
施設種別 施設名 住所

病院 気仙沼市立病院 宮城県気仙沼市赤岩杉ノ沢８－２

病院 気仙沼市立本吉病院 宮城県気仙沼市本吉町津谷明戸２２２－２

病院 南三陸病院 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田１４－３

診療所 森田医院 宮城県気仙沼市八日町　１ー４ー１

診療所 菅原歯科医院 宮城県気仙沼市南郷５－３

診療所 村岡外科クリニック 宮城県気仙沼市田中前四丁目４－７

診療所 鈴木医院 宮城県気仙沼市長磯原の沢５０－２

薬局 カメイ調剤薬局　気仙沼店 宮城県気仙沼市赤岩杉ノ沢９－１

薬局 グリーン薬局 宮城県気仙沼市上田中２－１－２

薬局 調剤薬局ツルハドラッグ　気仙沼東新城店 宮城県気仙沼市東新城２－６－５

薬局 にこにこ堂調剤薬局 宮城県気仙沼市田中前４－４－５

薬局 はしかみ調剤薬局 宮城県気仙沼市長磯牧通９８番地１

薬局 会営志津川薬局 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田１４－２２

薬局 南郷調剤薬局 宮城県気仙沼市南郷５－５

介護施設 ケアハウス南三陸キングスガーデン 宮城県気仙沼市岩月星谷６４番３

介護施設 特別養護老人ホームキングス・タウン 宮城県気仙沼市三日町３丁目１の１

介護施設 特別養護老人ホーム恵潮苑 宮城県気仙沼市東新城二丁目２－３

介護施設 老人保健施設リバーサイド春圃 宮城県気仙沼市舘山一丁目１番４３号

訪問看護 りあす訪問看護ステーション 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田５６－２

訪問看護 南三陸訪問看護ステーション 宮城県気仙沼市三日町３丁目１－１

訪問看護 訪問看護ステーション春圃 宮城県気仙沼市舘山一丁目１番４３号

診療所 山谷歯科医院 宮城県気仙沼市本吉町津谷新明戸２１０ 準備中

薬局 イオン薬局　気仙沼店 宮城県気仙沼市赤石館下６－１外 準備中

薬局 三峰調剤薬局 宮城県気仙沼市松崎柳沢２１８－５ 準備中

薬局 新城調剤薬局 宮城県気仙沼市東新城１－６－１４ 準備中

薬局 本吉調剤薬局 宮城県気仙沼市本吉町津谷新明戸３２６－１ 準備中

介護施設 介護老人保健施設リンデンヴィラ 宮城県気仙沼市東新城二丁目９番地１ 準備中

介護施設 介護老人保健施設リンデンバウムの杜 宮城県気仙沼市東新城二丁目９番地１ 準備中



施設種別 施設名 住所

病院 真壁病院 宮城県東松島市矢本字鹿石前１０９－４

病院 石巻ロイヤル病院 宮城県石巻市広渕字焼巻２番地

病院 石巻健育会病院 宮城県石巻市大街道西３－３－２７

病院 石巻市立牡鹿病院 宮城県石巻市鮎川浜清崎山７番地

病院 石巻市立病院 宮城県石巻市穀町１５番１号

病院 石巻赤十字病院 宮城県石巻市蛇田字西道下７１番地

病院 仙石病院 宮城県東松島市赤井字台５３－７

診療所 いしづか内科クリニック 宮城県石巻市恵み野５丁目１０番地３８

診療所 石巻市雄勝診療所 宮城県石巻市雄勝町小島字和田１２３番地

診療所 石巻市寄磯診療所 宮城県石巻市寄磯浜赤島２－１

診療所 いしのまき矢吹クリニック 宮城県石巻市大橋３－２－７

診療所 かわらだ内科・胃大腸クリニック 宮城県石巻市鋳銭場１－１０

診療所 ししど内科クリニック 宮城県東松島市赤井字南一２２３

診療所 ます皮膚科医院 宮城県石巻市茜平１丁目４－１

診療所 ものうファミリークリニック 宮城県石巻市桃生町中津山字八木１６７－４

診療所 やもと眼科 宮城県東松島市矢本字大溜３４３番地

診療所 やもと内科クリニック 宮城県東松島市矢本字大溜３２５

診療所 茜平クリニック 宮城県石巻市茜平２－２－１７

診療所 伊東胃腸科内科 宮城県東松島市赤井字鷲塚６９－８

診療所 簡野医院 宮城県石巻市鹿又字八幡前１７番地４

診療所 古山内科・循環器科 宮城県石巻市元倉１－９－９－１０

診療所 佐藤整形外科医院 宮城県石巻市中央１－１３ー１７

