平成３０年１１月１日現在

３０年度 宮 城 県 透 析 施 設 一 覧
（ 敬称略 ）
透析施設名

代表者(理事長/院長)

〒

住

所

電 話

1

気仙沼市立病院

事業管理者 菅原 茂 / 院長 安海 清

988-0181

気仙沼市赤岩杉ノ沢8-2

2

南三陸病院

院長 初貝 和明

986-0725

本吉郡南三陸町志津川沼田14-3

0226-22-7100
0226-46-3646

3

（医）社団玄成会 達内科

理事長・院長 佐藤 自伸

987-2252

栗原市築館薬師4-3-30

0228-22-2655

4

（医)社団 やすらぎの里 サンクリニック

理事長 宮崎 裕 / 院長 武弓 俊一

987-0403

登米市南方町鴻ノ木152-1

0220-29-6060

5

登米市立よねやま診療所

所長 鈴木 正彦

987-0311

登米市米山町字桜岡大又3-1

0220-55-2011

6

（医）永仁会 永仁会病院

理事長 宮下 英士 / 院長 鈴木 祥郎

989-6117

大崎市古川旭2-5-1

0229-22-0063

7

（医) 渋谷皮膚科泌尿器科医院

理事長 渋谷 昌良 / 院長 渋谷 彰良

989-6166

大崎市古川東町1-28

0229-23-9783

8

大崎市民病院

病院事業管理者･院長 並木 健二

989-6183

大崎市古川穂波3-8-1

0229-23-3311

9

（医）清仁会 古川クリニック

理事長 上田 仁 / 院長 増田 高行

989-6156

大崎市古川西舘3-3-2

0229-91-9119

10

（医）社団清靖会 木村病院

理事長 廣井 正彦 / 院長 安達 雅史

989-6142

大崎市古川中島町1-8

0229-22-1608

11

（医）華桜会 星陵あすか病院

理事長 小野 玲子 / 院長 小野 貞文

989-6135

大崎市古川稲葉2-3-15

0229-25-8000

12

（医）而成会 大崎ミッドタウン総合メディケアセンター

理事長 松本 啓

987-1303

大崎市松山金谷字中田76-1

0229-55-3349

13

（医）清仁会 中新田クリニック

理事長・院長 上田 仁

981-4253

加美郡加美町大門20

0229-63-7676

14

（医）清仁会 小牛田内科クリニック

理事長 上田 仁 / 院長 菊池 哲

987-0004

遠田郡美里町牛飼字牛飼77-2

0229-32-5959

15

石巻赤十字病院

院長 石橋 悟

986-8522

石巻市蛇田字西道下71

0225-21-7220

16

（医）宏人会 石巻クリニック

理事長 関野 慎 / 院長 武田 裕

986-0877

石巻市錦町6-45

0225-22-8822

17

（医）社団 仙石病院

理事長 神部 廣一 / 院長 新妻 博

981-0501

東松島市赤井字台53-7

0225-83-2111

18

（医）医徳会 真壁病院

理事長 眞壁 秀幸 / 院長 庄司 好己

981-0503

東松島市矢本字鹿石前109-4

0225-82-7111

19

（医）社団 中山クリニック

理事長・院長 中山 大典

981-0212

宮城郡松島町磯崎字磯崎2-8

022-353-2333

20

鳥越塩釜腎クリニック

院長 鳥越 紘二

985-0024

塩釜市錦町5-13

022-365-1363

21

多賀城腎・泌尿器クリニック

院長 松下 真史

985-0842

多賀城市桜木1-1-20

022-364-4335

22

りふの内科クリニック

理事長 宮田 正弘 / 院長 中山 恵補

981-0112

宮城郡利府町利府字新揺橋61-1(18街区4画地)

022-356-8200

23

（一社)日本海員掖済会 宮城利府掖済会病院

院長 宮川 英喜

981-0103

宮城郡利府町森郷字新太子堂51

022-767-2151

24

（医）盟陽会 富谷中央病院

理事長 道又 勇一 / 院長 佐々木 修一

981-3328

黒川郡富谷町上桜木2-1-6

022-779-1431

25

（医）社団清瑞会 吉岡まほろばクリニック (30.2/1施設名･住所変更)

理事長 永沼 滋 / 院長 奈良 志博

981-3632

黒川郡大和町吉岡まほろば1-5-4

022-345-3963

26

ＪＣＨＯ仙台病院

院長 田熊 淑男

981-8501

仙台市青葉区堤町3-16-1

022-275-3111

27

東北労災病院

院長 徳村 弘実

981-8563

仙台市青葉区台原4-3-21

022-275-1111

28

（医）台原内科クリニック

理事長 古田 隆史 / 院長 遊佐 明

981-0911

仙台市青葉区台原1-7-28

022-727-1311

29

東北公済病院

院長 岡村 州博

980-0803

仙台市青葉区国分町2-3-11

022-227-2211

30

東北大学病院 血液浄化療法部

院長 八重樫 伸生

980-8574

仙台市青葉区星陵町1-1

022-717-7467

31

（医）宏人会 木町病院

理事長 関野 慎 / 院長 竹内 和久

980-0801

仙台市青葉区木町通1-7-13

022-224-5511

32

（医）社団ぶなの森 柏木クリニック

理事長 臼井 恵二 / 院長 浅沼 義博

981-0933

仙台市青葉区柏木2-6-2

022-275-1310

33

（一社） Bell くにみ透析クリニック (29年12/1開院)

