
12. 医療、福祉業の会員の皆様 令和5年1月1日現在

事業所名 業種 ＰＲコメント ＵＲＬ 郵便番号 所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ
危険物保安部会 

兼任

医療法人 香木会　伊藤病院 医療、福祉業 980-0802 仙台市青葉区二日町８－８ 022-222-8688 022-264-2210

医療法人 向仁会　永井産婦人科 医療、福祉業 http://www.nagai-obgyne.com/ 980-0824 仙台市青葉区支倉町４－３ 022-222-5582 022-262-5659

国見台病院 医療、福祉業
昭和29年に開業しました精神科専門の病院で
す。何なりと相談して頂ければと思います。宜
しくお願い致します。

http://www.kunimidai.com/ 981-0943 仙台市青葉区国見一丁目１５－２２ 022-234-5251 022-274-1536

一般財団法人 厚生会　仙台厚生病院 医療、福祉業
https://www.sendai-kousei-
hospital.jp/

980-0873 仙台市青葉区広瀬町４－１５ 022-222-6181 022-267-0856

医療法人 光成会　宮城中央病院 医療、福祉業 980-0011 仙台市青葉区上杉一丁目９－１７ 022-224-1307 022-223-3862

国家公務員共済組合連合会 
東北公済病院

医療、福祉業
仙台市の中心に位置する病院として皆様から
信頼され安心して選択される病院として医療
を展開しております。

http://www.tohokukosai.com/index.
html

980-0803 仙台市青葉区国分町二丁目３－１１ 022-227-2211 022-263-8069 ○

一般財団法人 周行会 内科佐藤病院 医療、福祉業 980-0011 仙台市青葉区上杉二丁目３－１７ 022-221-5566 022-221-8007

台原高柳病院 医療、福祉業 981-0911 仙台市青葉区台原六丁目３－３３ 022-273-2525 022-272-0661

医療法人 東北会　東北会病院 医療、福祉業
地域と共に110余年 アルコール依存症、うつ
病、ストレス障害その他 心の病の回復をお手
伝いします。

http://www.tohokukai.com 981-0933 仙台市青葉区柏木一丁目８－７ 022-234-0461 022-274-2643

東北医科薬科大学
医療、福祉業 
学校、教育、研究機関業

https://www.tohoku-mpu.ac.jp/ 981-8558 仙台市青葉区小松島四丁目４－１ 022-234-4181 022-275-2013 ○

独立行政法人 労働者健康安全機
構 
東北労災病院

医療、福祉業 https://www.tohokuh.johas.go.jp/ 981-8563 仙台市青葉区台原四丁目３－２１ 022-275-1111 022-275-4431

一般財団法人　早坂愛生会病院 医療、福祉業
当院は、広瀬川沿いの静かな文教地区にあ
る、長期で入院できる療養型の病院です。

http://www.ai-byoin.jp 980-0855 仙台市青葉区川内澱橋通３８ 022-261-1611 022-222-7506

東日本旅客鉄道㈱　ＪＲ仙台病院 医療、福祉業 980-8508 仙台市青葉区五橋一丁目１－５ 022-266-9671 022-380-2362

一般社団法人　宮城県歯科医師会
医療、福祉業 
学校、教育、研究機関業

https://www.miyashi.or.jp/ 980-0803 仙台市青葉区国分町一丁目５－１ 022-222-5960 022-225-4843

医療法人財団あおば会 
介護老人保健施設　ハート五橋

医療、福祉業 980-0022 仙台市青葉区五橋一丁目１－５ 022-721-1020 022-721-1025

公益財団法人　宮城県対がん協会 医療、福祉業 980-0011 仙台市青葉区上杉五丁目７－３０ 022-263-1525 022-263-1548

仙台市老人福祉施設協議会 
青葉東支部

医療、福祉業 981-0934
仙台市青葉区西勝山14番10号 
特別養護老人ホームせんじゅ内

022-277-9455 022-303-5277

合同会社 
サポートサービスオレンジ

医療、福祉業 
運送、配達業 
その他

"福祉～医療～コミュニティー＆防災"身近な
課題にリーズナブルにお手伝い！遠くの親戚
よりオレンジに！

https://support-orange.com 980-0003 仙台市青葉区小田原8-11-6-1305 070-6951-5616 022-774-1191
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(医)岩切病院 医療、福祉業 https://www.iwakiri-hp.jp/ 983-0821 仙台市宮城野区岩切字稲荷２１ 022-255-5555 022-255-5581