診療所 女川町地域医療センター（診療所） 宮城県牡鹿郡女川町鷲神浜字堀切山５１－６

診療所 森消化器内科外科 宮城県石巻市新橋５－３３

診療所 診療所　在宅医療 宮城県石巻市大街道北三丁目６－７２

診療所 成田医院 宮城県石巻市相野谷字飯野川町１２２

診療所 石巻クリニック 宮城県石巻市錦町６－４５

診療所 石巻市立病院開成仮診療所 宮城県石巻市南境字新小堤２５－１

診療所 大街道じゅんクリニック 宮城県石巻市大街道北３－４－９７

診療所 中川内科外科医院 宮城県石巻市前谷地字横須賀１０３－７

診療所 藤野整形外科 宮城県東松島市矢本字大溜２５－１

診療所 箕田内科クリニック 宮城県石巻市向陽町二丁目１番１９号

診療所 鳴瀬中央医院 宮城県東松島市牛網字新上江戸原８１－１

診療所 祐ホームクリニック石巻 宮城県石巻市わかば２丁目１３－５

診療所 鈴木整形外科クリニック 宮城県石巻市鹿妻北１－６－１５

診療所 櫻井内科クリニック 宮城県石巻市広渕字町北７０－１

薬局 ウジエ調剤薬局　矢本店 宮城県東松島市赤井字八反谷地１０３－１

薬局 カメイ調剤薬局　石巻山下店 宮城県石巻市錦町６－４７

薬局 カメイ調剤薬局　石巻店 宮城県石巻市わかば２－１２－１



施設種別 施設名 住所

薬局 けやき薬局　石巻店 宮城県石巻市恵み野５－１０－３

薬局 調剤薬局ツルハドラッグ　石巻あゆみ野店 宮城県石巻市蛇田字新沼田１６１番４４街区５画地

薬局 調剤薬局ツルハドラッグ　石巻中里店 宮城県石巻市南中里１－１０－５

薬局 調剤薬局ツルハドラッグ　石巻のぞみ野店 宮城県石巻市蛇田新立野３０７－１

薬局 調剤薬局ツルハドラッグ　石巻蛇田店 宮城県石巻市蛇田字新丸井戸４４－１

薬局 調剤薬局ツルハドラッグ　大街道店 宮城県石巻市大街道北３－１－７

薬局 ひかり薬局　石巻 宮城県石巻市わかば２丁目１１－２

薬局 ひかり薬局　矢本 宮城県東松島市矢本字大溜３１－１

薬局 フロンティア薬局　矢本店 宮城県東松島市矢本字大溜３２－１

薬局 ペガサス薬局　本店 宮城県石巻市鋳銭場１－９

薬局 会営女川薬局 宮城県牡鹿郡女川町鷲神浜字堀切山５１－６

薬局 万石調剤薬局 宮城県石巻市垂水町３－３－１８

介護施設 グループホームここさいむら青葉 宮城県石巻市門脇字青葉西１０６－１

介護施設 東松島市社会福祉協議会　指定居宅介護支援事業所 宮城県東松島市小松字上浮足２５２番地３

介護施設 東松島市社会福祉協議会　地域包括支援センター 宮城県東松島市矢本字大溜９－１

介護施設 東松島市役所 宮城県東松島市矢本字上河戸３６－１

介護施設 ひまわりデイサービスセンター 宮城県東松島市赤井字八反谷地１００－５

介護施設 ひまわり在宅ケアステーション 宮城県石巻市大街道西３－１－２８

介護施設 介護老人保健施設　長山 宮城県石巻市広渕字長山２００番地

介護施設 介護老人保健施設さつき苑 宮城県東松島市大塩字山崎４２－１

介護施設 介護老人保健施設しおん 宮城県石巻市吉野町１－７－１

介護施設 三昇デイサービスセンター 宮城県石巻市北村字笹目立二２５－１

介護施設 女川町地域医療センター（介護事業所） 宮城県牡鹿郡女川町鷲神浜字堀切山５１－６

訪問看護 ひまわり訪問看護ステーション 宮城県石巻市大街道西３－１－２８

訪問看護 ひまわり訪問看護ステーション　あけぼのサテライト事業所 宮城県石巻市あけぼの３丁目１－５

訪問看護 ひまわり訪問看護ステーション　矢本サテライト事業所 宮城県東松島市大曲字堰の内南１４４－７

訪問看護 石巻市医師会附属訪問看護ステーション 宮城県石巻市大街道東４－２－１０

訪問看護 ぷりけあ訪問看護ステーション 宮城県石巻市蛇田字南久林１４－３

病院 齋藤病院 宮城県石巻市山下町１－７－２４ 準備中

診療所 なかがわ眼科 宮城県石巻市恵み野５－１０－４１ 準備中

診療所 野蒜ケ丘整形外科リハビリテーション科 宮城県東松島市野蒜ケ丘３－２９－５ 準備中

診療所 駅前北きし内科クリニック 宮城県石巻市駅前北通り１－１４－２１ 準備中

薬局 日本調剤　石巻薬局 宮城県石巻市駅前北通り１－１４－２９ 準備中

