリニック 中央2-2-5-6F 212-3615 月～水，金 10:00-14:00、16:00-
19:00 土 10:00-14:00

南條クリニック 台原5-5-5 301-3711 月，火，木，金 10:00-12:30、15:00-
17:30

人数調整の為、希望日の変更をお願いする
場合もございます。

錦ヶ丘ヒルズ
クリニック 錦ヶ丘7-20-2

080-
7239-
8543

月～土 10:00-11:30、14:30-17:00 
水，土はAMのみ 左記時間内にご連絡お願いいたします。

西仙台病院 芋沢字新田54-4 394-5721 月～金 14:00-17:00 土日祝 予約不可。左記時間内にご連絡願い
ます。

はちまん石川内科
クリニック 八幡2-18-2 272-9767 診療時間内 月，火，木，金 10:00-12:30、14:00-17:00 水 10:00-12:00 かかりつけの方を中心に対応する予定です。

早川医院 上愛子字大道18-1 392-3214 月～土 9:00-12:00、13:30-17:00 但し土はAMのみ

早坂愛生会病院 川内澱橋通38 261-1611 月～土 9:00-12:00、13:30-17:30 
但し土はAMのみ

ひがしかつやま
クリニック 東勝山2-14-13 728-6501 月～水，金 14:00-17:00 一日につき6人までの接種となります。土は

接種しません。

東勝山なかざわ
内科・アレルギー科 東勝山3-14-11 728-8181 月～土 9:00-12:30、15:00-17:30 但し木，土はAMのみ

不安感、薬剤過敏症等お持ちの方は予めお
知らせください。当日は注射及びその後の観
察に集中します。

東二番丁診療所 一番町1-9-1-3F 221-5226 月～土 9:30-13:30、15:00-18:30 但し水，土はAMのみ 第2水は不可
広瀬耳鼻咽喉科
クリニック 広瀬町4-8-109 222-1102 月～水，金 9:00-12:00、14:30-18:00 

土 9:00-12:00

ひろせ中央クリニック 落合2-4-12 391-0755 月～土 9:00-12:30、15:00-18:00（木，土はAMのみ）

ひろせ内科 愛子東1-8-8 797-0100 月，火，木，金 9:00-12:30、14:00-17:00 第2，4土 9:00-14:00

広瀬病院 郷六字大森4-2
080-
9078-
8119

月～金 14:00-17:00 左記時間内にご連絡願います。時間以外は
受付けできかねますのでご了承ください。

ふくじゅ草クリニック 八幡3-1-50-2F 224-2910 月，火，木，金 9:00-17:30  水，土 9:00-13:00 事前予約と時間調整にご協力ください

芳縁在宅診療所 八幡2-3-6 341-2882 月～金 9:00-17:00 訪問診療のため、希望日時の対応が困難な
場合があります

朴澤耳鼻いんこう科 国分町2-14-18-
303 397-8338 月，火，木，金 9:00-12:00、14:30-17:00

予防接種、薬剤に対してアレルギー反応がで
た既往がある方は、当院では接種できませ
ん。

※区ごと、50音順に掲載しています。
※医療機関の診療状況等により、掲載内容が変更になる場合があります。
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医療機関名称 住　所 予約電話番号 予約受付　曜日・時間 医療機関からのお知らせ

訪問クリニックちから 二日町18-26-4F 266-9070 月～金 9:00-17:00
当方で在宅医療をお受けの方が優先となり
ます。往診対応にて、予約時間通りにならな
いことがあります。

松尾けんこう
クリニック 高松2-11-74 727-1033 月～木 10:00-12:00、15:00-17:00  土 10:00-11:00、13:00-15:00

松原医院 愛子東2-3-63 392-3111 月～土 9:00-12:00、14:00-17:00 
但し木，土は10:00-12:00

三浦りょう内科
クリニック 栗生6-13-8 302-8757 月～水，金，土 9:00-12:00、14:30-17:30（但し土はAMのみ）

当院に通院したことのある方を優先としま
す。初めての方は予約連絡時にご相談くださ
い。

三品内科医院 支倉町2-37 227-3986 月，火，木，金 14:00-17:30 完全事前予約制。妊娠中・授乳中の方は受
付できませんのでご了承ください。

南吉成
しまむら整形外科 南吉成3-1-23 719-5885 月，水～土 10:00-12:00、15:30-17:00

来院予約のみ。過去にアナフィラキシー
ショックの症状出た人喘息β遮断薬抗うつ
薬内服の人の接種は行いません。

宮城共立医院 上愛子字上遠野原
9-76 392-6631 月～土 9:00-12:00 接種日は当院の指定に従ってください。

宮城県結核予防会 
健康相談所興生館 宮町1-1-5 221-4461 月～金 9:00-11:30、13:00-15:00

宮城県結核予防会
複十字健診センター 中山吉成2-3-1 719-5161 月～金 15:00-17:00

宮城県成人病予防協会 
中央診療所 中央1-3-1 Web 予約

のみ Web 予約のみ 予約はWeb 予約のみ。詳細はホームページ
のお知らせをご確認ください。

宮城県対がん協会
がん検診センター 上杉5-7-30 263-1636 月～金 9:00-12:00、13:00-16:00

予約の際は「ワクチン接種の予約」とお伝
えください。※ワクチン接種曜日・時間 
水，金 午後のみ

宮城県立こども病院 落合4-3-17 391-5111 火，木，金 9:00-12:00
成人でアナフィラキシー等の懸念がある方
は他院での接種を推奨します。予約開始時
期は未定。HP上でお知らせします。

みやぎ台かねこ医院 みやぎ台3-26-8 391-3611 月～金 11:00-12:15、14:30-16:30 
水，土 AMのみ対応

当面通院中の方優先となります。（年齢、病歴
により接種日をこちらからご連絡いたしま
す。）

宮城中央病院 上杉1-9-17 226-7897 月～金 9:00-16:00
左記時間内にご連絡願います。左記時間以
外は受付しておりません。電話番号は予約専
用です。

宮町通りクリニック 宮町1-1-48 223-2082 月～土 9:00-12:00、14:00-16:00 但し水，土はAMのみ
かかりつけの患者さんのみ。インターネット
での予約は行っておりません。

めときこども
クリニック 国見ヶ丘1-14-4 278-1041 月～金 9:00-11:30

メリーレディース
クリニック 落合6-1-4 391-0315 月～金 9:00-12:00、14:30-16:30 但し木はAMのみ

産婦人科のため女性のみ可能。基礎疾患の
ある方は不可。

杜のホスピタル・
あおば 八幡6-9-3 718-8871 月～木（祝日を除く）14:00-16:00

当院受診中の方が優先となります。アナフィ
ラキシーや予防接種でアレルギーの既往が
ある方はご遠慮ください。

森るり子内科
クリニック 五橋1-6-23 221-2119 月～水，金 13:15-14:15

接種日の指定不可。当院でワクチンの供給
状況により日時を調整し後日連絡します。ご
協力をお願いします。

師小児科医院 中央2-10-17-2F 222-6247 月～土 8:30-12:00、15:00-17:00 但し水，土は8:30-12:00
小児科なので基礎疾患がある高齢者で接種
判断に困る方の接種は困難です。

やすだクリニック 桜ヶ丘4-19-16 278-1731 月，火，木～土 9:00-12:30、14:00-18:00 但し土はAMのみ
接種後15-30分間の様子観察をしていただ
きます。

山形内科医院 木町通1-1-18 221-5678 月～土 9:00-12:00、14:00-17:00 但し水，土はAMのみ

山口胃腸科外科医院 上杉1-4-28 223-3533 月～金 9:30-12:30、14:30-17:00 但し水はAMのみ

吉成台内科胃腸科 吉成台1-2-5 303-2320 月～水，金 9:00-11:30、14:30-17:00 土は電話予約できません。かかりつけ患者さ
ん優先です。

りょうベビー＆キッズ
クリニック 五橋2-1-17-201 397-6099 月～水，金，土 9:00-12:00、14:30-18:30

小児科のため、子育て世代や学生の方を主
な対象とします。

若山医院 
内科・循環器内科 東勝山3-4-5 272-8778

（予約専用）月～土 9:00-12:00
事前に問診票を受け取りに来てください。当
日は問診票を記入の上、来院してください。
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● 宮城野区
医療機関名称 住　所 予約電話番号 予約受付　曜日・時間 医療機関からのお知らせ

あいざわクリニック 銀杏町26-7 296-0520 月～金 9:00-12:30 新患は不可
青葉病院 幸町3-15-20 257-7586 月～金 9:00-16:30 土 9:00-11:30 接種時間 ①10:00、②13:30、③15:00

色川医院 福田町2-5-13 258-1051 月～土 9:00-12:00、14:00-17:00 但し土はAMのみ

岩切阿部医院 岩切字洞ノ口190-4 255-8218 月～土 9:30-12:00、14:30-17:00 但し水，土はAMのみ
既往歴、アレルギー歴、お薬手帳の確認、現
在治療中の疾患の確認

岩切中央クリニック 岩切分台1-2-5 255-2131 月，火，木，金 14:30-17:30  水 9:00-12:00
通常診療と並行して行いますのでご理解く
ださい。2回分のご予約をあわせてお取りし
ます。

岩切病院 岩切字稲荷21 255-5555 月～土 9:00-11:30、14:00-17:30

遠藤クリニック 福田町1-1-18 258-3600 月～金 10:00-17:00 土 10:00-11:00 薬剤アレルギーのある人は予約時に申し出
てください。

おおかた内科
胃腸科医院 鶴ケ谷北1-14-21 251-5515 月，火，木～土 9:00-12:00、14:30-

17:30 但し土はAMのみ 定期通院中の方を優先します。

大山内科胃腸科 燕沢3-19-1 月～水，金 9:30-12:15、14:30-16:45 
土 9:30-12:15

当院かかりつけの方に限定します。来院の
上、予約をお願いします（電話予約不可）。予
約変更はできません。代表 TEL:253-1733

おのでらクリニック 銀杏町35-1 236-7522 月～水，金 9:00-12:30、14:00-18:00 木 9:00-12:30 土 9:00-13:00
通常診療中に問診、接種を行いますので、外
来の混雑状況によりお待たせする場合があ
ることをご了承ください。

菅野医院 小田原1-3-27 256-4261 月～木 14:00-17:00

キッズクリニック田子 田子西1-10-9 080-7646-
4355 火 17:00-17:45

小児科のため、心血管疾患・糖尿病・慢性肺
疾患・高血圧など持病のある成人の接種に
は対応できません。

木下内科クリニック 原町2-4-43 257-0505 月～水，金，土 9:00-12:00、14:00-17:00 但し火，土はAMのみ 予約は電話でのみ対応

木村貞之進記念
まひと内科クリニック 高砂1-24-39 388-8228 月～水，金，土 9:00-11:30、14:30-17:30

予約は左記時間内にご連絡願います。
予防接種に関しての質問は、仙台市新型コロ
ナウイルスワクチン接種専用コールセンター
へお問い合わせください。
2回目は3週間後になります。変更やキャンセ
ルがないようにお願い申しあげます。
接種当日は17:00-17:30のお時間にご来院
ください。

