医療、福祉業の会員の皆様

平成28年02月17日現在

事業所名

業種

ＰＲコメント

ＵＲＬ

郵便番号

医療法人 向仁会 永井産婦人科 医療、福祉業

http://www.nagai-obgyne.com/

一般財団法人 厚生会 仙台厚生病院 医療、福祉業

http://www.sendai-kousei-hospital.jp980-0873

医療法人 光成会 宮城中央病院 医療、福祉業
国家公務員共済組合連合会
東北公済病院

医療、福祉業

独立行政法人
地域医療機能推進機構 仙台病 医療、福祉業
院
イムス明理会 仙台総合病院

医療、福祉業

医療法人 東北会 東北会病院

医療、福祉業

東北薬科大学

医療、福祉業
学校、教育、研究機関業

独立行政法人 労働者健康福祉機
構
医療、福祉業
東北労災病院

(一財)宮城県予防医学協会

ＦＡＸ

仙台市青葉区支倉町４－３

022-222-5582

022-222-7926

仙台市青葉区広瀬町４－１５

022-222-6181

022-267-0856

救命優良事業所

○

980-0011

仙台市青葉区上杉一丁目９－１７

022-224-1307

022-223-3862

http://www.tohokukosai.com

980-0803

仙台市青葉区国分町二丁目３－１１

022-227-2211

022-263-8069

○

○

981-8501

仙台市青葉区堤町三丁目１６－１

022-275-3111

022-234-4194

○

○

980-0021

仙台市青葉区中央四丁目５－１

022-268-3150

022-225-3203

981-0933

仙台市青葉区柏木一丁目８－７

022-234-0461

022-274-2643

http://www.tohoku-pharm.ac.jp

981-8558

仙台市青葉区小松島四丁目４－１

022-234-4181

022-275-2013

http://www.tohokuh.rofuku.go.jp

981-8563

仙台市青葉区台原四丁目３－２１

022-275-1111

022-275-4431

980-0855

仙台市青葉区川内澱橋通３８

022-261-1611

022-222-7506

980-0803

仙台市青葉区国分町一丁目５－１

022-222-5960

022-225-4843

981-0942

仙台市青葉区貝ヶ森四丁目３－１

022-274-3131

022-233-7104

980-0011

仙台市青葉区上杉五丁目７－３０

022-263-1636

022-263-1548

983-0836

仙台市宮城野区幸町四丁目６－２

022-385-7860

022-291-1783

983-0837

仙台市宮城野区枡江１－２

022-257-3898

022-354-1822

983-0824

仙台市宮城野区鶴ヶ谷五丁目２２－１

022-252-1111

022-252-0454

○

仙台市宮城野区福室一丁目１２－１

022-259-1221

022-259-1232

○

仙台市宮城野区東仙台六丁目１－１

022-293-1281

022-293-5152

仙台市宮城野区東仙台四丁目１６－１

022-293-7711

022-295-9189

平成26年4月1日より独立行政法人化
し、名称も新たになりました。
http://sendai.jcho.go.jp
管内の医療機能を維持すべく、救急
対応を積極的に展開しております。
理念「愛し愛される病院」。地域医療
への貢献に努める仙台駅前地区の総 http://www.ims.gr.jp/sendai/
合病院。防災・安全にも十分に配慮。
心をサポートする．伝統と実績のある
病院です。うつ病．アルコール依存
http://www.tohokukai.com
症．その他の心の病に対応します。

http://www.miyashi.or.jp

医療、福祉業

公益財団法人 宮城県対がん協会 医療、福祉業

ＴＥＬ

肉体疲労の回復や風邪をひきやすい
方、二日酔いの方などにも有効な「に http://www.miyachu-hp.or.jp
んにく注射」も行っております。

一般財団法人 早坂愛生会病院 医療、福祉業

一般社団法人 宮城県歯科医師会 医療、福祉業

980-0824

所在地

危険物保安部会
兼任

啓発から事後管理まで一貫した検診
体系で行われる質の高い「宮城方式」
http://www.miyagi-taigan.or.jp
を基本としてがん検診を実施していま
す。
障害をお持ちの方々の自立心の尊重
と自己決定を支えながら、「その人らし http://www.shinsho-miyagi.or.jp/
い生活」を支援する施設です。