薬局 ひかり薬局　野蒜ケ丘 宮城県東松島市野蒜ケ丘３－２９－６ 準備中

薬局 イオン薬局　石巻店 宮城県石巻市茜平４－１０４ 準備中

訪問看護 仁明会訪問看護ステーション　青葉 宮城県石巻市門脇字一番谷地５７－１８ 準備中

訪問看護 仁明会訪問看護ステーションみなと 宮城県石巻市伊原津２丁目１－２ 準備中



施設種別 施設名 住所

病院 栗原市立栗駒病院 宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎松木田１０番地１

病院 登米市立豊里病院 宮城県登米市豊里町土手下７４番地１

病院 栗原市立栗原中央病院 宮城県栗原市築館宮野中央３－１－１

病院 登米市立登米市民病院 宮城県登米市迫町佐沼字下田中２５

病院 登米市立米谷病院 宮城県登米市東和町米谷字元町２００

診療所 小出医院 宮城県登米市登米町日野渡内ノ目３２９－１

診療所 くろさわ整形外科 宮城県栗原市一迫真坂字清水山王前４－１

診療所 ささき産婦人科クリニック 宮城県栗原市築館伊豆４－６－６０

診療所 ささはら総合診療科 宮城県登米市迫町佐沼字江合一丁目８番８

診療所 サンクリニック 宮城県登米市南方町鴻ノ木１５２－１

診療所 登米市立よねやま診療所 宮城県登米市米山町字桜岡大又３番１

診療所 佐幸医院 宮城県登米市迫町佐沼字錦１０

診療所 佐藤医院 宮城県登米市南方町畑岡下７の５

診療所 佐藤内科医院 宮城県登米市迫町佐沼字光ヶ丘５１－１

診療所 菅原内科クリニック 宮城県登米市迫町佐沼字八幡三丁目４－２

診療所 千葉医院 宮城県登米市迫町佐沼字天神前８０

診療所 大坂医院 宮城県登米市中田町石森字駒牽２４０－１

診療所 渡辺整形外科内科医院 宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎上小路１５４－４

診療所 登米市立上沼診療所 宮城県登米市中田町上沼字新寺山下５９－１

診療所 八嶋中央診療所 宮城県登米市石越町南郷字矢作１３８

診療所 八木小児科医院 宮城県登米市迫町佐沼字西佐沼１２５

薬局 おおあみ薬局 宮城県登米市迫町佐沼字大網２２４－６

薬局 クオール薬局　米山店 宮城県登米市米山町字桜岡大又２－１

薬局 クオール薬局　豊里店 宮城県登米市豊里町土手下２３－２

薬局 サタケ調剤薬局 宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎円鏡寺後１０４番地６

薬局 ひかり薬局　佐沼 宮城県登米市迫町佐沼中江三丁目１－９

薬局 まつい調剤薬局 宮城県登米市迫町佐沼字天神前８１－４

薬局 一迫薬局 宮城県栗原市一迫真坂字清水町田１５－１

薬局 一桝新生薬局 宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎神南３１－３

薬局 一桝新生薬局介護調剤センター 宮城県栗原市栗駒松木田２－１

薬局 志波姫調剤薬局 宮城県栗原市志波姫新沼崎１２－２

薬局 上小路一桝新生薬局 宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎上小路１５４－２

薬局 青葉の杜薬局　志波姫店 宮城県栗原市志波姫新原１４２

薬局 青葉の杜薬局　築館店 宮城県栗原市築館源光４－４６

薬局 東町調剤薬局 宮城県栗原市築館伊豆１丁目６番２０号

介護施設 いちょうの里グループホーム　ぎんなん荘 宮城県栗原市築館字下宮野館１０８

介護施設 いちょうの里デイサービスセンター 宮城県栗原市築館字下宮野館１０８

介護施設 ケアセンター希望の杜 宮城県登米市石越町南郷字高森２３３－１

介護施設 デイサービスわかば 宮城県登米市登米町日野渡内の目３２１－１



病院 栗原市立栗駒病院 宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎松木田１０番地１

介護施設 登米市立豊里老人保健施設 宮城県登米市豊里町土手下１０４－１