(社福)宮城県障がい者福祉協会 
啓 生 園

医療、福祉業 983-0836 仙台市宮城野区幸町四丁目６－２ 022-385-7860 022-291-1783

(医)宏人会 医療、福祉業 983-0852 仙台市宮城野区榴岡二丁目１－６ 022-297-6211 022-297-2414

独立行政法人国立病院機構 
仙台医療センター

医療、福祉業 https://nsmc.hosp.go.jp/ 983-8520 仙台市宮城野区宮城野二丁目11-12 022-293-1111 022-291-8114

児童養護施設　小百合園 医療、福祉業 http://www.sayurien.com 983-0837 仙台市宮城野区枡江１－２ 022-257-3898 022-354-1822

(公財)仙台市医療センター 
仙台オープン病院

医療、福祉業 https://www.openhp.or.jp/top.php 983-0824 仙台市宮城野区鶴ヶ谷五丁目２２－１ 022-252-1111 022-252-0454 ○

一般財団法人東北精神保健会 
青葉病院

医療、福祉業
仙台市宮城野区にあります精神科専門病院
です。私たちは、心のふれあいを大切にした
医療を目指しています。

http://www.aobahp.or.jp/ 983-0836 仙台市宮城野区幸町三丁目１５－２０ 022-257-7586 022-257-7588

社会医療法人 康陽会 中嶋病院 
介護老人保健施設けやき

医療、福祉業
康陽会グループは地域に根差し地域の皆様
が安心して暮らしていく為の医療・介護の提供
を行っております。

http://www.nakajima-hs.or.jp 983-0835 仙台市宮城野区大梶１５－２７ 022-291-5191 022-791-2160

(一財)光ヶ丘スペルマン病院 医療、福祉業 983-0833 仙台市宮城野区東仙台六丁目７－１ 022-257-0231 022-257-0201

(社福)恩賜財団済生会支部 
宮城県済生会

医療、福祉業
済生会は、1911年の設立で日本最大の社福
法人として40都道府県で医療・保険・福祉活
動を行っています。

https://miyagi-saiseikai.com 983-0833 仙台市宮城野区東仙台六丁目１－１ 022-293-1281 022-293-5152

(一社)安田博愛会　安田病院 医療、福祉業 外科と精神科の病院です。 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

児童養護施設　ラ・サールホーム 医療、福祉業 983-0833 仙台市宮城野区東仙台六丁目１２－２ 022-257-3801 022-257-3803

社会福祉法人 杜の村 
特別養護老人ホームかむりの里
翔裕園

医療、福祉業
家族主義をモットーとし．ご利用者様と関わっ
ています。

983-0821 仙台市宮城野区岩切字東河原352-3 022-396-7522 022-396-8083

仙台ＡＲＴクリニック 医療、福祉業 http://www.sendai-art-cl.jp/ 983-0864 仙台市宮城野区名掛丁２０６－１３ 022-791-8851 022-293-1547

特定医療法人 白嶺会 
仙台整形外科病院

医療、福祉業
豊富な実績をもつ専門医・指導医が、骨・関
節・筋・神経系などでお悩みの方をサポートし
ます。

https://www.sendaiseikei.or.jp 984-0038 仙台市若林区伊在三丁目5-3 022-288-8900 022-288-8994

社会医療法人 杏仁会 河原町病院 医療、福祉業 http://kawaramachi-hospital.jp 984-0827 仙台市若林区南小泉字八軒小路４ 022-222-8657 022-222-8178