(社福)宮城県身体障害者福祉協
会
啓生園

医療、福祉業

児童養護施設 小百合園

医療、福祉業

(公財)仙台市医療センター
仙台オープン病院

医療、福祉業

http://www.openhp.or.jp

東北薬科大学病院

医療、福祉業

http://www.hosp.tohoku-pharm.ac.jp983-8512

(社福)恩賜財団済生会
宮城県済生会乳児院

医療、福祉業

983-0833

国家公務員共済組合連合会
東北公済病院 宮城野分院

医療、福祉業

H28年4月より東北公済病院に移転統
合致します。H28年3月まで現在の診 http://www.tohokukosai.com/miyagi 983-0833
療体制にて継続診療致します。

○

○

○

○

○

○

○

医療、福祉業の会員の皆様

平成28年02月17日現在

事業所名

業種

(一財)安田博愛会 安田病院

医療、福祉業

特別養護老人ホーム パルシア

医療、福祉業

(社福)宮城厚生福祉会
高齢者福祉施設宮城野の里

医療、福祉業

特定医療法人 白嶺会
仙台整形外科病院

医療、福祉業

(学)新英学園
仙台歯科技工士専門学校

医療、福祉業
学校、教育、研究機関業

医療法人社団 杏仁会 河原町病院 医療、福祉業

㈱瑞穂

医療、福祉業
不動産、不動産賃貸業

老人保健施設 はくれい

医療、福祉業

㈱バイタルネット 仙台中央支店

医療、福祉業

ＰＲコメント
精神科104床、一般病棟20床で
診療科は外科・精神科です。
救急告示病院です。

ＵＲＬ

郵便番号

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

http://www.hospyd.com

983-0803

仙台市宮城野区小田原二丁目２－４０

022-256-5166

022-293-2717

http://catholicjido.org/parushia

983-0822

仙台市宮城野区燕沢東三丁目８－１０

022-253-3301

022-253-3302

983-0021

仙台市宮城野区田子字富里２２３

022-388-8777

022-388-8778

整形外科の専門病院で「背骨」と「膝」
の病気を中心に診療しています。
http://www.sendaiseikei.or.jp/
ベッド数は179床です。

984-0038

仙台市若林区伊在字東通２４

022-288-8900

022-288-8994

本校は少人数制とアットホームな環境
の中で知識と技術・患者さんへの温か http://www.sengi.ac.jp
い気持ちを育成します。

984-0051

仙台市若林区新寺三丁目１３－６

022-293-1822

022-293-1807

984-0827

仙台市若林区南小泉八軒小路４

022-222-8657

022-222-8178

984-0042

仙台市若林区大和町五丁目６－３３

022-239-4833

022-231-8180

984-0835

仙台市若林区今泉字鹿子穴６２

022-289-6363

022-289-6288

984-0002

仙台市若林区卸町東一丁目８－２０

022-232-9700

022-238-6582

http://kawaramachi-hospital.jp

http://rk-hakurei.jp/index.html

危険物保安部会
兼任

救命優良事業所

○

○

○

(独)国立病院機構 仙台西多賀病院 医療、福祉業

http://www.nishitaga-hosp.jp

982-8555

仙台市太白区鈎取本町二丁目１１－１１

022-245-2111

022-243-2530

仙台赤十字病院

http://www.sendai.jrc.or.jp

982-0801

仙台市太白区八木山本町二丁目４３－３

022-243-1111

022-243-4718

○

982-0804

仙台市太白区鈎取御堂平３８

022-244-0116

022-244-6746

○

医療、福祉業

(社福)共生福祉会 萩の郷福寿苑 医療、福祉業
独立行政法人地域医療機能推進
機構
医療、福祉業
仙台南病院

http://sendaiminami.jcho.go.jp

981-1103

仙台市太白区中田町字前沖１４３

022-306-1711

022-306-1712

○

(公財)宮城厚生協会 長町病院

医療、福祉業

http://www.m-kousei.com/nagamati 982-0011

仙台市太白区長町三丁目７－２６

022-746-5161

022-746-5142

○

(医)翠十字 杜都中央病院

医療、福祉業

http://www.midorijuji.or.jp/

982-0251

仙台市太白区茂庭字人来田西８－１３

022-281-0033

022-281-5888

仙台市立病院

医療、福祉業

http://hospital.city.sendai.jp

982-8502

仙台市太白区あすと長町一丁目１－１

022-308-7111

022-308-7153

特別養護老人ホーム 愛泉荘

医療、福祉業

981-3131

仙台市泉区七北田字道２４－２

022-372-8078

022-372-1433

(医)仙台徳洲会病院

医療、福祉業