介護施設 特別養護老人ホームいちょうの里 宮城県栗原市築館字下宮野館１０８

訪問看護 桜樹訪問看護ステーション 宮城県栗原市若柳字川北元町裏１１４

訪問看護 登米市訪問看護ステーション 宮城県登米市豊里町土手下６７－１

病院 栗原市立若柳病院 宮城県栗原市若柳字川北原畑２３番地４ 準備中

診療所 中江歯科クリニック 宮城県登米市迫町佐沼字中江４－６－２ 準備中

診療所 登米市立津山診療所 宮城県登米市津山町柳津本町１番地１ 準備中

診療所 やまと在宅診療所登米 宮城県登米市迫町佐沼下田中25 準備中

診療所 米川診療所 宮城県登米市東和町米川字町下５９－１ 準備中

診療所 佐藤裕也眼科　登米分院 宮城県登米市中田町石森字西細谷411 準備中

診療所 上杉皮膚科医院 宮城県登米市迫町佐沼字江合二丁目１２番地１２ 準備中

診療所 登米市立登米診療所 宮城県登米市登米町寺池桜小路１３２番地１ 準備中

薬局 とよま薬局 宮城県登米市登米町日野渡内ノ目３２９番２ 準備中

薬局 マリーン調剤薬局　志波姫店 宮城県栗原市志波姫堀口十文字１－１ 準備中

薬局 ウジエ調剤薬局　佐沼店 宮城県登米市迫町佐沼字江合１－８－５ 準備中

薬局 日本調剤　佐沼薬局 宮城県登米市迫町佐沼字田中３９－１ 準備中

薬局 恵薬局 宮城県栗原市若柳字川北堤下４２－３ 準備中

薬局 佐沼調剤薬局 宮城県登米市迫町佐沼字下田中５－２３ 準備中

介護施設 介護老人保健施設南方ナーシングホーム翔裕園 宮城県登米市南方町山成前７９１番地１ 準備中



施設種別 施設名 住所

病院 佐藤病院 宮城県大崎市古川中里１－３－１８

病院 星陵あすか病院 宮城県大崎市古川稲葉２－３－１５

病院 永仁会病院 宮城県大崎市古川旭２丁目５－１

病院 古川星陵病院 宮城県大崎市古川南町三丁目１－３－５

病院 三浦病院 宮城県大崎市古川三日町二丁目３－４５

病院 大崎市民病院 宮城県大崎市古川穂波３－８－１

病院 大崎市民病院　岩出山分院 宮城県大崎市岩出山字下川原町８４番地２９

病院 大崎市民病院　鹿島台分院 宮城県大崎市鹿島台平渡字東要害２０番地

病院 大崎市民病院　鳴子温泉分院 宮城県大崎市鳴子温泉字末沢１

病院 美里町立南郷病院 宮城県遠田郡美里町木間塚字原田５番地

病院 涌谷町国民健康保険病院 宮城県遠田郡涌谷町涌谷字中江南２７８

診療所 ありまファミリークリニック 宮城県加美郡加美町西町１９

診療所 尾花内科クリニック 宮城県大崎市古川中島町２－３９

診療所 つのだ眼科 宮城県遠田郡涌谷町中下道１２９－１－１

診療所 まつうら内科小児科クリニック 宮城県大崎市古川大宮１－１－８１

診療所 わたなべ産婦人科　内科・小児科 宮城県大崎市松山千石字松山４４０

診療所 伊藤医院 宮城県加美郡加美町字旧舘一番８０－２

診療所 伊藤内科小児科医院 宮城県大崎市古川小泉字泉40番地

診療所 鎌田内科クリニック 宮城県大崎市古川諏訪２丁目２－２８

診療所 寛内科胃腸科クリニック 宮城県大崎市古川駅前大通１－１－１０

診療所 近江医院 宮城県大崎市三本木字しらとり１７の３

診療所 古川駅南耳鼻咽喉科 宮城県大崎市古川駅南１－８－１

診療所 佐々木胃腸科 宮城県加美郡加美町字西町４８

診療所 渋谷皮膚科泌尿器科医院 宮城県大崎市古川東町１の２８

診療所 大崎市民病院　健康管理センター 宮城県大崎市古川千手寺町二丁目３番１５号

診療所 大崎市民病院　田尻診療所 宮城県大崎市田尻通木字中崎東１０番地１

診療所 大崎西整形外科 宮城県大崎市古川新田字川原前２９７

診療所 中川記念ちか子女性クリニック 宮城県大崎市古川駅前大通6-1-23

診療所 米谷医院 宮城県遠田郡涌谷町字田町裏１９１－１

診療所 穂波の郷クリニック 宮城県大崎市古川穂波六丁目３０－１２

診療所 鈴木内科医院 宮城県加美郡加美町字旧舘１－１７

診療所 髙橋医院 宮城県大崎市古川中里２－２－２５

薬局 アイランド薬局　大崎古川店 宮城県大崎市古川稲穂３－７－７

薬局 あやめ薬局 宮城県大崎市古川駅前大通５丁目３－２３－２