草刈耳鼻科 原町2-3-61 256-5659 月～土 9:00-13:00、14:30-17:00 火 11:00まで 土 15:30まで
くらた整形外科
クリニック 岩切字今市東24-2 255-8282 月～土 9:00-12:00

さいわい町ファミリー
クリニック 幸町2-21-8 781-9815 月～金 9:00-12:00、14:30-17:30 但し水は PMのみ 左記時間内にご連絡ください。

佐藤彰内科
消化器科医院 高砂1-29-4 388-6338 月，火，木，金 9:30-12:00、15:00-16:00

12:30-14:30は電話対応できず。予防接種
はかかりつけの方を中心に対応する予定で
す。

さのクリニック 
アレルギー科・
呼吸器科・内科

小田原弓ノ町100-
1-4F 291-2680 月～土 9:00-11:00、13:30-16:00（水，土を除く）

塩沢消化器内科 燕沢2-15-30 251-2233
月～水，金 9:00-11:45、15:00-17:45 
木 9:00-11:45
土 9:00-11:45、15:00-16:45

通常診療・検査業務の中でワクチン接種を
行いますので、接種前後の待ち時間がござい
ます。

清水外科医院 新田1-20-10 284-4648 月～金 10:00-12:00、14:00-15:00

清水内科小児科医院 萩野町2-17-6 231-0280 月～木 9:00-12:30、14:00-17:00 金 14:00-17:00 土 9:00-12:30
左記時間内に氏名・連絡先と共にご予約く
ださい。通常診療と並行しての接種のため、
時間の前後あります。

庄子内科クリニック 田子2-6-12 387-2666 月～水，金 14:00-16:00
新田さいとう
クリニック 新田4-33-18 353-5780 月，火，木，金 8:30-12:00、14:30-18:00 水，土 8:30-12:00

しんでん東耳鼻咽喉科 新田東2-10-5 782-3387 月～金 10:00-12:00、14:30-17:00 但し水はAMのみ

新田東クリニック 新田東2-10-4 797-6700 月～土 10:00-12:00、15:00-17:00（但し木，土はAM）
整形外科・外科
神崎クリニック 鶴ケ谷7-31-7 251-7711 月～土 9:00-11:30、14:30-17:00 

但し土はAMのみ
せきこどもクリニック 福室5-9-40 388-8864 火～土 11:30-12:30頃

仙台オープン病院 鶴ヶ谷5-22-1 252-2020 月～金 10:00-14:00 ワクチン接種曜日・時間 水，金 14:00-
15:30（祝日除く）1日30名接種可能

仙台ペインクリニック 新田東3-14-1 236-1310 月～金 13:00-14:00

※区ごと、50音順に掲載しています。
※医療機関の診療状況等により、掲載内容が変更になる場合があります。
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在治療中の疾患の確認

岩切中央クリニック 岩切分台1-2-5 255-2131 月，火，木，金 14:30-17:30  水 9:00-12:00
通常診療と並行して行いますのでご理解く
ださい。2回分のご予約をあわせてお取りし
ます。

岩切病院 岩切字稲荷21 255-5555 月～土 9:00-11:30、14:00-17:30

遠藤クリニック 福田町1-1-18 258-3600 月～金 10:00-17:00 土 10:00-11:00 薬剤アレルギーのある人は予約時に申し出
てください。

おおかた内科
胃腸科医院 鶴ケ谷北1-14-21 251-5515 月，火，木～土 9:00-12:00、14:30-

17:30 但し土はAMのみ 定期通院中の方を優先します。

大山内科胃腸科 燕沢3-19-1 月～水，金 9:30-12:15、14:30-16:45 
土 9:30-12:15

当院かかりつけの方に限定します。来院の
上、予約をお願いします（電話予約不可）。予
約変更はできません。代表 TEL:253-1733

おのでらクリニック 銀杏町35-1 236-7522 月～水，金 9:00-12:30、14:00-18:00 木 9:00-12:30 土 9:00-13:00
通常診療中に問診、接種を行いますので、外
来の混雑状況によりお待たせする場合があ
ることをご了承ください。

菅野医院 小田原1-3-27 256-4261 月～木 14:00-17:00

キッズクリニック田子 田子西1-10-9 080-7646-
4355 火 17:00-17:45

小児科のため、心血管疾患・糖尿病・慢性肺
疾患・高血圧など持病のある成人の接種に
は対応できません。

木下内科クリニック 原町2-4-43 257-0505 月～水，金，土 9:00-12:00、14:00-17:00 但し火，土はAMのみ 予約は電話でのみ対応

木村貞之進記念
まひと内科クリニック 高砂1-24-39 388-8228 月～水，金，土 9:00-11:30、14:30-17:30

予約は左記時間内にご連絡願います。
予防接種に関しての質問は、仙台市新型コロ
ナウイルスワクチン接種専用コールセンター
へお問い合わせください。
2回目は3週間後になります。変更やキャンセ
ルがないようにお願い申しあげます。
接種当日は17:00-17:30のお時間にご来院
ください。

草刈耳鼻科 原町2-3-61 256-5659 月～土 9:00-13:00、14:30-17:00 火 11:00まで 土 15:30まで
くらた整形外科
クリニック 岩切字今市東24-2 255-8282 月～土 9:00-12:00

さいわい町ファミリー
クリニック 幸町2-21-8 781-9815 月～金 9:00-12:00、14:30-17:30 但し水は PMのみ 左記時間内にご連絡ください。

佐藤彰内科
消化器科医院 高砂1-29-4 388-6338 月，火，木，金 9:30-12:00、15:00-16:00

12:30-14:30は電話対応できず。予防接種
はかかりつけの方を中心に対応する予定で
す。

さのクリニック 
アレルギー科・
呼吸器科・内科

小田原弓ノ町100-
1-4F 291-2680 月～土 9:00-11:00、13:30-16:00（水，土を除く）

塩沢消化器内科 燕沢2-15-30 251-2233
月～水，金 9:00-11:45、15:00-17:45 
木 9:00-11:45
土 9:00-11:45、15:00-16:45

通常診療・検査業務の中でワクチン接種を
行いますので、接種前後の待ち時間がござい
ます。

清水外科医院 新田1-20-10 284-4648 月～金 10:00-12:00、14:00-15:00

清水内科小児科医院 萩野町2-17-6 231-0280 月～木 9:00-12:30、14:00-17:00 金 14:00-17:00 土 9:00-12:30
左記時間内に氏名・連絡先と共にご予約く
ださい。通常診療と並行しての接種のため、
時間の前後あります。

庄子内科クリニック 田子2-6-12 387-2666 月～水，金 14:00-16:00
新田さいとう
クリニック 新田4-33-18 353-5780 月，火，木，金 8:30-12:00、14:30-18:00 水，土 8:30-12:00

しんでん東耳鼻咽喉科 新田東2-10-5 782-3387 月～金 10:00-12:00、14:30-17:00 但し水はAMのみ

新田東クリニック 新田東2-10-4 797-6700 月～土 10:00-12:00、15:00-17:00（但し木，土はAM）
整形外科・外科
神崎クリニック 鶴ケ谷7-31-7 251-7711 月～土 9:00-11:30、14:30-17:00 

但し土はAMのみ
せきこどもクリニック 福室5-9-40 388-8864 火～土 11:30-12:30頃

仙台オープン病院 鶴ヶ谷5-22-1 252-2020 月～金 10:00-14:00 ワクチン接種曜日・時間 水，金 14:00-
15:30（祝日除く）1日30名接種可能

仙台ペインクリニック 新田東3-14-1 236-1310 月～金 13:00-14:00

※区ごと、50音順に掲載しています。
※医療機関の診療状況等により、掲載内容が変更になる場合があります。
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医療機関名称 住　所 予約電話番号 予約受付　曜日・時間 医療機関からのお知らせ
仙台森ビル
内科クリニック 榴岡4-2-3 292-5678 月～土 9:30-12:00、15:00-17:00 但し水はAMのみ

接種は 月，火，木，金 15:00-17:00となりま
す。

たかはし内科 東仙台2-5-3 257-3227 月，火，木～土 9:00-12:30、14:00-18:00
基本、直接来院のみの予約です。詳しくは
HPをご参照ください。
https://higashisendai.com/

田島内科医院 萩野町1-11-1-1F
050-

3498-9311
（予約専用）

月～水，金 9:00-13:00 かかりつけの患者様を優先させていただき
ます。

田所ハートクリニック 岩切字洞ノ口
229-5 396-0810 月，火，木，金 14:00-17:00 当面予約制、1日6名までの限定とします。

丹野皮膚科
内科小児科 原町2-1-69 297-1158 月，火，木，金 11:00-12:00、 14:30-

15:15 受診時予約可

千葉内科クリニック 栄2-25-7 258-8776 月～水，金 14:30-16:00
予約制（月～水，金 14:30-16:00のみ 1日5
名まで）。アレルギー体質の方はご遠慮くだ
さい。

榴岡わたなべ
クリニック 榴岡3-11-18-1F 298-6201 月，火，木～土 8:30-12:00、14:00-18:00 但し土はAMのみ

てっぽう町かず内科 鉄砲町東3-16 090-8617-
4185

月，火，木，金 10:00-12:30、14:30-
17:30 水 10:00-12:30 土 10:00-
14:30

内服薬がある場合はお薬手帳を持参。接種
後院内で30分経過観察。妊婦の方への接種
は行いません。

徳永クリニック 新田東2-14-3 343-8353 月～土 9:00-12:00、14:00-17:00 但し水，土はAMのみ 水曜日は手術日のため原則不可

とざわクリニック 東仙台4-7-1 298-6770 月，火，木，金 9:00-12:30、14:30-18:00 土 9:00-12:30、14:00-16:30
内科・胃腸科 
小田原クリニック 小田原1-6-40 792-8080 月～金 9:00-11:30、 月，火，木，金 15:00-16:30

電話による予約制です。かかりつけの患者さ
んを優先させていただきます。

内科萱場クリニック 小田原1-5-32 256-5101 月～土 10:00-11:30、15:00-17:00 但し水，土はAMのみ
かかりつけの方優先。接種は平日日中のみ。
早朝夕方不可。化粧品、薬等のアレルギー体
質の方は病院接種推奨。

永井小児科医院 宮城野1-25-10 256-3466 月～金 9:00-12:00

中嶋病院 大梶15-27 292-1176
（予約専用）月～金 14:00-17:00

Web 予約はホームページをご確認くださ
い。https://www.nakajima-hs.or.jp 
駐車場に限りがございます。

中林耳鼻咽喉科医院 鶴ケ谷7-31-6 251-1761 月，火，木，金 9:00-12:00、14:00-
16:00

アナフィラキシーの既往のある方は接種で
きません。予約時間を守り、接種後15分以上
院内で経過をみます。

なかむら脳神経外科 新田東1-8-1-1F 232-0770 月～土10:00-12:00、15:00-17:00 但し水，土はAMのみ
かかりつけ患者優先。肩の露出しやすい服装
でお願いします。