981-3131

仙台市泉区七北田字駕籠沢１５

022-372-1110

022-372-1499

(医)泉整形外科病院

医療、福祉業

981-3121

仙台市泉区上谷刈字丸山６－１

022-373-7377

022-374-2481

急性期の整形外科の病院です．脊
椎・ハンド・スポーツを中心に手術を実 http://www.izumiseikei.com
施しています。

○

医療、福祉業の会員の皆様

平成28年02月17日現在

事業所名

業種

泉ヶ丘クリニック

医療、福祉業

医療法人 泉整形外科病院
介護老人保健施設 コスモス

医療、福祉業

シンフォニーケア㈱

医療、福祉業

ＰＲコメント

ＵＲＬ

郵便番号

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

危険物保安部会
兼任

救命優良事業所

981-3134

仙台市泉区桂一丁目１８－１

022-373-7715

022-374-5307

981-3121

仙台市泉区上谷刈字長命８

022-777-3666

022-777-3670

981-3132

仙台市泉区将監十丁目３３－１７

022-772-8421

022-772-8426

981-3121

仙台市泉区上谷刈字赤坂６－１０２

022-772-3046

022-772-3021

981-3107

仙台市泉区本田町８－２６

022-773-2311

022-773-2314

981-3133

仙台市泉区泉中央二丁目１５－２

022-375-7007

022-375-7005

http://www.shikouen.com

989-3213

仙台市青葉区大倉字大原新田２６－１２

022-393-2061

022-393-2461

医療法人社団 平成会 平成眼科病院 医療、福祉業

http://www.heisei-oph.or.jp

989-3121

仙台市青葉区郷六字沼田１３－３

022-302-1071

022-302-1056

○

(社福)千代福祉会 あおば園

医療、福祉業

http://sendai-fukusi.org/

989-3212

仙台市青葉区芋沢字沢田１－５

022-394-3271

022-394-3270

○

(社福)千代福祉会 清風園

医療、福祉業

http://sendai-fukusi.org/masumi.htm989-3212

仙台市青葉区芋沢字畑前北６２

022-394-5205

022-394-5204

○

社会福祉法人 東北福祉会
特別養護老人ホーム リベラ荘

医療、福祉業

http://www.sendan.or.jp

989-3201

仙台市青葉区国見ヶ丘七丁目１４１－９

022-277-1122

022-719-0688

特別養護老人ホーム 自生苑

医療、福祉業

http://www.jisyoukai.net

989-3212

仙台市青葉区芋沢字青野木５８１－１

022-394-5545

022-394-4620

989-3212

仙台市青葉区芋沢字横前１－１

022-394-7711

022-394-7714

989-3126

仙台市青葉区落合四丁目２－２２

022-392-1511

022-392-3311

989-3204

仙台市青葉区南吉成三丁目１－３２

022-719-6622

022-719-6623

安心・安全を与え、地域から信頼され
http://www.ims.gr.jp/sendaiaoba-roy989-3206
る施設運営を目指します。

仙台市青葉区吉成台二丁目３－２０

022-303-3911

022-303-3912

仙台市青葉区中山吉成二丁目３－１

022-719-5161

022-719-5166

㈱デザイン工房 ギャラリー杜の音 医療、福祉業

(一財)宮城県成人病予防協会

医療、福祉業

日本光電東北㈱

工業品製造業
医療、福祉業

特別養護老人ホーム 思行園

医療、福祉業

(社福)陽光福祉会 エコー療育園 医療、福祉業

アサヒサンクリーン㈱ 東北支店

医療、福祉業

医療法人社団 仙台腎泌尿器科 医療、福祉業

仙台青葉ロイヤルケアセンター

医療、福祉業

公益財団法人 宮城県結核予防会 医療、福祉業

私達コスモスは．利用者の皆様の「自
立」と「自律」を支援します。
http://izumiseikei.com
泉整形外科病院グループです。
福祉事業の運営。将監団地内に、本
拠地を置き、小規模多機能型居宅介
護事を、松森内町の2ヶ所で、又リハビ
リに特化した短時間型通所を市名坂
と塩釜の2ヶ所で行っています。
シニアライフを満喫できる．住宅型有
料老人ホームです。緑に囲まれた自 http://www.designkobo.jp
然と天然温泉をお楽しみ下さい。
http://www.mygsji.or.jp

エコー療育園では．ハンディキャップを
背負う利用者や家族と苦楽を共にし．
http://www.yokofuku.or.jp
医療・看護・リハビリ訓練や療育活動
に努めています。
共に住み慣れた街で笑顔のたえない
介護を提供します。
http://www.asahi-sun-clean.co.jp
まずはお気軽にご相談ください。
http://www.sendai-jin.jp

http:///www.jata-miyagi.org

989-3203

○

○