薬局 大崎調剤薬局　大宮店 宮城県大崎市古川大宮５－１－２４

薬局 大崎調剤薬局　古川駅前店 宮城県大崎市古川駅前大通２－４－２６

薬局 大崎調剤薬局　古川西店 宮城県大崎市古川大宮１－２－６９

薬局 大崎調剤薬局　美里店 宮城県遠田郡美里町字素山町１９－６

薬局 かみ薬局 宮城県加美郡色麻町四竃字北河原１－４



施設種別 施設名 住所

薬局 クオール薬局　岩出山店 宮城県大崎市岩出山字下川原町１０６－５

薬局 クラフト薬局　三日町店 宮城県大崎市古川三日町２丁目３－５０

薬局 佐々木薬局　市民病院前 宮城県大崎市古川穂波２－１７－３７

薬局 調剤薬局ツルハドラッグ　古川南店 宮城県大崎市古川穂波７－２－１４

薬局 つばさ薬局　中新田店 宮城県加美郡加美町字矢越３４０－１

薬局 つばさ薬局古川店 宮城県大崎市古川駅東二丁目１２－２５

薬局 トミザワ薬局　駅南店 宮城県大崎市古川駅南３丁目７番地

薬局 ひかり薬局　古川 宮城県大崎市古川千手寺町一丁目６－１４

薬局 ひかり薬局　大崎市民病院前 宮城県大崎市古川穂波二丁目８－１４

薬局 古川調剤薬局　鹿島台店 宮城県大崎市鹿島台平渡字大沢８番３

薬局 フレンド薬局　田尻 宮城県大崎市田尻字太子堂１番地の１

薬局 ほなみ薬局 宮城県大崎市古川穂波６丁目３０－４１

薬局 みなみ薬局 宮城県大崎市古川駅南３丁目３３－３

薬局 古川調剤薬局 宮城県大崎市古川大宮８丁目９－１４

薬局 古川調剤薬局　駅東店 宮城県大崎市古川駅南１－１０

薬局 古川調剤薬局　駅南店 宮城県大崎市古川駅南１－１６

薬局 古川調剤薬局　宮崎店 宮城県加美郡加美町宮崎字屋敷５番１６－１

薬局 古川調剤薬局　小野田店 宮城県加美郡加美町上野原４４－１

薬局 古川東町調剤薬局 宮城県大崎市古川東町１－２２

薬局 小牛田薬局駅前店 宮城県遠田郡美里町字藤ヶ崎町８６

薬局 松山中央調剤薬局 宮城県大崎市松山千石字松山４４０

薬局 正明薬局　三日町店 宮城県大崎市古川三日町一丁目３番２３号

薬局 大崎調剤薬局　古川東店 宮城県大崎市古川李埣１－１－２２

薬局 大崎調剤薬局　古川南店 宮城県大崎市古川北稲葉１－２－２４

薬局 中央薬局（有限会社ヘルス・ケア） 宮城県大崎市古川南町三丁目１－５

介護施設 あいわの郷 宮城県大崎市岩出山字二ノ構８

介護施設 あずなの家 宮城県大崎市岩出山字二ノ構８

介護施設 あずなの里 宮城県大崎市岩出山字二ノ構８

介護施設 ウィンズの森　離宮 宮城県大崎市古川稲葉２－４－２２

介護施設 グループホーム　なんてん岩出山 宮城県大崎市岩出山字下金沢８５番６号

介護施設 グループホーム花水月 宮城県遠田郡美里町字叔廼前２２番地の３

介護施設 デイサービス美花月 宮城県遠田郡美里町北浦字姥ヶ沢７４－１

介護施設 ひなげしケアプランセンター 宮城県大崎市松山千石字松山３５４－１

介護施設 みさとの杜居宅介護支援事業所 宮城県遠田郡美里町駅東２－１７－５

介護施設 ゆうらいふ居宅介護支援サービス 宮城県遠田郡涌谷町涌谷字新下町浦１９２番地

介護施設 涌谷町地域包括支援センター 宮城県遠田郡涌谷町涌谷字中江南２７８

介護施設 介護老人保健施設さくら 宮城県大崎市古川小稲葉町５－２５

介護施設 社会貢献型通所介護事業所おぢゃっこ倶楽部 宮城県大崎市三本木新沼字中谷地屋敷７９番地

介護施設 星陵ケアセンターデイサービス華 宮城県大崎市古川栄町３－１０



施設種別 施設名 住所

介護施設 特別養護老人ホームいなほの里 宮城県遠田郡美里町木間塚字原田７

介護施設 特別養護老人ホームやくらいサンホーム 宮城県加美郡加美町字中原南１４３番地

介護施設 特別養護老人ホームりんどう苑 宮城県大崎市鳴子温泉字石ノ梅３３番地

介護施設 特別養護老人ホーム楽々楽館 宮城県大崎市古川保柳字中江５番２号

介護施設 特別養護老人ホーム岩出の郷 宮城県大崎市岩出山字下川原町８４番地４

介護施設 特別養護老人ホーム敬風園 宮城県大崎市鹿島台平渡字上敷１９－７

介護施設 特別養護老人ホーム青風園 宮城県加美郡加美町菜切谷字原１６－５４