野口胃腸内科医院 幸町1-17-32 234-7305 電話予約不可
※ワクチン接種 火，金 12:30-14:00
定期通院中の方を優先します。来院時、医師
と相談の上、予約となります。

のむら内科心療内科
クリニック 岩切1-26-27 396-8755 月，火，木，金 10:00-11:00、15:00-16:00

のろこどもクリニック 新田東1-8-1-2F 388-3830 月，火，木，金 9:00-17:00  水 9:00-12:00 土 9:00-15:00
一般診察のお子さんと接触しにくい時間に
しましたが、状況により個室を利用し接種し
ます。

はまざきウィメンズ
クリニック 高砂1-1-15-3F 388-8321 月，火，木，金 9:30-12:00、14:00-17:00 婦人科のため、女性のみ接種可能です。

原町ささき医院 原町1-3-50 355-8880 月～金 9:00-12:30、15:00-17:00 但し水はAMのみ しばらくは定期通院中の方のみとします。

東仙台リウマチ科
内科クリニック 新田東1-17-5 237-5311 月～水，金，土 13:00-15:00 電話で予約をお願いします。人数と時間の調

整が必要ですのでご協力をお願いします。
光が丘内科クリニック 幸町5-4-1-203 766-8511 月，水～金 17:30-19:30 階段が急なので御注意ください。

福井医院 東宮城野4-2 236-8831 月，火，木，金 9:00-12:00、14:30-17:00
1日の接種者を6名として10:00に3名、11時
に3名を予定しております。

福住クリニック 福住町4-16 387-2322 月～水，金 9:30-12:00、14:30-17:00
福室みみはなのど
クリニック 福室4-18-18 353-6544 原則ネット予約。Web 予約 ホームページを参照ください。

待合室の混雑を避ける為、自家用車で来院
できる方のみ

星内科小児科医院 幸町2-20-13 256-1973 月～土 9:00-12:00、15:00-17:00 但し水，土はAM
まんてん堂こども
クリニック 新田東3-2-7 090-6628-

7981 月，水～金 10:00-18:00 左記時間内にご連絡願います。メールでの受
付は行っておりません。

みはるの杜診療所 福室2-5-27 254-7201 月～金 9:00-11:30、14:00-16:30

みやぎの内科
クリニック 宮城野1-21-7 292-7801 月～水，金，土 9:00-12:00、14:00-17:00 但し土はAMのみ

接種後30分院内で模様を見ます。肩を出せ
る半袖のシャツを着て来院ください。定期受
診の方優先。

宮千代内科クリニック 宮千代2-19-7 797-3777 月，火，木，金 9:00-12:00、14:30-17:30 水，土 9:00-12:00
毎月通院してる方対象。月，火，木，金 一日6
人のみ接種可。高齢者は付き添いお願いしま
す。
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医療機関名称 住　所 予約電話番号 予約受付　曜日・時間 医療機関からのお知らせ

宮林こどもクリニック 岩切字今市東18-2 255-2555 月～水，金，土 9:00-12:00、14:00-17:00

安田病院 小田原2-2-40 256-5166 月～金 9:00-12:00、14:00-17:00 アレルギー症状をお持ちの方は、ご遠慮くだ
さい。

湯村医院 岩切字若宮前82-1 255-8011 月～土 9:30-12:00、14:00-17:00 但し木，土はAMのみ
わたなべ整形外科 高砂2-1-8 254-8383 月～水，金 15:00-17:00 左記時間内にご連絡願います。

● 若林区
医療機関名称 住　所 予約電話番号 予約受付　曜日・時間 医療機関からのお知らせ

葵会仙台病院 荒井東1-6-8 380-1000 月～土 9:00-12:00、14:00-17:00 土は AMのみ
愛宕橋にしざわ脳神経
外科クリニック 土樋62 263-2438 月～土 9:00-12:00、14:00-17:00 左記時間内にご連絡お願いします。

荒井駅前のぐち内科
クリニック 荒井東1-3-1-2F 762-7221

①Web 予約 ホームページを参照くだ
さい。
②電話受付は月～土 9:30-12:00

不安な方は事前に主治医とご相談を。電話
予約は午前。Web 予約もご利用ください。

あらい内科胃腸内科
クリニック 荒井1-1-3 294-6633 月～土 9:00-12:30、14:30-18:00 但し木，土はAMのみ

あらまち内科
クリニック 荒町123-2F

070-
8945-3422
（予約専用）

月～土 10:00-13:00、15:30-17:30 
但し水，土はAMのみ 予約は電話受付のみ

石田医院 連坊小路53 256-1237 月～土 9:00-12:30、14:00-17:30 但し水，土はAMのみ
完全予約制。肩を出しやすい服装で来院して
ください。

五橋駅前クリニック 清水小路8-2F 796-3120 月～水，金 11:00-13:00、15:00-17:00 土 14:00-15:30
左記時間内にご連絡願います。左記時間以
外は予約を受け付けておりません。

氏家クリニック 一本杉町14-19 284-7551 月～土 9:00-12:00、14:00-18:00 但し木，土はAMのみ
沖野内科医院 沖野6-26-30 285-8266 月～金 9:00-12:00、14:00-17:30

おきのメディカル
クリニック 沖野5-7-6 352-3126 月～金 11:00-12:00、15:00-17:00 但し水はAMのみ

電話または来院による予約が必要です。ネッ
ト予約不可。お電話は左記時間内にお願い
します。

おざわ女性総合
クリニック 荒町192 222-9716 月～水，金 8:30-17:00  木，土 8:30-12:30 婦人科のため、女性のみ接種可能です。

おろしまちクリニック
内科・内視鏡内科 卸町3-1-2-2F 353-5725

①電話受付 月～土 9:00-17:00 
但し水，土は9:00-12:00
②Web 予約 ホームページをご参照く
ださい。

今までに予防接種や薬剤で強いアレルギー
反応のある方はお受けできません。

角田記念まつだ
クリニック内科・ 
消化器内科

六丁の目中町1-17 287-8611 月～金 11:00-17:00  
但し水，土は11:00-12:00

かやば小児科医院 中倉1-11-3 237-0081 月～金 8:30-11:30、14:00-17:30 土8:30-11:30
ワクチンの状況により、希望の時間に沿えな
い場合があります。予約は左記時間にお願い
します。

からだとこころの
クリニックラポール 堰場12-5-1F 217-0855 月～水，金 9:00-11:30、14:00-17:00

河原町病院 南小泉字八軒小路4 222-8657 月～水，金 14:00-17:00
かんのキッズ
クリニック 大和町2-6-3 762-5684 月，火，木，金 9:00-12:00、14:00-18:00 水，土 9:00-12:00

五十人町おおとも内科 五十人町35 286-8541 月～金 9:00-11:00 定期受診の方のみ受け付けいたします。来院
時に受付でお申し込みも可能です。

ごとう耳鼻咽喉科 一本杉町8-16 294-1335 月，火，木，金 9:00-11:00、14:00-16:00 水 9:00-11:00
かかりつけの患者さんを優先します。心血管
疾患・喘息・糖尿病など持病のある方はお
受けできません。

今野外科整形外科 南鍛冶町196 223-3285 月～金 9:00-12:00、13:30-17:00 かかりつけの患者さんを優先します。予約は
必ず左記時間でお願いします。

佐藤内科クリニック 蒲町27-21 781-2521 月～土 9:00-12:00、14:00-17:30 
但し水，土はAMのみ

GI スズキクリニック 新寺2-2-11-4F 293-0211 月，火，木，金 9:00-13:00、15:00-17:00 土 9:00-13:00

七郷クリニック 荒井3-25-4
080-

6077-5670
（予約専用）

月，火，木～土 9:00-12:00 予約制です。予約電話は午前中のみ受け付
けます。

清水内科外科医院 若林5-4-50 286-1586 火～土 9:00-12:30
完全事前予約制。1日6名まで。かかりつけの
方優先。土曜日の予約は平日来院できない
方のみ。

※区ごと、50音順に掲載しています。
※医療機関の診療状況等により、掲載内容が変更になる場合があります。
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医療機関名称 住　所 予約電話番号 予約受付　曜日・時間 医療機関からのお知らせ
仙台森ビル
内科クリニック 榴岡4-2-3 292-5678 月～土 9:30-12:00、15:00-17:00 但し水はAMのみ

接種は 月，火，木，金 15:00-17:00となりま
す。

たかはし内科 東仙台2-5-3 257-3227 月，火，木～土 9:00-12:30、14:00-18:00
基本、直接来院のみの予約です。詳しくは
HPをご参照ください。
https://higashisendai.com/

田島内科医院 萩野町1-11-1-1F
050-

3498-9311
（予約専用）

月～水，金 9:00-13:00 かかりつけの患者様を優先させていただき
ます。

田所ハートクリニック 岩切字洞ノ口
229-5 396-0810 月，火，木，金 14:00-17:00 当面予約制、1日6名までの限定とします。

丹野皮膚科
内科小児科 原町2-1-69 297-1158 月，火，木，金 11:00-12:00、 14:30-

15:15 受診時予約可

千葉内科クリニック 栄2-25-7 258-8776 月～水，金 14:30-16:00
予約制（月～水，金 14:30-16:00のみ 1日5
名まで）。アレルギー体質の方はご遠慮くだ
さい。

榴岡わたなべ
クリニック 榴岡3-11-18-1F 298-6201 月，火，木～土 8:30-12:00、14:00-18:00 但し土はAMのみ

てっぽう町かず内科 鉄砲町東3-16 090-8617-
4185

月，火，木，金 10:00-12:30、14:30-
17:30 水 10:00-12:30 土 10:00-
14:30

内服薬がある場合はお薬手帳を持参。接種
後院内で30分経過観察。妊婦の方への接種
は行いません。

徳永クリニック 新田東2-14-3 343-8353 月～土 9:00-12:00、14:00-17:00 但し水，土はAMのみ 水曜日は手術日のため原則不可

とざわクリニック 東仙台4-7-1 298-6770 月，火，木，金 9:00-12:30、14:30-18:00 土 9:00-12:30、14:00-16:30
内科・胃腸科 
小田原クリニック 小田原1-6-40 792-8080 月～金 9:00-11:30、 月，火，木，金 15:00-16:30

電話による予約制です。かかりつけの患者さ
んを優先させていただきます。

内科萱場クリニック 小田原1-5-32 256-5101 月～土 10:00-11:30、15:00-17:00 但し水，土はAMのみ
かかりつけの方優先。接種は平日日中のみ。
早朝夕方不可。化粧品、薬等のアレルギー体
質の方は病院接種推奨。