㈱ 瑞 穂
医療、福祉業 
不動産、不動産賃貸業

若林区大和町5丁目にある、あから保育園で
す。未来を担うひとりひとりの子ども達と毎日
楽しく過ごしています。

http://akara-hoikuen.com/ 984-0042 仙台市若林区大和町五丁目６－３３ 022-239-4833 022-231-8180

(社福)杜の里福祉会 
特別養護老人ホーム成仁杜の里
仙台

医療、福祉業
私達は、入居者様の「笑顔」「その人らしさ」
「暮らし」そして、心のつながりを大切にしてま
いります。

https://morinosato.biz/ 984-0030 仙台市若林区荒井東二丁目12番1号 022-289-7111 022-289-9333
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(社福)敬長福祉会 
特別養護老人ﾎｰﾑ　チアフル遠見
塚

医療、福祉業 984-0823 仙台市若林区遠見塚一丁目１４－３０ 022-286-2591 022-286-2859

一般社団法人　仙台市医師会 医療、福祉業 984-0806 仙台市若林区舟丁６４－１２ 022-227-1531 022-267-5193

老人保健施設　はくれい 医療、福祉業 984-0835 仙台市若林区今泉字鹿子穴６２ 022-289-6363 022-289-6288

㈱ケアミックス・ジャパン 
らぽーるはるかぜ

医療、福祉業 https://caremixjapan.co.jp/ 984-0032 仙台市若林区荒井七丁目3-1 022-390-0223 022-390-0242

㈱バイタルネット　仙台中央支店 医療、福祉業 984-0002 仙台市若林区卸町東一丁目８－２０ 022-232-9700 022-238-6582

医療法人社団誠英会 
介護老人保健施設ソアーズ

医療、福祉業 981-1105 仙台市太白区西中田二丁目１１－１７ 022-242-1171 022-242-3003

一般財団法人　広南会　 
広南病院

医療、福祉業
人類愛を基にすべての患者さんに最良の医
療を提供します。

https://www.kohnan-sendai.or.jp/ 982-8523 仙台市太白区長町南四丁目２０－１ 022-248-2131 022-304-2045

(独)国立病院機構　仙台西多賀病院 医療、福祉業 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 医療、福祉業 982-0801 仙台市太白区八木山本町二丁目４３－３ 022-243-1111 022-243-1101

仙台柳生クリニック 医療、福祉業 981-1106 仙台市太白区柳生七丁目１６－１ 022-241-6651 022-241-7275

宝保育園 医療、福祉業 981-1102 仙台市太白区袋原字内手７１ 022-242-3760 022-241-3017

特別養護老人ホーム　茂庭苑 医療、福祉業 https://www.moniwaen.com/ 982-0252 仙台市太白区茂庭台二丁目１５－２０ 022-281-1330 022-281-1357

(社福)共生福祉会　萩の郷福寿苑 医療、福祉業
https://kyoseifukushikai.wixsite.com
/fukujuen

982-0804 仙台市太白区鈎取御堂平３８ 022-244-0116 022-244-6746

(社福)仙台ビーナス会 医療、福祉業 http://sendai-venus.jp/ 981-1101 仙台市太白区四郎丸字大宮２６－３ 022-241-5990 022-241-5929

独立行政法人地域医療機能推進
機構 
仙台南病院

医療、福祉業 https://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
患者の皆さまとともに平等・安全・信頼の医療
を目指します。

https://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　杜都千愛病院 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

社会福祉法人共生福祉会 
萩の郷第二福寿苑

医療、福祉業
https://kyoseifukushikai.wixsite.com
/dai2fukujuen

982-0804 仙台市太白区鈎取御堂平３８番地 022-244-0188 022-244-6959
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仙台市立病院 医療、福祉業 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