介護施設 南原デイサービスセンター 宮城県大崎市鳴子温泉字南原１２０番地１

介護施設 涌谷町老人保健施設 宮城県遠田郡涌谷町涌谷字中江南２７８

訪問看護 こごた訪問看護ステーション 宮城県遠田郡美里町駅東１丁目２－１

訪問看護 大崎訪問看護ステーション 宮城県大崎市三本木字善並田１５６番地

訪問看護 涌谷町訪問看護ステーション 宮城県遠田郡涌谷町涌谷字中江南２７８

病院 木村病院 宮城県大崎市古川中島町１－８ 準備中

病院 古川民主病院 宮城県大崎市古川駅東２－１１－１４ 準備中

診療所 岩渕胃腸科内科医院 宮城県大崎市三本木字南町４０－２ 準備中

診療所 みちのく歯科診療所 宮城県加美郡加美町宮崎字屋敷５－２１－３ 準備中

診療所 大山医院 宮城県加美郡加美町字北町２番１８１－１ 準備中

薬局 イオン薬局　古川店 宮城県大崎市古川旭２－２－１ 準備中

薬局 さくら橋薬局調剤センター 宮城県大崎市古川穂波六丁目２番２３号 準備中

薬局 十日町調剤薬局 宮城県大崎市古川十日町４番１８号 準備中

薬局 正明薬局調剤センター 宮城県大崎市古川諏訪２丁目２－４０ 準備中

薬局 鳴子調剤薬局 宮城県大崎市鳴子温泉字末沢西１１－１７ 準備中

介護施設 グループホームふかふか・はうす 宮城県大崎市鳴子温泉字南原１２０番地１ 準備中

介護施設 デイサービスあわい 宮城県遠田郡美里町北浦新高原６３ 準備中

介護施設 デイサービスいこいの杜 宮城県遠田郡美里町二郷字佐野四号８８８ 準備中

介護施設 デイサービスいやしの杜 宮城県大崎市鹿島台平渡字西銭神１７ 準備中

介護施設 デイサービスおやゆび 宮城県遠田郡美里町中埣字上戸３５番３ 準備中

介護施設 デイサービスほのか 宮城県遠田郡美里町中埣字上戸３３番２ 準備中

介護施設 デイサービスルンルン 宮城県大崎市鹿島台平渡字西銭神17 準備中

介護施設 デイサービス福祉の杜 宮城県大崎市鹿島台大迫字川前１２０ 準備中

介護施設 プロンプター甲斐 宮城県大崎市古川飯川字要害６４９番地 準備中

訪問看護 ケアステーションあゆみ 宮城県大崎市古川駅東２丁目１２－１８ 準備中

訪問看護 ヘルパーステーションめぐみ 宮城県遠田郡美里町中埣字上戸３３番２ 準備中



施設種別 施設名 住所

病院 JCHO仙台病院 宮城県仙台市青葉区堤町３－１６－１

病院 岩切病院 宮城県仙台市宮城野区岩切字稲荷２１

病院 宮城県立こども病院 宮城県仙台市青葉区落合４丁目３－１７

病院 宏人会木町病院 宮城県仙台市青葉区木町通一丁目７－１３

病院 広南病院 宮城県仙台市太白区長町南４－２０－１

病院 松田病院 宮城県仙台市泉区実沢字立田屋敷１７－１

病院 仙台オープン病院 宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷５－２２－１

病院 仙台医療センター 宮城県仙台市宮城野区宮城野２－８－８

病院 仙台西多賀病院 宮城県仙台市太白区鈎取本町２－１１－１１

病院 仙台赤十字病院 宮城県仙台市太白区八木山本町２－４３－３

病院 仙台東脳神経外科病院 宮城県仙台市宮城野区岩切１－１２－１

病院 泉整形外科病院 宮城県仙台市泉区上谷刈字丸山６－１

病院 泉病院 宮城県仙台市泉区長命ヶ丘２－１－１

病院 中嶋病院 宮城県仙台市宮城野区大梶１５番２７号　

病院 東北医科薬科大学　若林病院 宮城県仙台市若林区大和町２－２９－１

病院 東北医科薬科大学病院 宮城県仙台市宮城野区福室１－１２－１

病院 東北公済病院 宮城県仙台市青葉区国分町二丁目３番１１号

病院 東北大学病院 宮城県仙台市青葉区星陵町１－１

病院 東北労災病院 宮城県仙台市青葉区台原４－３－２１

病院 内科佐藤病院 宮城県仙台市青葉区上杉２－３－１７

病院 泌尿器科泉中央病院 宮城県仙台市泉区上谷刈４－１６－１４

病院 平成眼科病院 宮城県仙台市青葉区郷六字沼田１３－３

診療所 Ｔ’ｓレディースクリニック 宮城県仙台市若林区荒井字丑ﾉ頭３６－１(24-7B1L)