永井小児科医院 宮城野1-25-10 256-3466 月～金 9:00-12:00

中嶋病院 大梶15-27 292-1176
（予約専用）月～金 14:00-17:00

Web 予約はホームページをご確認くださ
い。https://www.nakajima-hs.or.jp 
駐車場に限りがございます。

中林耳鼻咽喉科医院 鶴ケ谷7-31-6 251-1761 月，火，木，金 9:00-12:00、14:00-
16:00

アナフィラキシーの既往のある方は接種で
きません。予約時間を守り、接種後15分以上
院内で経過をみます。

なかむら脳神経外科 新田東1-8-1-1F 232-0770 月～土10:00-12:00、15:00-17:00 但し水，土はAMのみ
かかりつけ患者優先。肩の露出しやすい服装
でお願いします。

野口胃腸内科医院 幸町1-17-32 234-7305 電話予約不可
※ワクチン接種 火，金 12:30-14:00
定期通院中の方を優先します。来院時、医師
と相談の上、予約となります。

のむら内科心療内科
クリニック 岩切1-26-27 396-8755 月，火，木，金 10:00-11:00、15:00-16:00

のろこどもクリニック 新田東1-8-1-2F 388-3830 月，火，木，金 9:00-17:00  水 9:00-12:00 土 9:00-15:00
一般診察のお子さんと接触しにくい時間に
しましたが、状況により個室を利用し接種し
ます。

はまざきウィメンズ
クリニック 高砂1-1-15-3F 388-8321 月，火，木，金 9:30-12:00、14:00-17:00 婦人科のため、女性のみ接種可能です。

原町ささき医院 原町1-3-50 355-8880 月～金 9:00-12:30、15:00-17:00 但し水はAMのみ しばらくは定期通院中の方のみとします。

東仙台リウマチ科
内科クリニック 新田東1-17-5 237-5311 月～水，金，土 13:00-15:00 電話で予約をお願いします。人数と時間の調

整が必要ですのでご協力をお願いします。
光が丘内科クリニック 幸町5-4-1-203 766-8511 月，水～金 17:30-19:30 階段が急なので御注意ください。

福井医院 東宮城野4-2 236-8831 月，火，木，金 9:00-12:00、14:30-17:00
1日の接種者を6名として10:00に3名、11時
に3名を予定しております。

福住クリニック 福住町4-16 387-2322 月～水，金 9:30-12:00、14:30-17:00
福室みみはなのど
クリニック 福室4-18-18 353-6544 原則ネット予約。Web 予約 ホームページを参照ください。

待合室の混雑を避ける為、自家用車で来院
できる方のみ

星内科小児科医院 幸町2-20-13 256-1973 月～土 9:00-12:00、15:00-17:00 但し水，土はAM
まんてん堂こども
クリニック 新田東3-2-7 090-6628-

7981 月，水～金 10:00-18:00 左記時間内にご連絡願います。メールでの受
付は行っておりません。

みはるの杜診療所 福室2-5-27 254-7201 月～金 9:00-11:30、14:00-16:30

みやぎの内科
クリニック 宮城野1-21-7 292-7801 月～水，金，土 9:00-12:00、14:00-17:00 但し土はAMのみ

接種後30分院内で模様を見ます。肩を出せ
る半袖のシャツを着て来院ください。定期受
診の方優先。

宮千代内科クリニック 宮千代2-19-7 797-3777 月，火，木，金 9:00-12:00、14:30-17:30 水，土 9:00-12:00
毎月通院してる方対象。月，火，木，金 一日6
人のみ接種可。高齢者は付き添いお願いしま
す。
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医療機関名称 住　所 予約電話番号 予約受付　曜日・時間 医療機関からのお知らせ

宮林こどもクリニック 岩切字今市東18-2 255-2555 月～水，金，土 9:00-12:00、14:00-17:00

安田病院 小田原2-2-40 256-5166 月～金 9:00-12:00、14:00-17:00 アレルギー症状をお持ちの方は、ご遠慮くだ
さい。

湯村医院 岩切字若宮前82-1 255-8011 月～土 9:30-12:00、14:00-17:00 但し木，土はAMのみ
わたなべ整形外科 高砂2-1-8 254-8383 月～水，金 15:00-17:00 左記時間内にご連絡願います。

● 若林区
医療機関名称 住　所 予約電話番号 予約受付　曜日・時間 医療機関からのお知らせ

葵会仙台病院 荒井東1-6-8 380-1000 月～土 9:00-12:00、14:00-17:00 土は AMのみ
愛宕橋にしざわ脳神経
外科クリニック 土樋62 263-2438 月～土 9:00-12:00、14:00-17:00 左記時間内にご連絡お願いします。

荒井駅前のぐち内科
クリニック 荒井東1-3-1-2F 762-7221

①Web 予約 ホームページを参照くだ
さい。
②電話受付は月～土 9:30-12:00

不安な方は事前に主治医とご相談を。電話
予約は午前。Web 予約もご利用ください。

あらい内科胃腸内科
クリニック 荒井1-1-3 294-6633 月～土 9:00-12:30、14:30-18:00 但し木，土はAMのみ

あらまち内科
クリニック 荒町123-2F

070-
8945-3422
（予約専用）

月～土 10:00-13:00、15:30-17:30 
但し水，土はAMのみ 予約は電話受付のみ

石田医院 連坊小路53 256-1237 月～土 9:00-12:30、14:00-17:30 但し水，土はAMのみ
完全予約制。肩を出しやすい服装で来院して
ください。

五橋駅前クリニック 清水小路8-2F 796-3120 月～水，金 11:00-13:00、15:00-17:00 土 14:00-15:30
左記時間内にご連絡願います。左記時間以
外は予約を受け付けておりません。

氏家クリニック 一本杉町14-19 284-7551 月～土 9:00-12:00、14:00-18:00 但し木，土はAMのみ
沖野内科医院 沖野6-26-30 285-8266 月～金 9:00-12:00、14:00-17:30

おきのメディカル
クリニック 沖野5-7-6 352-3126 月～金 11:00-12:00、15:00-17:00 但し水はAMのみ

電話または来院による予約が必要です。ネッ
ト予約不可。お電話は左記時間内にお願い
します。

おざわ女性総合
クリニック 荒町192 222-9716 月～水，金 8:30-17:00  木，土 8:30-12:30 婦人科のため、女性のみ接種可能です。

おろしまちクリニック
内科・内視鏡内科 卸町3-1-2-2F 353-5725

①電話受付 月～土 9:00-17:00 
但し水，土は9:00-12:00
②Web 予約 ホームページをご参照く
ださい。

今までに予防接種や薬剤で強いアレルギー
反応のある方はお受けできません。

角田記念まつだ
クリニック内科・ 
消化器内科

六丁の目中町1-17 287-8611 月～金 11:00-17:00  
但し水，土は11:00-12:00

かやば小児科医院 中倉1-11-3 237-0081 月～金 8:30-11:30、14:00-17:30 土8:30-11:30
ワクチンの状況により、希望の時間に沿えな
い場合があります。予約は左記時間にお願い
します。

からだとこころの
クリニックラポール 堰場12-5-1F 217-0855 月～水，金 9:00-11:30、14:00-17:00

河原町病院 南小泉字八軒小路4 222-8657 月～水，金 14:00-17:00
かんのキッズ
クリニック 大和町2-6-3 762-5684 月，火，木，金 9:00-12:00、14:00-18:00 水，土 9:00-12:00

五十人町おおとも内科 五十人町35 286-8541 月～金 9:00-11:00 定期受診の方のみ受け付けいたします。来院
時に受付でお申し込みも可能です。

ごとう耳鼻咽喉科 一本杉町8-16 294-1335 月，火，木，金 9:00-11:00、14:00-16:00 水 9:00-11:00
かかりつけの患者さんを優先します。心血管
疾患・喘息・糖尿病など持病のある方はお
受けできません。

今野外科整形外科 南鍛冶町196 223-3285 月～金 9:00-12:00、13:30-17:00 かかりつけの患者さんを優先します。予約は
必ず左記時間でお願いします。

佐藤内科クリニック 蒲町27-21 781-2521 月～土 9:00-12:00、14:00-17:30 
但し水，土はAMのみ

GI スズキクリニック 新寺2-2-11-4F 293-0211 月，火，木，金 9:00-13:00、15:00-17:00 土 9:00-13:00

七郷クリニック 荒井3-25-4
080-

6077-5670
（予約専用）

月，火，木～土 9:00-12:00 予約制です。予約電話は午前中のみ受け付
けます。

清水内科外科医院 若林5-4-50 286-1586 火～土 9:00-12:30
完全事前予約制。1日6名まで。かかりつけの
方優先。土曜日の予約は平日来院できない
方のみ。

※区ごと、50音順に掲載しています。
※医療機関の診療状況等により、掲載内容が変更になる場合があります。

若
林
区

宮
城
野
区

個
別
接
種 

実
施
医
療
機
関
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医療機関名称 住　所 予約電話番号 予約受付　曜日・時間 医療機関からのお知らせ

しんてらこども
クリニック 新寺1-8-1-2F 298-6188

診療時間内 
月 8:30-12:00、13:30-16:00
火，木，土 8:30-12:00、13:30-17:15 
金，日 8:30-12:00

新寺内科 新寺1-8-1 355-9623
月，火，木～土 9:00-11:30、12:30-
14:30、16:00-17:00
但し土はAM 及び12:30-14:30のみ

スガワラクリニック 中倉1-1-5 284-1831 月～水，金，土 9:00-12:00、14:00-17:00 但し土はAMのみ
杉山内科

消化器科医院 中倉2-1-20 239-5611 月～土 9:00-12:00、14:00-17:00 但し木，土はAMのみ

仙台整形外科病院 伊在3-5-3 390-5051 平日 月～金 9:00-16:00 整形外科のため、副反応の対応から接種年
齢を20～65歳でお願いします。

仙台中央病院 新寺3-13-6 297-0208 月～金 9:00-12:00、14:00-18:00  第2，4土 9:00-12:00

仙台薬師堂いしばし
消化器内視鏡クリニック 木ノ下3-16-21-3F 369-3763 月～水，金 9:00-13:00、14:30-18:00 土 9:00-14:00

左記時間内にご連絡願います。左記時間以
外はWebから予約可能です。
https://www.ishibashi-naishikyo.com

高柳内科医院 堰場1 222-4784 月，水～金 9:00-12:00、14:00-17:30

T'sレディース
クリニック 荒井3-26-1 288-1103 月，火，木，金 14:00-17:00

産婦人科のため女性のみ可能。基礎疾患の
ある方、喘息などアレルギー体質の方は不
可。

長島内科医院 一本杉町18-11 235-8331 月～土 9:00-12:00、14:00-17:00 但し水，土はAMのみ
ながぬま内科胃腸科

クリニック 沖野7-43-29 781-2551 月～土 9:00-12:00、14:30-17:00 
但し水，土はAMのみ 来院、電話にて1日5名までの予約制。

なないろの里
クリニック

なないろの里1-19-
4 352-7706 月，水，木 14:00-17:00 左記、曜日、時間内でのご連絡をお願いいた

します。

はなクリニック 荒井2-18-11 288-8777 月～土 8:30-12:00、14:00-18:00 但し木，土はAMのみ
はやし内科クリニック 大和町2-6-3-2F 762-5686 月～水，金 15:00-17:00