障害者支援施設　幸泉学園 医療、福祉業 981-3131 仙台市泉区七北田字道２７ 022-375-2675 022-375-2676

(医)仙台徳洲会病院 医療、福祉業
生命を安心して預けられる病院　健康と生活
を守る病院

https://sendai.tokushukai.jp 981-3116 仙台市泉区高玉町9-8 022-771-5111 022-771-5100

長命ヶ丘グリーン歯科クリニック 医療、福祉業 981-3212 仙台市泉区長命ヶ丘三丁目２－７ 022-378-1580 022-378-2237

医療法人 社団杏泉堂 
本間記念 東北整形外科・東北歯
科

医療、福祉業 981-3121 仙台市泉区上谷刈四丁目９－２２ 022-371-5511 022-371-5605

(医)泉整形外科病院 医療、福祉業 http://izumiseikei.com 981-3121 仙台市泉区上谷刈字丸山６－１ 022-373-7377 022-374-2481

泉ヶ丘クリニック 医療、福祉業 https://cl-izumigaoka.org 981-3134 仙台市泉区桂一丁目１８－１ 022-373-7715 022-374-5307

社会福祉法人　一寿会 医療、福祉業 981-3223 仙台市泉区住吉台西二丁目７－６ 022-379-8030 022-379-8033

社会福祉法人　泉寿会 医療、福祉業
利用者様お一人お一人が日常生活に楽しみ
や生きがいを持っていただける介護を心掛け
ます。

http://izumiseikei.com/?page_id=34
#senjukai

981-3121 仙台市泉区上谷刈字丸山６－１ 022-777-7688 022-777-7681

(社福)仙台白百合会 医療、福祉業 http://care-net.biz/04/shirayuri/ 981-3107 仙台市泉区本田町２０－１５ 022-218-3008 022-218-1031

㈱バイタルネット　仙台支店 医療、福祉業 981-3112 仙台市泉区八乙女三丁目３－１ 022-218-6111 022-218-6116

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
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。希望のかけ橋になりま
す。

981-3121 仙台市泉区上谷刈字長命８ 022-777-3666 022-777-3670

シンフォニーケア㈱ 医療、福祉業
地域で暮し続けるには地域の支え合いが大切
です当社は地域の一員として｢暮しやすい地
域｣を共に考えていきます。

http://symphony-care.jp/company/ 981-3132 仙台市泉区将監十丁目３３－１７ 022-772-8421 022-772-8426

㈱デザイン工房　ギャラリー杜の音 医療、福祉業 981-3121 仙台市泉区上谷刈字赤坂６－１０２ 022-772-3020 022-772-3021

(一財)宮城県成人病予防協会 医療、福祉業 http://www.mygsji.or.jp 981-3133
仙台市泉区泉中央一丁目6-12 
仙台循環器医療センター内

022-372-1116 022-372-1483

日本光電工業㈱東北支店
工業品製造業 
医療、福祉業

ＡＥＤなどの医用電子機器の製造販売をして
います。

https://www.nihonkohden.co.jp/ 981-3133 仙台市泉区泉中央四丁目29-7 050-3819-4782 022-375-7005

園部歯科医院 医療、福祉業 981-3212 仙台市泉区長命ヶ丘四丁目１５－１９ 022-378-6107 022-378-4453

https://sendai.tokushukai.jp/
http://izumiseikei.com/
https://cl-izumigaoka.org/
http://izumiseikei.com/?page_id=34#senjukai
http://izumiseikei.com/?page_id=34#senjukai
http://care-net.biz/04/shirayuri/
http://symphony-care.jp/company/
http://www.mygsji.or.jp/
https://www.nihonkohden.co.jp/
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事業所名 業種 ＰＲコメント ＵＲＬ 郵便番号 所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ
危険物保安部会 

兼任

㈱松田会 医療、福祉業 981-3203 仙台市泉区高森二丁目1-47 022-797-5666 022-777-0321

特別養護老人ホーム　泉音の郷 医療、福祉業 www.aisenkai.or.jp/kourei 981-3126 仙台市泉区泉中央南１５ 022-347-3371 022-347-3373