診療所 あいざわクリニック 宮城県仙台市宮城野区銀杏町２６－７

診療所 あおば脳神経外科 宮城県仙台市青葉区中央２－１１－１９

診療所 あきもとクリニック 宮城県仙台市青葉区栗生７－１０－７

診療所 あさひがおか眼科 宮城県仙台市青葉区旭ケ丘３－２６－２１

診療所 あすとながまち心身クリニック 宮城県仙台市太白区あすと長町１－２－１

診療所 五十嵐内科 宮城県仙台市宮城野区福室３－３７－５

診療所 往診クリニック　ビーナス 宮城県仙台市太白区東中田４－１１－４５

診療所 おきのメディカルクリニック 宮城県仙台市若林区 沖野５－７－６

診療所 おくぐち皮ふ科クリニック 宮城県仙台市太白区袋原字小原４２－３－２

診療所 小倉整形外科 宮城県仙台市青葉区上杉1-6-10

診療所 おざわ女性総合クリニック 宮城県仙台市若林区荒町１９２

診療所 おろしまちクリニック　内科・内視鏡内科 宮城県仙台市若林区卸町３－１－２

診療所 かかず整形外科 宮城県仙台市青葉区八幡３丁目４－１３

診療所 かやば小児科医院 宮城県仙台市若林区中倉１－１１－３

診療所 かわむらこどもクリニック 宮城県仙台市青葉区高松１－１６－１

診療所 木下内科クリニック 宮城県仙台市宮城野区原町２－４－４３



施設種別 施設名 住所

診療所 くにみ整形外科クリニック 宮城県仙台市青葉区国見４丁目２－７

診療所 向仁会永井産婦人科 宮城県仙台市青葉区支倉町４－３

診療所 さくらい循環器・内科クリニック 宮城県仙台市若林区河原町一丁目１番５号

診療所 さとう腎臓内科ひ尿器科 宮城県仙台市太白区長町2丁目9-31 

診療所 しな子女性クリニック 宮城県仙台市太白区長町南３－１－５０－４Ｆ

診療所 仙台往診クリニック 宮城県仙台市青葉区花京院２－１－７

診療所 仙台ソレイユ母子クリニック 宮城県仙台市太白区大野田４－３１－３

診療所 土橋内科医院 宮城県仙台市青葉区八幡２－１１－８

診療所 長町三好耳鼻咽喉科医院 宮城県仙台市太白区長町３－２－１－１

診療所 はまざきウィメンズクリニック 宮城県仙台市宮城野区高砂１－１－１５

診療所 原町ささき内科 宮城県仙台市宮城野区原町１－３－５０

診療所 ひがしかつやまクリニック 宮城県仙台市青葉区東勝山２－１４－１３

診療所 ひかりクリニック 宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷字京原７

診療所 フォレスト内科クリニック 宮城県仙台市泉区泉中央4丁目20-5

診療所 ふくじゅ草クリニック 宮城県仙台市青葉区八幡３－１－５０

診療所 まんてん堂こどもクリニック 宮城県仙台市宮城野区新田東３－２－７

診療所 宮城県対がん協会附属診療所 宮城県仙台市青葉区上杉５－７－３０

診療所 ユキクリニック 宮城県仙台市太白区長町7丁目１９－２６

診療所 愛宕橋にしざわ脳神経外科クリニック 宮城県仙台市若林区土樋６２番地

診療所 伊東クリニック 宮城県仙台市若林区一本杉町１８－１０

診療所 一番町きじまクリニック 宮城県仙台市青葉区一番町３－６－１

診療所 岡村婦人科クリニック 宮城県仙台市泉区高森１－１－２８７

診療所 岡部医院仙台 宮城県仙台市青葉区柏木２－４－７６

診療所 河村内科外科クリニック 宮城県仙台市青葉区中山５－６－１

診療所 貝ケ森きむら医院 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森６－１５－８

診療所 角田記念ちえこ・ゆきかレディースクリニック 宮城県仙台市若林区六丁の目中町１－１６

診療所 角田記念まつだクリニック内科・消化器内科 宮城県仙台市若林区六丁の目中町１－１７

診療所 宮田医院 宮城県仙台市太白区四郎丸字吹上７１－４

診療所 五十嵐産婦人科医院 宮城県仙台市青葉区本町二丁目８番２４号

診療所 五十嵐小児科・Ｕ歯科 宮城県仙台市泉区高森４－２－５３６

診療所 厚生仙台クリニック 宮城県仙台市青葉区柏木１－５－４５

診療所 宏人会中央クリニック 宮城県仙台市宮城野区榴岡二丁目１－６

診療所 宏人会長町クリニック 宮城県仙台市太白区八本松二丁目８－２

診療所 江川クリニック 宮城県仙台市青葉区旭ケ丘４－３５－２７

診療所 高野原曽木医院 宮城県仙台市青葉区高野原４－１０－１４

診療所 佐々木悦子産科婦人科クリニック 宮城県仙台市太白区鹿野本町１１－２１

診療所 佐々木整形外科麻酔科クリニック 宮城県仙台市青葉区北山１－４－８

診療所 佐々木内科医院 宮城県仙台市青葉区子平町１５－３６

診療所 佐竹医院 宮城県仙台市泉区南光台５－２８－３



施設種別 施設名 住所

診療所 桜ヒルズウィメンズクリニック 宮城県仙台市青葉区桜ヶ丘３－９－１

診療所 寺岡クリニック 宮城県仙台市泉区寺岡５丁目８－２

診療所 若山医院　内科・循環器内科 宮城県仙台市青葉区東勝山３－４－５

診療所 小田眼科医院 宮城県仙台市青葉区八幡２－１－２３

診療所 松永女性クリニック 宮城県仙台市若林区河原町１－３－１７

診療所 松尾けんこうクリニック 宮城県仙台市青葉区高松２－１１－７４

診療所 上杉・五十嵐産婦人科医院 宮城県仙台市青葉区上杉５丁目６番２２号

診療所 星内科小児科医院 宮城県仙台市宮城野区幸町２－２０－１３

診療所 清水内科外科医院 宮城県仙台市若林区若林５丁目４－５０