はんざわ内科胃腸科 南石切町14-10 726-5381 月～土 9:00-12:00、15:00-17:00 但し水，土はAMのみ 左記時間内にご連絡願います。

堀田修クリニック 六丁の目南町2-39 390-6033 月～水，金 9:00-11:30、14:00-17:00 完全予約ですが日時の指定はできませんの
でご了承ください

松永女性クリニック 河原町1-3-17 722-3288
月，木，金 9:30-12:30、14:00-18:00
火 9:30-11:30、14:00-18:00  
水，土 9:30-12:30

終了30分前までには来院ください。

みやぎ健診プラザ 卸町1-6-9 231-3655 月～金 8:00-16:00
宮城厚生協会 
若林クリニック 下飯田字遠谷地174 289-8588 月，火，金 9:00-16:00 当クリニックかかりつけの患者さんのみの

接種対応となります。

杜の里内科クリニック 荒井東2-12-7 762-8281 月～水，金 8:30-18:00  木，土 8:30-13:00
やまだクリニック 南小泉2-14-17 352-3655 月～水，金 15:00-17:30

やまと内科クリニック なないろの里1-15-
11

070-3992-
1162

月～土 9:00-12:00、14:00-17:00 
但し木，土はAMのみ 左記時間内にご連絡願います。

大和町
たかはし整形外科
クリニック

大和町1-4-13 239-2777 月～土 10:00-12:00、14:30-17:00 但し水，土はAMのみ

やまもと内科
クリニック 古城3-6-11 781-0766 月～水，金 14:30-17:30

アナフィラキシー既往の方、薬剤や食物アレ
ルギーの多い方は、当院でなく、病院での接
種推奨。

結城クリニック 上飯田字天神
108-4 289-3322 月～土 8:30-12:30、14:00-18:00 但し水，土はAMのみ

● 太白区
医療機関名称 住　所 予約電話番号 予約受付　曜日・時間 医療機関からのお知らせ

青沼内科医院 郡山3-22-6 248-6630 9:00-12:00、14:00～17:00 但し水，木，土はAMのみ
アレルギー既往歴のある人、気管支喘息の人
はご遠慮下さい

浅沼整形外科 長町4-7-12 247-7533 月～土 10:00-12:00、15:00-17:00 但し木，土はAMのみ
整形外科にて設備不十分な為、高齢者のご
対応は致しかねます。

あすと耳鼻科 あすと長町1-3-1 796-7387 月～金 10:00-11:45  月～水，金 15:30-17:00
※ワクチン接種 火，木 12:30-13:30 ※詳細
はホームページでご確認をお願いします。

あすと長町
えだクリニック あすと長町3-3-33 308-1555 月～土 9:00-11:30、14:30-17:00 但し木，土はAMのみ
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医療機関名称 住　所 予約電話番号 予約受付　曜日・時間 医療機関からのお知らせ
あすと長町

さくらクリニック あすと長町1-2-1 246-3357 月，水，木，土 9:00-12:00、14:00-17:00
あすと長町

みんなのクリニック あすと長町1-3-1 080-2836-
1211 月～金 9:30-17:30 予約電話番号から左記時間内にご連絡願い

ます。

あんどうクリニック 四郎丸字吹上
28-38 741-7555 月，火，木，金 11:00-12:00、15:30-

16:30 左記時間内にご連絡願います。

今井クリニック 太白1-7-1 244-5331 月～土 9:00-12:00、14:30-17:30 水，土はAMのみ
食物、薬、注射等で血圧低下や息苦しさ等の
アレルギー反応を起こした方への接種は
行っておりません。

うちだクリニック 長町1-6-3-3F 748-0567 月～土 9:00-12:00、14:00-17:00 但し水，土はAMのみ 特になし

大岡内科医院 八木山緑町8-33 229-0201 火～木 8:30-18:00 月，金 8:30-12:00 当院かかりつけの患者様に限られます。予約日が決まり次第ご連絡いたします。

大波医院 大塒町6-1 247-7212 月，火，木，金 9:00-11:30、15:00-
17:00 水 9:00-11:30 左記時間内にご連絡お願いします。

おおのだ田中
クリニック 大野田4-18-1 398-7235 月～土 9:00-12:00、15:00-17:00 但し水，土はAMのみ

尾形小児科クリニック 袋原字台31-1 242-6881 月～土 8:30-11:30、15:00-17:00 但し木，土はAMのみ
接種日に関しては接種希望者数により日に
ちを変えていただくことがあります

かさい内科クリニック 富沢南1-25-1 746-5885 月，火，木～土 9:30-12:00、15:30-17:30
予診票を前日までに窓口でお受け取り下さ
い。

かねこクリニック 西の平1-25-27 月，火，木，金 9:00-12:00、14:30-
16:00 水 9:00-12:00 いずれも予定

当院に定期通院中の方に接種。窓口にて予約
（電話予約は行っておりません）。
代表 TEL:307-5666

かめやま整形外科 
リハビリテーション
クリニック

富沢南1-23-7 304-0765 月，火，金 16:00-18:00 左記時間内での接種予約を電話で受付けま
す。

菊地内科クリニック 東中田1-18-30 306-1010 月～土 9:00-12:00、14:30-17:30 但し木，土はAMのみ

興野内科医院 松が丘8-10 229-6868 月～土 10:00-12:00、15:00-17:00 但し水，土はAMのみ
当院からの定期薬の処方を受けている方の
み予約を受付ます。

きんぱらクリニック 西中田3-6-46 306-1166 月，火，木，金 14:30-17:00
くすの木内科
クリニック 中田3-8-37 397-6116 月～水，金，土 9:00-12:00、14:00-

17:30 但し土は15:00まで

河野医院 旗立2-4-18 307-0271 月～土 9:00-12:30、14:30-17:30 但し木，土はAMのみ

国立病院機構 
仙台西多賀病院 鈎取本町2-11-11 電話予約は行わない

当院のかかりつけ患者のみ対応。外来受診
時に個別に対応する。代表 TEL:245-2111
（かかりつけ患者お問合せ用）

小林内科医院 鹿野2-4-15 248-3063 月～土 9:00-12:00、14:00-17:00（水，土はAMのみ） ワクチン入荷本数は不明であります。

今野医院 鈎取1-6-17
080-

7728-4861
（予約専用）

月～土 10:00-12:00 予約はワクチン予約専用電話でのみ承りま
す。（医院での代表番号での予約不可）

佐々木悦子産科
婦人科クリニック 鹿野本町11-21 246-7310 月～土 9:00-17:00  但し水，土は9:00-12:00

接種時間は12:30～16:00 但し、土は12:30
～13:30です。

さとう小児科内科 鈎取本町1-5-5 245-8434 月，火，木，金 9:00-12:30、14:00-17:30 但し木は PMのみ
さとう腎臓内科
ひ尿器科 長町2-9-31 302-6672 月～土 9:00-17:00  但し水，木，土はAMのみ 透析終了後のベッドで行います。

佐藤内科外科
クリニック 柳生4-14-3 741-5631

月～水，金 9:00-12:00、16:00-18:30 
木は AMのみ 土 9:00-12:00、15:00-
16:30

宍戸クリニック 柳生7-2-9 741-3045 月，火，木，金 14:00-18:00
しろうまる浅田
クリニック

四郎丸字神明
29-10 395-5161 月～土 9:00-12:00、14:00-17:00 但し木，土はAMのみ

菅原医院 秋保町長袋字大原
31-1 399-2153 月，火，木～土 8:30-12:00、14:00-17:00 但し土は14:00-16:00

鈴木研一内科
クリニック 長町3-3-6 304-5660 月～水，金 14:30-17:00

かかりつけ患者様優先。予約後の変更、キャ
ンセルはお受けできません。事前に予診票お
配りしております。

すずき整形外科・ 
小児科内科 長町南3-35-1 248-1665 月～土 9:00-12:00、14:00-17:00 但し金，土はAM

仙台今村クリニック 長町5-3-1-2F 249-7611 月～土 9:00-12:00、14:30-17:30 
但し木，土はAMのみ かかりつけの方を優先して行います。

仙台クローバー
クリニック あすと長町1-2-1 797-5164 月～土 9:00-11:30、13:30-17:30（水，土はAMのみ） 当院かかりつけの患者様が優先。

仙台市生出診療所 茂庭字新熊野64 281-2250 月～金 9:00-16:30 65歳以上の方は定期通院患者様に限定。

※区ごと、50音順に掲載しています。
※医療機関の診療状況等により、掲載内容が変更になる場合があります。
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医療機関名称 住　所 予約電話番号 予約受付　曜日・時間 医療機関からのお知らせ
あすと長町

さくらクリニック あすと長町1-2-1 246-3357 月，水，木，土 9:00-12:00、14:00-17:00
あすと長町

みんなのクリニック あすと長町1-3-1 080-2836-
1211 月～金 9:30-17:30 予約電話番号から左記時間内にご連絡願い

ます。

あんどうクリニック 四郎丸字吹上
28-38 741-7555 月，火，木，金 11:00-12:00、15:30-

16:30 左記時間内にご連絡願います。

今井クリニック 太白1-7-1 244-5331 月～土 9:00-12:00、14:30-17:30 水，土はAMのみ
食物、薬、注射等で血圧低下や息苦しさ等の
アレルギー反応を起こした方への接種は
行っておりません。

うちだクリニック 長町1-6-3-3F 748-0567 月～土 9:00-12:00、14:00-17:00 但し水，土はAMのみ 特になし

大岡内科医院 八木山緑町8-33 229-0201 火～木 8:30-18:00 月，金 8:30-12:00 当院かかりつけの患者様に限られます。予約日が決まり次第ご連絡いたします。

大波医院 大塒町6-1 247-7212 月，火，木，金 9:00-11:30、15:00-
17:00 水 9:00-11:30 左記時間内にご連絡お願いします。

おおのだ田中
クリニック 大野田4-18-1 398-7235 月～土 9:00-12:00、15:00-17:00 但し水，土はAMのみ

尾形小児科クリニック 袋原字台31-1 242-6881 月～土 8:30-11:30、15:00-17:00 但し木，土はAMのみ
接種日に関しては接種希望者数により日に
ちを変えていただくことがあります

かさい内科クリニック 富沢南1-25-1 746-5885 月，火，木～土 9:30-12:00、15:30-17:30
予診票を前日までに窓口でお受け取り下さ
い。

かねこクリニック 西の平1-25-27 月，火，木，金 9:00-12:00、14:30-
16:00 水 9:00-12:00 いずれも予定

当院に定期通院中の方に接種。窓口にて予約
（電話予約は行っておりません）。
代表 TEL:307-5666

かめやま整形外科 
リハビリテーション
クリニック

富沢南1-23-7 304-0765 月，火，金 16:00-18:00 左記時間内での接種予約を電話で受付けま
す。

菊地内科クリニック 東中田1-18-30 306-1010 月～土 9:00-12:00、14:30-17:30 但し木，土はAMのみ

興野内科医院 松が丘8-10 229-6868 月～土 10:00-12:00、15:00-17:00 但し水，土はAMのみ
当院からの定期薬の処方を受けている方の
み予約を受付ます。