院長 前山 俊秀

981-0943

仙台市青葉区国見6-87-1

022-347-4321

34

（医）社団 仙台腎泌尿器科

理事長・院長 豊田 精一

989-3204

仙台市青葉区南吉成3-1-32

022-719-6622

35

（医）川平内科

理事長 堀籠 郁夫 / 院長 千葉 茂実

981-0954

仙台市青葉区川平3-40-10

022-303-2523

36

あやし腎・泌尿器クリニック (30年8/1開院)

院長 佐藤 和人

989-3125

仙台市青葉区下愛子観音堂26-1

022-797-8135

37

（医）宏人会 中央クリニック

理事長 関野 慎 / 院長 金澤 雅之

983-0852

仙台市宮城野区榴岡2-1-6

022-297-6211

38

（医）岩切病院

理事長・院長 中嶋 俊之

983-0821

仙台市宮城野区岩切字稲荷21

022-255-5555

39

（医）美之会 庄子内科クリニック

理事長・院長 大内 雄太

983-0021

仙台市宮城野区田子2-6-12

022-387-2666

40

東北医科薬科大学病院

理事長 高柳 元明 / 病院長 近藤 丘

983-8512

仙台市宮城野区福室1-12-1

022-259-1221

41

（医）清水会 かわせみクリニック

理事長・院長 鈴木 一之

981-3133

仙台市泉区泉中央4-21-7

022-771-0681

42

（医）徳洲会 仙台徳洲会病院

院長 佐野 憲

981-3131

仙台市泉区七北田字駕龍沢１５

022-372-1110

43

泌尿器科 泉中央病院

院長 鈴木 康義

981-3121

仙台市泉区上谷刈4-16-14

022-373-5056

44

（医）須藤内科クリニック

理事長 須藤 究 / 院長 野城 宏夫

981-3121

仙台市泉区上谷刈字治郎兵衛下４８－１

022-773-2888

45

（医）社団泉松会 泉松クリニック

理事長 佐藤 和人 / 院長 吉川 和行

981-3111

仙台市泉区松森字新田1

022-771-1533

46

（医）社団 泉黒澤クリニック

理事長・院長 黒澤 孝成

981-3111

仙台市泉区松森字陣ヶ原24-3

022-373-9755

47

（医）盟陽会 泉ヶ丘クリニック

理事長 道又 勇一 / 院長 山陰 敬

981-3134

仙台市泉区桂1-18-1

022-373-7715

48

（社福）一寿会 仙萩苑クリニック

理事長 関野 愉 / 院長 大熊 恒郎

981-3223

仙台市泉区住吉台西2-7-6

022-379-8030

49

東北医科薬科大学 若林病院

理事長 高柳 元明 / 院長 阿部 達也

984-0042

仙台市若林区大和町２－２９－１

022-236-5911

50

（医)モクシン 堀田修クリニック

理事長・院長 堀田 修

984-0013

仙台市若林区六丁の目南町２-３９

022-390-6033

51

仙台市立病院

事業管理者 亀山 元信/院長 奥田 光崇

982-8502

仙台市太白区あすと長町１－１－１

022-308-7111

52

さとう腎臓内科ひ尿器科

院長 佐藤 正嗣

982-0011

仙台市太白区長町2-9-31

022-302-6672

53

（医）宏人会 長町クリニック

理事長 関野 慎 / 院長 佐藤 慶祐

982-0001

仙台市太白区八本松2-8-2

022-247-4792

54

京極クリニック

院長 京極 芳夫

982-0805

仙台市太白区鈎取本町1-24-10

022-243-3388

55

仙台赤十字病院

院長 北 純

982-8501

仙台市太白区八木山本町2-43-3

022-243-1111

56

仙台柳生クリニック

院長 福士 泰夫 / 副院長 目時 利林也

981-1106

仙台市太白区柳生7-16-1

022-241-6651

57

（医）社団泉松会 名取透析クリニック

理事長 佐藤 和人 / 院長 村田 弥栄子

981-1217

名取市美田園6-2-6

022-302-7522

58

（医）社団みやぎ清耀会 緑の里クリニック

理事長・院長 宍戸 洋

989-2455

岩沼市北長谷字畑向山南27-2

0223-23-2678

59

（医）社団みやぎ清耀会 緑の里第２クリニック

理事長 宍戸 洋 / 院長 石田 亜希

989-2455

岩沼市北長谷字畑向山南28-2

0223-23-2678

60

（医）五葉会 山本クリニック

理事長・院長 廣木 貞一

989-2432

岩沼市中央1-3-12

0223-22-2630

61

（医）三浦クリニック

理事長・院長 三浦 俊治

989-2351

亘理郡亘理町字新町40

0223-23-1811

62

みやぎ県南中核病院

院長 内藤 広郎

989-1253

柴田郡大河原町字西38-1

0224-51-5500

63

（医）庄司クリニック

理事長・院長 庄司 則文

989-1201

柴田郡大河原町大谷字戸ノ内前35-1

0224-51-3741

64

（医）社団泉松会 村田透析クリニック

理事長 佐藤 和人 / 院長 大高 徹也

989-1321

柴田郡村田町大字沼辺字新小谷地27-2

0224-86-5755

65

（医）本多友愛会 仙南病院

理事長 本多 正久 / 院長 早坂 弘人

981-1505

角田市角田字牛館13

0224-63-2003

66

公立刈田綜合病院

事業管理者 山田 裕一 / 院長 大橋 洋一

989-0231

白石市福岡蔵本字下原沖36

0224-25-2145