(一財)宮城県予防医学協会 医療、福祉業 http://www.mhsa.jp/ 981-3203 仙台市泉区高森二丁目1-39 022-343-7001 022-343-7083

独立行政法人 
地域医療機能推進機構　仙台病
院

医療、福祉業 https://sendai.jcho.go.jp 981-3281 仙台市泉区紫山二丁目1-1 022-378-9111 022-378-9131 ○

社会福祉法人　大石ヶ原会 医療、福祉業 https://oishigaharakai.or.jp 989-3204 仙台市青葉区南吉成六丁目6番8 022-344-7731 022-344-7732

特別養護老人ホーム　思行園 医療、福祉業 http://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 989-3121 仙台市青葉区郷六字沼田１３－３ 022-302-1071 022-302-1056

社会福祉法人庄慶会 
特別養護老人ホーム 洛風苑

医療、福祉業
豊かな自然に囲まれながらも、市内中心部か
ら車で20分。平成31年4月を目標に改修工事
を進めています。

http://www.shokei.info/ 989-3212 仙台市青葉区芋沢字新田５６－２ 022-394-4555 022-394-4557

(社福)千代福祉会　あおば園 医療、福祉業
https://www.sendai-
fukusi.org/10aobaen.html

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/ 989-3212 仙台市青葉区芋沢字畑前北６２ 022-394-5205 022-394-5204

(社福)千代福祉会　ますみ学園 医療、福祉業
施設入所支援事業及び生活介護事業を行う
知的障害者の障害者支援施設です。

http://sendai-
fukusi.org/07masumigakuen.html

989-3212 仙台市青葉区芋沢字青野木５２０ 022-394-5110 022-394-5114

(医)ひろせ会　広瀬病院 医療、福祉業 https://hirosehp.jp/ 989-3121 仙台市青葉区郷六字大森４－２ 022-226-2661 022-226-2258

(社福)陽光福祉会　 
仙台エコー医療療育センター

医療、福祉業 https://www.yokofuku.or.jp 989-3212 仙台市青葉区芋沢字横前１－１ 022-394-7711 022-394-7714

アサヒサンクリーン㈱ 東北支店 医療、福祉業 https://www.asahi-sun-clean.co.jp 989-3126 仙台市青葉区落合四丁目２－２２ 022-392-1511 022-392-3311

医療法人社団　仙台腎泌尿器科 医療、福祉業 http://www.sendai-jin.jp 989-3204 仙台市青葉区南吉成三丁目１－３２ 022-719-6622 022-719-6623

社会福祉法人東北福祉会 
せんだんの里

医療、福祉業
利用者個々人が、それぞれのペースで、心穏
やかに過ごしていただけるよう、取り組んでい
ます。

https://www.sendan.or.jp 989-3201 仙台市青葉区国見ヶ丘六丁目１４９－１ 022-303-7552 022-303-7572

公益財団法人　宮城県結核予防会 医療、福祉業 http://jata-miyagi.org/ 989-3203 仙台市青葉区中山吉成二丁目３－１ 022-719-5161 022-719-5166

www.aisenkai.or.jp/kourei
http://www.mhsa.jp/
https://sendai.jcho.go.jp/
https://oishigaharakai.or.jp/
http://shikouen.com/
http://www.shokei.info/
https://www.sendai-fukusi.org/10aobaen.html
https://www.sendai-fukusi.org/10aobaen.html
http://sendai-fukusi.org/
http://sendai-fukusi.org/07masumigakuen.html
http://sendai-fukusi.org/07masumigakuen.html
https://hirosehp.jp/
https://www.yokofuku.or.jp/
https://www.asahi-sun-clean.co.jp/
http://www.sendai-jin.jp/
https://www.sendan.or.jp/
http://jata-miyagi.org/