きんぱらクリニック 西中田3-6-46 306-1166 月，火，木，金 14:30-17:00
くすの木内科
クリニック 中田3-8-37 397-6116 月～水，金，土 9:00-12:00、14:00-

17:30 但し土は15:00まで

河野医院 旗立2-4-18 307-0271 月～土 9:00-12:30、14:30-17:30 但し木，土はAMのみ

国立病院機構 
仙台西多賀病院 鈎取本町2-11-11 電話予約は行わない

当院のかかりつけ患者のみ対応。外来受診
時に個別に対応する。代表 TEL:245-2111
（かかりつけ患者お問合せ用）

小林内科医院 鹿野2-4-15 248-3063 月～土 9:00-12:00、14:00-17:00（水，土はAMのみ） ワクチン入荷本数は不明であります。

今野医院 鈎取1-6-17
080-

7728-4861
（予約専用）

月～土 10:00-12:00 予約はワクチン予約専用電話でのみ承りま
す。（医院での代表番号での予約不可）

佐々木悦子産科
婦人科クリニック 鹿野本町11-21 246-7310 月～土 9:00-17:00  但し水，土は9:00-12:00

接種時間は12:30～16:00 但し、土は12:30
～13:30です。

さとう小児科内科 鈎取本町1-5-5 245-8434 月，火，木，金 9:00-12:30、14:00-17:30 但し木は PMのみ
さとう腎臓内科
ひ尿器科 長町2-9-31 302-6672 月～土 9:00-17:00  但し水，木，土はAMのみ 透析終了後のベッドで行います。

佐藤内科外科
クリニック 柳生4-14-3 741-5631

月～水，金 9:00-12:00、16:00-18:30 
木は AMのみ 土 9:00-12:00、15:00-
16:30

宍戸クリニック 柳生7-2-9 741-3045 月，火，木，金 14:00-18:00
しろうまる浅田
クリニック

四郎丸字神明
29-10 395-5161 月～土 9:00-12:00、14:00-17:00 但し木，土はAMのみ

菅原医院 秋保町長袋字大原
31-1 399-2153 月，火，木～土 8:30-12:00、14:00-17:00 但し土は14:00-16:00

鈴木研一内科
クリニック 長町3-3-6 304-5660 月～水，金 14:30-17:00

かかりつけ患者様優先。予約後の変更、キャ
ンセルはお受けできません。事前に予診票お
配りしております。

すずき整形外科・ 
小児科内科 長町南3-35-1 248-1665 月～土 9:00-12:00、14:00-17:00 但し金，土はAM

仙台今村クリニック 長町5-3-1-2F 249-7611 月～土 9:00-12:00、14:30-17:30 
但し木，土はAMのみ かかりつけの方を優先して行います。

仙台クローバー
クリニック あすと長町1-2-1 797-5164 月～土 9:00-11:30、13:30-17:30（水，土はAMのみ） 当院かかりつけの患者様が優先。

仙台市生出診療所 茂庭字新熊野64 281-2250 月～金 9:00-16:30 65歳以上の方は定期通院患者様に限定。

※区ごと、50音順に掲載しています。
※医療機関の診療状況等により、掲載内容が変更になる場合があります。
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医療機関名称 住　所 予約電話番号 予約受付　曜日・時間 医療機関からのお知らせ

仙台柳生クリニック 柳生7-16-1 241-6651 月～水，金，土 9:30-11:30、14:00-16:30 土は AMのみ

太白クリニック 富沢鍛冶屋敷前23
（51B-4L） 226-8339 月～土 9:30-12:45、14:30-18:00 但し月，水，土はAMのみ

接種後、30分程度の体調観察がありますの
で診療終了1時間前迄に来院お願いします。

たけだ耳鼻咽喉科
アレルギー科クリニック 長町南1-1-8-3F 746-8733 月～金 9:00-12:00、14:00-18:00  水は AMのみ 土 9:00-13:00

可能な限り13:30までの受付をお願いしま
す。

とみざわ腎泌尿器科 富沢南1-10-4 302-7230 月～水，金，土 8:30-12:00、14:00-17:30 但し土はAM

富沢南とだクリニック 富沢南1-14-3 243-7288 月～水，金，土 9:45-11:30、15:15-16:30 但し土はAMのみ
来院時に治療中の方はお薬手帳を持参くだ
さい。

内科・循環器科
ちばクリニック 緑ヶ丘1-3-19 248-5778 月～金 9:00-12:00、14:30-17:00 但し木はAM

内科星クリニック 袋原6-10-31 241-3366 月～土 9:00-12:00、14:00-17:00 但し木，土はAMのみ
お薬手帳持参のこと。予防接種や薬剤でア
レルギーの既往のある方はお受けできませ
ん。

ないとうクリニック 茂庭台3-30-30
080-5744-
7110

（予約専用）
月～金 9:00-12:00 事前予約のご連絡は、080-5744-7110へお

願いいたします。

中田公園前クリニック 東中田4-5-5 241-5555
月，火，木，金 9:00-12:00、14:00-
18:00 但し水は9:00-11:30、土は
9:00-12:00

中田内科胃腸科医院 中田4-16-3 月～土 10:00-12:00、15:30-17:30 
但し土はAMのみ

電話予約不可。当院に通院中の方および家
族優先となります。来院の上予約いたしま
す。代表 TEL:306-1511

長町南クリニック 長町南2-6-5 796-8763 月～水，金，土 AM中
長町南めまい

耳鼻咽喉科クリニック 長町南4-22-1-1 290-1227 月～土 10:00-12:00、15:00-17:00（水，土はAMのみ）

新井川内科クリニック 泉崎1-29-15 243-4141 月，火，木，金 9:00-12:00、14:00-16:00
かかりつけ患者さま優先。完全予約の為、予
約後の変更、キャンセルはお受けできませ
ん。

西多賀耳鼻咽喉科
クリニック 西多賀4-10-7 307-3387 月～土 9:00-12:30、14:00-18:00 但し木，土はAMのみ

西多賀やまだ内科・
糖尿病クリニック 西多賀3-5-18

070-8939-
4887

（予約専用）
月，火，木，金 9:00-11:30、14:00-
17:30 土は16:00まで

事前予約制（予約外での接種はお断りいた
します）。ワクチン予約専用の電話番号へお
かけください。

西中田中央内科
小児科 西中田5-12-12 241-1131 月～金 9:00-12:00、14:00-17:30 

但し土はAMのみ
花だて内科循環器科 大野田5-38-3 797-3466 月～水，金 10:00-11:30 かかりつけの患者さんのみ受付可能です。

花水こどもクリニック 泉崎1-32-15 743-2525 月～土 9:00-12:00 接種日時は土曜日午後を予定しています。左
記時間内にご連絡願います。

ばば内科ゆうこ
整形外科クリニック 中田5-7-16 399-8750 月～土 8:45-12:30、14:00-17:00 但し水，土はAMのみ

平沢内科 砂押南町1-47 246-3511 月，木 14:00-15:00 かかりつけの方を優先しております。
袋原内科医院 東中田4-14-3 242-2883 月～土 9:00-12:00

藤原外科医院 長町5-9-15 248-4588 月～土 9:00-13:00、14:00-18:00 但し土はAMのみ

まきこ内科クリニック あすと長町1-2-1-2F 797-2794 月～土 9:00-12:00、14:30-17:30（水，土はAMのみ） 予約は電話のみ

丸山アレルギー
クリニック あすと長町4-2-10 304-1191 月，火，木，金 10:00-12:00、14:30-

17:00 但し木は PMのみ

ワクチン接種の予約前にワクチン接種につ
いての説明を当院にてさせていただきます。
そのため一度来院していただいて説明後受
付にてワクチン接種の予約を取らせていた
だきます。※新患の方は予約を受け付けてお
りません。

みうら医院 東中田2-27-26 241-4161 月～金 9:00-12:00、14:00-17:00
水戸整形外科
クリニック 門前町12-23 247-7131 月，火，木，金 9:00-12:30、14:00-

18:00 水は休診
ワクチン接種曜日・時間 
火，金 14:00-17:00

みのりファミリー
クリニック 長町5-9-13 226-7264 月～土 9:00-12:00、15:00-18:00 但し木，土はAMのみ 必ず事前に電話で予約お願いします。

みみはなのど
富沢クリニック 富沢南2-17-14 248-3366 月，火，木，金 14:00-17:00

ご予約は左記時間帯に受付いたします。一度
無断キャンセルした方の予約は受けつけま
せん。

宮城厚生協会 
長町病院 長町3-7-26 746-5161 木 13:30-15:30 定期通院中の方が対象です。曜日の変更な

どは外来掲示でお知らせいたします。

みやざきクリニック 長町7-20-5-4F 738-7103 月，火，木，金 9:00-12:00、14:00-17:00 水，土 9:00-12:00
ワクチン接種 曜日・時間 
月，火，木，金 15:00-17:00
詳しくは当院ホームページをご覧ください。

宮田医院 四郎丸字吹上71-4 241-4623 月，火，木，金 9:00-18:00 水，土 9:00-12:30
完全予約制。電話予約可（PMにてご協力お
願いします。）
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医療機関名称 住　所 予約電話番号 予約受付　曜日・時間 医療機関からのお知らせ
むらた日帰り外科
手術クリニック あすと長町1-2-1-2F 395-8614 月，水～金 14:00-17:00 アレルギー既往のない方接種可能です。

めざきクリニック 八木山本町1-12-1 229-1118 月～水，金 9:00-19:00 
木，土 9:00-13:00 Web 予約 https://www.mezacli.com

本島内科胃腸科
クリニック 西中田7-26-30 306-0620 月～金 9:00-12:00 かかりつけのみの受付け。接種後経過観察

時間30分
茂庭台診療所 茂庭台2-16-10 281-3133 月～金 8:30-9:30 但し祝日は休み

森元クリニック 長町南1-1-8-2F 304-3531 月～土 9:00-12:00、14:30-17:30 但し木，土はAMのみ

門間医院 八本松1-4-17 246-7151 月，火，木，金 9:00-12:00、14:00-16:00
八木山すずき
クリニック 八木山本町1-21-17 796-8868 月，火，木，金 8:30-12:00、14:30-18:00 水，土 8:30-12:00

矢口クリニック 富沢字鍛冶屋敷37-1
（52B-7L） 724-7511 月～水，金 10:00-12:00、14:30-

17:00 土 10:00-12:00
柳生吉田こども
クリニック 柳生字田中8-8 306-0133 月～水，金 10:00-12:00、15:30-18:00 但し木，土 10:00-13:00

山田医院 金剛沢3-14-33 245-5711 月～土 9:00-12:00、14:00-17:00 但し水，土はAMのみ

山家内科医院 金剛沢1-4-26 245-2841 月～土 9:00-12:00、14:00-17:00（木，土はAMのみ）

ユキクリニック 長町7-19-26 304-5222 月～土 9:00-12:30 かかりつけの患者を優先させていただきま
す。

わたなべクリニック 長町南4-12-27 247-7786 月，木，土 10:00-12:00、14:00-16:00 かかりつけの患者さんを優先させていただ
きます。

渡辺内科胃腸科医院 長町7-2-7 247-3105 9:00-17:30 但し水，土は12:00まで 日曜祝日はできません

わたるクリニック 山田新町74-1 307-6645 月～土 9:00-12:00、14:00-17:30 但し水，土はAM
接種日は水曜日の午後のみ。アレルギー歴
のある方はお申し出ください。

● 泉区
医療機関名称 住　所 予約電話番号 予約受付　曜日・時間 医療機関からのお知らせ

青葉産婦人科医院 八乙女中央3-2-20 373-9811 月，火，木，金 9:00-11:30 婦人科のため、女性のみ接種可能です。

五十嵐内科クリニック 向陽台2-25-3 374-2077 月，火，木，金 9:00-12:30、14:30-18:00 水，土 9:00-12:30 左記時間内にお願いします。

いずみ往診クリニック 泉中央1-14-1-2F 772-7101 月～金 9:00-12:00、14:00-17:00
訪問診療専門のため、定期訪問診療の対象
者、そのご家族、および施設の職員に限りま
す。

泉大沢ファミリー
クリニック 大沢2-12-4 341-8642 月，水，金 9:00-12:30、14:30-17:00 火 9:00-12:30 木，土 9:00-12:00

ワクチン接種は完全予約制で、時間厳守とさ
せていただきます。

泉ヶ丘クリニック 桂1-18-1 373-7715 月～金 13:30-16:45 当院は透析患者が主であり、感染リスク軽減
の為、1日の接種可能人数は、PM6名とする。

泉ヶ丘佐藤内科医院 泉ヶ丘4-27-10 373-7240 月～土 9:00-12:00、14:00-17:00 但し水，土はAMのみ
ワクチン接種 曜日・時間
月，火，木，金 10:00、14:00-17:00

いずみクリニック 加茂4-4-2 377-0551 月～土 9:00-12:00、14:00-17:00 但し木，土 -12:00（AMのみ）
ワクチン接種は完全予約制で、時間厳守。接
種日時の指定は不可。こちらで指定となりま
す。

泉黒澤クリニック 松森字陣ヶ原24-3 373-9755 月～金 9:00-12:00、14:00-17:00 但し木はAMのみ
泉整形外科病院 上谷刈字丸山6-1 373-7377 月～金 9:00-12:00

泉中央こども
クリニック 泉中央3-29-7-1F 771-5510 月～土 9:00-12:00  月～水，金 13:30-18:00

当院は小児科のため、成人病合併の方の接
種判断は困難です。持病のある方はかかりつ
け医で接種可の判断をいただいたうえで、ご
予約ください。

泉中央内科 泉中央2-22-6 371-7772 火，水，金 10:00-12:00、15:00-17:00 11:00-13:00まではワクチン接種のみ行い
ます。

いずみ野村ファミリー
クリニック 野村桂島東1-5 342-1537 月～金 9:00-12:00、14:00-18:00  水 9:00-12:00 日 9:00-14:00 なし

泉パークタウン
クリニック 高森7-45-3 378-7550

①月～水，金 13:00-14:00  
②月～土 8:30-11:45、15:00-17:45 
但し②の木，土はAMのみ

定期的に通院されている方のみ予約可能。電
話予約不可（来院してください）。※②は受診
日の会計時のみ受付。

いずみ向日葵
クリニック 八乙女中央5-18-16 344-8315 月，火，木，金 15:00-17:00 自立歩行可能な方。原則、定期通院中の方。

井上胃腸内科医院 高森1-1-197 378-0303
月，火，木～土 8:10-11:30、13:30-
17:50（土はAMのみ）
休診日 水，土 PM，日祝

※区ごと、50音順に掲載しています。
※医療機関の診療状況等により、掲載内容が変更になる場合があります。
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医療機関名称 住　所 予約電話番号 予約受付　曜日・時間 医療機関からのお知らせ
むらた日帰り外科
手術クリニック あすと長町1-2-1-2F 395-8614 月，水～金 14:00-17:00 アレルギー既往のない方接種可能です。

めざきクリニック 八木山本町1-12-1 229-1118 月～水，金 9:00-19:00 
木，土 9:00-13:00 Web 予約 https://www.mezacli.com

本島内科胃腸科
クリニック 西中田7-26-30 306-0620 月～金 9:00-12:00 かかりつけのみの受付け。接種後経過観察

時間30分
茂庭台診療所 茂庭台2-16-10 281-3133 月～金 8:30-9:30 但し祝日は休み

森元クリニック 長町南1-1-8-2F 304-3531 月～土 9:00-12:00、14:30-17:30 但し木，土はAMのみ

門間医院 八本松1-4-17 246-7151 月，火，木，金 9:00-12:00、14:00-16:00
八木山すずき
クリニック 八木山本町1-21-17 796-8868 月，火，木，金 8:30-12:00、14:30-18:00 水，土 8:30-12:00

矢口クリニック 富沢字鍛冶屋敷37-1
（52B-7L） 724-7511 月～水，金 10:00-12:00、14:30-

17:00 土 10:00-12:00
柳生吉田こども
クリニック 柳生字田中8-8 306-0133 月～水，金 10:00-12:00、15:30-18:00 但し木，土 10:00-13:00

山田医院 金剛沢3-14-33 245-5711 月～土 9:00-12:00、14:00-17:00 但し水，土はAMのみ

山家内科医院 金剛沢1-4-26 245-2841 月～土 9:00-12:00、14:00-17:00（木，土はAMのみ）

ユキクリニック 長町7-19-26 304-5222 月～土 9:00-12:30 かかりつけの患者を優先させていただきま
す。

わたなべクリニック 長町南4-12-27 247-7786 月，木，土 10:00-12:00、14:00-16:00 かかりつけの患者さんを優先させていただ
きます。

渡辺内科胃腸科医院 長町7-2-7 247-3105 9:00-17:30 但し水，土は12:00まで 日曜祝日はできません

わたるクリニック 山田新町74-1 307-6645 月～土 9:00-12:00、14:00-17:30 但し水，土はAM
接種日は水曜日の午後のみ。アレルギー歴
のある方はお申し出ください。

● 泉区
医療機関名称 住　所 予約電話番号 予約受付　曜日・時間 医療機関からのお知らせ

青葉産婦人科医院 八乙女中央3-2-20 373-9811 月，火，木，金 9:00-11:30 婦人科のため、女性のみ接種可能です。

五十嵐内科クリニック 向陽台2-25-3 374-2077 月，火，木，金 9:00-12:30、14:30-18:00 水，土 9:00-12:30 左記時間内にお願いします。

いずみ往診クリニック 泉中央1-14-1-2F 772-7101 月～金 9:00-12:00、14:00-17:00
訪問診療専門のため、定期訪問診療の対象
者、そのご家族、および施設の職員に限りま
す。

泉大沢ファミリー
クリニック 大沢2-12-4 341-8642 月，水，金 9:00-12:30、14:30-17:00 火 9:00-12:30 木，土 9:00-12:00

ワクチン接種は完全予約制で、時間厳守とさ
せていただきます。

泉ヶ丘クリニック 桂1-18-1 373-7715 月～金 13:30-16:45 当院は透析患者が主であり、感染リスク軽減
の為、1日の接種可能人数は、PM6名とする。

泉ヶ丘佐藤内科医院 泉ヶ丘4-27-10 373-7240 月～土 9:00-12:00、14:00-17:00 但し水，土はAMのみ
ワクチン接種 曜日・時間
月，火，木，金 10:00、14:00-17:00

いずみクリニック 加茂4-4-2 377-0551 月～土 9:00-12:00、14:00-17:00 但し木，土 -12:00（AMのみ）
ワクチン接種は完全予約制で、時間厳守。接
種日時の指定は不可。こちらで指定となりま
す。

泉黒澤クリニック 松森字陣ヶ原24-3 373-9755 月～金 9:00-12:00、14:00-17:00 但し木はAMのみ
泉整形外科病院 上谷刈字丸山6-1 373-7377 月～金 9:00-12:00

泉中央こども
クリニック 泉中央3-29-7-1F 771-5510 月～土 9:00-12:00  月～水，金 13:30-18:00

当院は小児科のため、成人病合併の方の接
種判断は困難です。持病のある方はかかりつ
け医で接種可の判断をいただいたうえで、ご
予約ください。

泉中央内科 泉中央2-22-6 371-7772 火，水，金 10:00-12:00、15:00-17:00 11:00-13:00まではワクチン接種のみ行い
ます。

いずみ野村ファミリー
クリニック 野村桂島東1-5 342-1537 月～金 9:00-12:00、14:00-18:00  水 9:00-12:00 日 9:00-14:00 なし

泉パークタウン
クリニック 高森7-45-3 378-7550

①月～水，金 13:00-14:00  
②月～土 8:30-11:45、15:00-17:45 
但し②の木，土はAMのみ

定期的に通院されている方のみ予約可能。電
話予約不可（来院してください）。※②は受診
日の会計時のみ受付。

いずみ向日葵
クリニック 八乙女中央5-18-16 344-8315 月，火，木，金 15:00-17:00 自立歩行可能な方。原則、定期通院中の方。

井上胃腸内科医院 高森1-1-197 378-0303
月，火，木～土 8:10-11:30、13:30-
17:50（土はAMのみ）
休診日 水，土 PM，日祝

※区ごと、50音順に掲載しています。
※医療機関の診療状況等により、掲載内容が変更になる場合があります。
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医療機関名称 住　所 予約電話番号 予約受付　曜日・時間 医療機関からのお知らせ
牛込医院 南光台7-5-27 253-0838 月，火，木，金 15:00-17:00

おおさか内科外科
クリニック 明石南3-5-7 773-8761 月～土 9:00-12:00、15:00-18:00  土は AMのみ
大澤内科医院 住吉台東2-8-20 376-3631 月～土 8:30-12:00

おおつか内科醫院 将監8-8-1 343-6620 月～土 9:00-11:00、14:00-16:00 但し土は9:00-11:00のみ 第2・4 水曜日 休診

おかだ小児科 黒松1-3-5 728-6057 月～土 9:00-12:00、14:00-17:00 但し水，土はAMのみ
小児科の予防接種の時間帯に対応します。そ
の他は電話予約の時にお問い合わせくださ
い。

岡部クリニック 南中山2-38-3 376-0180 月，水～金 9:00-12:30、14:00-18:00

桂耳鼻科 桂3-1-6 375-3355 月，火，木，金 9:30-12:00
予約方法の詳細はホームページでお知らせ
しますのでご確認ください。（https://
kjibika.com）

桂島いずみクリニック 桂1-17-7 771-8876 月～水，金 14:30-17:00
完全予約制。かかりつけの方優先。1日10名
まで。通常診療と並行して行いますので、お
待たせする場合があります。

金渕整形外科
クリニック 将監2-12-1 373-1517 月，火，木，金 15:00-17:00

北原整形外科 南光台南2-16-24 252-7735 火～木 9:00-12:00、14:00-17:00

北中山クリニック 北中山2-1-24
080-9567-
1188

（予約専用）
月～土 9:00-12:00、14:00-18:00 
但し水，土はAMのみ

080-9567-1188は予約専用です。
代表 TEL:348-2650

向陽台クリニック 向陽台3-3-12 373-6800 月～水，金 9:00-12:00、14:00-18:00 土 9:00-12:00
こん小児科クリニック 八乙女中央2-4-25 341-2701 月～木 10:00-12:00、15:00-17:30 左記時間内にご連絡願います。

櫻井内科医院 南光台南1-4-20 251-5520 月～土 9:00-11:30、14:00-17:00 但し水，土はAMのみ
接種後、15分～30分の経過観察時間（副反
応の）があるため、その時間も考慮し早めに
来院ください。

佐治クリニック 鶴が丘1-38-2 372-5055 月～土 9:00-12:00、14:00-17:00 但し水，土はAMのみ
既往歴、アレルギー歴、お薬手帳の確認、現
在治療中の疾患の確認

佐竹医院 南光台5-28-3 271-7111 月，火，木，金 9:00-11:30、14:00-
17:00

将監耳鼻咽喉科 将監10-12-1-2 374-1551 月～土 9:00-17:00  
但し土は12:00まで

しょうげん内科
クリニック 将監殿3-21-7 772-2130 月～金 11:30-12:30、16:30-17:30 但し木はAMのみ 当院に定期受診されている方を優先します。

松陵かきざき
クリニック 松陵2-22-3 772-2666 月～土 9:00-12:00、14:30-17:30 但し木，土はAMのみ かかりつけ患者さん優先です。

しらい健康クリニック
泉中央 泉中央4-8-2-1F 346-0886 月，水～土 9:00-12:00、14:00-18:00 但し土は15:00まで

せき内科・脳神経内科
クリニック 松森字新田107 771-2882 月～水，金，土 9:00-12:00、14:30-16:00 但し土はAMのみ

仙台胃腸クリニック 上谷刈2-4-30 218-3888 月～金 9:00-12:00

仙台北クリニック 八乙女中央5-11-11 371-6511 月～金 12:00-12:30、14:00-17:00 
但し毎月第一・第三木は休診日

仙台消化器・内視鏡
内科クリニック 
泉中央院

泉中央1-15-2 予約はWebのみ
予約はWeb のみ対応します。TELでの予約
やお問合せ等には対応しておりません。な
お、かかりつけの患者でWeb 予約が難しい
方は受診時にご相談ください。

仙台北部整形外科 大沢2-13-4 776-1888 月～土 9:00-12:00、15:00-18:00 但し土はAM

大腸肛門科 
仙台桃太郎クリニック 明石南6-13-3 771-5155 月，火，木，金 16:00-17:30

予約はWebからのみとなります。接種日調
整後、電話を差し上げて予約確定となりま
す。HPより）https://www.senmomo.jp

髙木医院 南中山2-27-1 379-3811 月，火，木～土 8:30-12:00、14:00-18:00 但し土は13:00-15:00 時間、人数制限あり

高森クリニック 高森4-6-6 777-1888 月～土 9:00-12:00、14:00-17:00 但し水，土はAMのみ

たんぽぽクリニック 泉中央南14 772-2181 月～金（祝日を除く）9:30-11:00
当院かかりつけの患者さん優先。予約時は
診察券をお手元にご準備ください。ワクチン
予約日に通常診察やお薬の処方は出来ませ
ん。

長命ヶ丘内科
クリニック 長命ヶ丘6-15-7 377-6066 月～水，金 9:00-11:30、14:00-17:30 木は AMのみ 土は15:30まで

長命ヶ丘針生舟田
クリニック 長命ヶ丘2-17-2 378-6021 月～土 9:00-12:00、14:00-16:00 但し水，土はAMのみ

接種希望者で未成人・介助を必要とする障
害をお持ちの方・高齢者の方は付き添いが
必要

T&A 内科クリニック 将監8-15-31 355-7666 月，火，木，金 9:00-10:30、14:00-16:30

※区ごと、50音順に掲載しています。
※医療機関の診療状況等により、掲載内容が変更になる場合があります。
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医療機関名称 住　所 予約電話番号 予約受付　曜日・時間 医療機関からのお知らせ
寺岡クリニック 寺岡5-8-2 378-0811 月，火，木，金 15:00-16:00

七北田クリニック 市名坂字東裏40-2-
1

080-8061-
1459

月～土 11:00-12:15、15:00-16:30 
但し水，土はAMのみ 当院に定期受診の方優先。キャンセル不可。

南光台伊藤クリニック 南光台南2-4-22 252-1234 月～土 10:00-11:00、15:00-16:00 但し木，土は10:00-11:00のみ
かかりつけの方優先。完全予約制です。予約
後の変更・キャンセルはお受けできません。

南光台みやぐち内科
クリニック 南光台3-27-17 343-8270 月～土 9:00-12:00、14:30-17:00 但し木，土はAMのみ

虹の丘小児科内科
クリニック 虹の丘1-11-16 373-9088 月～金 10:00-17:00  但し水はAMのみ なし

根白石診療所 根白石字堂ノ沢9 376-7577 月，木，金 9:15-12:00、15:00-17:00 火，水，土 AMのみ（9:15-12:00）

畑岡内科クリニック 寺岡1-2-1 378-8511 当院に定期通院の方に限らせていただきます。受診時にご予約してください。

ワクチン接種 曜日・時間 火，水，金 11:00、
15:00（接種30分前にご来院ください）
3週間後の二回目の接種日も同時にご予約
してください。

花田消化器科・内科 南光台3-18-5 233-5720 月～土 9:00-12:00、13:30-18:00 但し水，土はAMのみ
完全予約制。かかりつけの患者さんを優先
させていただきます。

はらや・ゆう 
マタニティクリニック 黒松3-6-11 727-6233 月～水，金 9:00-11:30、15:00-17:30 土 9:00-12:30 産婦人科のため、女性のみ接種可能です。

春山内科小児科医院 松陵4-2-5 375-8023 月～土 9:00-12:00、14:00-17:00 但し水，土はAMのみ 第2，4土は休診
接種曜日・時間 月～土 10:30-11:30、
15:30-16:30 但し水，土はAMのみ。第2，4 
土は休診。

東岡内科醫院 松森字岡本前10-1 218-2121 月～土 9:00-12:00、14:30-17:30
（水，土はAMのみ）

フォレスト内科
クリニック 泉中央4-20-5 374-0100 月～水，金 15:00-17:00  木 16:00-18:00 土 10:00-12:00 接種日時の指定はできません。

福田内科クリニック 泉中央1-17-1 374-7550 月～水，金 9:00-12:30、14:00-18:00 木，土 9:00-12:30

ほし外科医院 南光台南3-4-10 251-5059 月～土 9:00-12:00、14:00-17:30 但し木，土はAMのみ
他の内科で通院治療を受けている患者様
は、同内科で御相談頂きます様にお願い致
します。

松田病院 実沢字立田屋敷
17-1 378-5666 月～金 15:00-16:00 左記時間内にご連絡願います。

松永厚生クリニック 泉中央1-26-4 772-6801 月～水，金 9:00-14:00  木，土 9:00-12:00 要予約。

南中山内科クリニック 南中山3-16-4 348-2301 月～水，金 9:00-12:30、14:30-18:00 但し木，土はAMのみ
予約に当院診察券番号必要。新患の方で、指
定時間に来れる方限定でキャンセル待ちの
登録になる。

宮城県成人病予防協会
附属仙台循環器病

センター
泉中央1-6-12 Web 予約

のみ Web 予約のみ 予約はWeb 予約のみ。詳細はホームページ
のお知らせをご確認ください。

宮城厚生協会 泉病院 長命ヶ丘2-1-1 378-5361 月～金 14:00-16:00
宮澤循環器科内科
クリニック 泉中央1-14-1-5F 374-5588 月，水，金 9:00-12:00、14:00-17:00 火，木 9:00-12:00

体温、体重の測定をして来ていただきたいで
す。

紫山公園ファミリー
クリニック 紫山4-20-11 343-6231 月，水～日 9:00-12:00、14:30-17:30 但し土，日はAMのみ

ワクチンについて十分に理解されているこ
と

森整形外科リウマチ科
クリニック 南中山1-42-5-3F 279-1184 月～水，金 9:00-18:00  木，土 9:00-12:00 特にありません。

杜の泉内科循環器科 寺岡5-1-25 378-9975 月～金 12:00-13:00、17:00～17:30 但し水，土はAMのみ
予防接種時間内は接種の対応のみで通常診
察を一切受付いたしません。詳しくはお電話
でお問合せください。

八乙女あらい内科
クリニック 八乙女4-4-3 725-5722 月～土 9:00-12:00、14:00-17:00 但し水，土はAMのみ

一般診療時間に行いますので待ち時間が発
生することがあります。

八乙女駅前内科
小児科クリニック 八乙女中央1-3-26 739-8804 月，水，木 9:00-21:00 火 9:00-15:00 金 9:00-17:00 土 9:00-13:00
やかた内科・小児科

クリニック 館3-37-1 348-2252 月～金 9:30-12:00、15:00-17:00 但し水はAMのみ 電話または直接受付までお申し出ください。

安田クリニック 寺岡1-1-7 777-8533 月～水 13:00-16:00 完全予約制です。かかりつけの患者さん優
先。

※区ごと、50音順に掲載しています。
※医療機関の診療状況等により、掲載内容が変更になる場合があります。
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その他ご不明な点はコールセンターへお問い合わせください

こんなときは

0570-05-5670
（通話料がかかります）

コ ロ ナ ゼ ロ 【受付時間】
8：30～19：00

仙台市新型コロナウイルス ワクチン接種専用コールセンター

（土・日・祝日も受付）

■クーポン券（接種券）をなくしてしまったとき
■市内に住んでいるが、住民票が市内の別住所になっているため
クーポン券（接種券）が届かないとき

専用コールセンター（0570-05-5670）にご連絡ください。
ご依頼からお手元に届くまで1週間から10日程度かかりますので、お早めにご連絡ください。

■持病があり、ワクチン接種を受けるか悩んでいるとき
慢性的な病気のある方でも接種ができますが、病気や症状により接種を慎重に検討した方が
よい場合があります。事前にかかりつけ医にご相談ください。

接種当日の持ち物

●クーポン券
（接種券）

●本人確認書類

クーポン券
（接種券）は
剥がさない

運転免許証 健康保険証 マイナンバー
カード

パスポート

感染対策をしっかりと肩を出しやすい服装で

など
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クーポン券（接種券）の見本

23 仙台市　新型コロナウイルスワクチン接種の手引き
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