診療所 青葉通クリニック 宮城県仙台市青葉区一番町３－８－２－３階

診療所 仙台すこやかクリニック 宮城県仙台市青葉区八幡２－４－１３

診療所 仙台画像検診クリニック 宮城県仙台市青葉区五橋２－１－２５

診療所 仙台星陵クリニック 宮城県仙台市青葉区木町通２－４－４５

診療所 仙台脳外科クリニック泉中央 宮城県仙台市泉区泉中央１丁目３９－２

診療所 仙萩苑クリニック 宮城県仙台市泉区住吉台西２－７－６

診療所 千田医院 宮城県仙台市泉区南光台南２丁目７－７

診療所 千田眼科 宮城県仙台市青葉区木町通１－６－３２－２０３

診療所 泉パークタウンクリニック 宮城県仙台市泉区高森７丁目４５番地の３

診療所 泉レディースクリニック 宮城県仙台市泉区泉中央３－２９－７

診療所 村口きよ女性クリニック 宮城県仙台市宮城野区榴岡４－２－３

診療所 大腸肛門科　仙台桃太郎クリニック 宮城県仙台市泉区明石南６－１３－３

診療所 中條整形外科医院 宮城県仙台市宮城野区二十人町６

診療所 長池産婦人科 宮城県仙台市青葉区中央３－４－２

診療所 鶴ヶ谷クリニック 宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷字舘下３５－１

診療所 渡辺内科胃腸科医院 宮城県仙台市太白区長町７－２－７

診療所 東勝山なかざわ内科・アレルギー科 宮城県仙台市青葉区東勝山３－１４－１１

診療所 東仙台リウマチ科内科クリニック 宮城県仙台市宮城野区新田東１－１７－５

診療所 南中山内科クリニック 宮城県仙台市泉区南中山３－１６－４

診療所 八乙女レディースクリニック 宮城県仙台市泉区上谷刈１丁目７番３３号

診療所 木町小児科医院 宮城県仙台市青葉区柏木３－１－４３

診療所 榴岡わたなべクリニック 宮城県仙台市宮城野区榴岡３－１１－１８

薬局 パーム調剤薬局　中山店 宮城県仙台市青葉区中山４－２５－２３

薬局 アイビー薬局　富沢店 宮城県仙台市太白区富沢４丁目６－１

薬局 アイランド薬局 宮城県仙台市宮城野区高砂２－５－４

薬局 あおば西調剤薬局 宮城県仙台市青葉区落合６－２－２

薬局 泉しょうげん薬局 宮城県仙台市泉区将監８－１５－２９

薬局 いずみ西調剤薬局 宮城県仙台市泉区泉中央２－１５－１５

薬局 いちご薬局 宮城県仙台市青葉区柏木２－5－9

薬局 ウエスト調剤薬局 宮城県仙台市太白区西多賀１－１２－５６



施設種別 施設名 住所

薬局 ウェル調剤薬局 宮城県仙台市若林区河原町１－１－５

薬局 ウジエ調剤薬局　台原駅前店 宮城県仙台市青葉区台原４－１１－３３

薬局 エムツー調剤薬局 宮城県仙台市太白区鈎取本町１－１３－１

薬局 貝ヶ森調剤薬局 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森６－１５－３

薬局 かえで調剤薬局 宮城県仙台市宮城野区新田東１－８－１

薬局 かぎとり調剤薬局 宮城県仙台市太白区鈎取本町１－２１－３

薬局 カサブランカ薬局 宮城県仙台市宮城野区榴岡３－１１－１８

薬局 かのん調剤薬局 宮城県仙台市青葉区中山８－２２－１６

薬局 カメイ調剤ひまわり薬局 宮城県仙台市青葉区昭和町４－３

薬局 カメイ調剤やよい薬局 宮城県仙台市青葉区旭ケ丘４－３５－２６

薬局 カメイ調剤薬局　愛子店 宮城県仙台市青葉区愛子東２丁目３－１６

薬局 カメイ調剤薬局　河原町店 宮城県仙台市若林区南小泉八軒小路４－３

薬局 カメイ調剤薬局　宮城野原店 宮城県仙台市宮城野区宮城野２丁目７－５６

薬局 カメイ調剤薬局　高砂店 宮城県仙台市宮城野区高砂２丁目１２－１

薬局 カメイ調剤薬局　在宅医療支援センター 宮城県仙台市青葉区木町通１丁目６－７－１Ｆ

薬局 カメイ調剤薬局　住吉台店 宮城県仙台市泉区住吉台東２丁目８－１７

薬局 カメイ調剤薬局　新田東店 宮城県仙台市宮城野区新田東２丁目１４－３

薬局 カメイ調剤薬局　台原店 宮城県仙台市青葉区台原１丁目１０－１０

薬局 カメイ調剤薬局　大和町店 宮城県仙台市若林区中倉１丁目５－１８

薬局 カメイ調剤薬局　鶴ヶ谷店 宮城県仙台市宮城野区燕沢３丁目１９－５

薬局 カメイ調剤薬局　東中田店 宮城県仙台市太白区東中田４－２１－１９

薬局 カメイ調剤薬局　動物公園前店 宮城県仙台市太白区八木山本町１丁目１３－６

薬局 カメイ調剤薬局　南仙台店 宮城県仙台市太白区西中田３丁目２２－１０

薬局 カメイ調剤薬局　米ヶ袋店 宮城県仙台市青葉区米ヶ袋２丁目２－５３

薬局 カリン薬局 宮城県仙台市青葉区八幡４ー２－１０

薬局 きずな薬局　東勝山 宮城県仙台市青葉区東勝山三丁目１４－１０

薬局 クオール薬局　富沢店 宮城県仙台市太白区大野田５－３８－３

薬局 クオール薬局　こづる店 宮城県仙台市宮城野区小鶴１-１-１０

薬局 クオール薬局　たかさご駅前２号店 宮城県仙台市宮城野区福室２－６－２３

薬局 クオール薬局　たかさご駅前店 宮城県仙台市宮城野区福室２－６－２６

薬局 くるみ調剤薬局 宮城県仙台市青葉区国見４－２－８

薬局 黒松薬局杉本ビル前 宮城県仙台市泉区黒松１－３２－１３

薬局 健康堂薬局　宮町店 宮城県仙台市青葉区宮町３－７－５３

薬局 コアラ調剤薬局 宮城県仙台市太白区鹿野２－４－２５－１０１

薬局 小泉薬局 宮城県仙台市太白区長町１－６－３

薬局 こうせい薬局 宮城県仙台市宮城野区高砂二丁目６－１７

薬局 コメット調剤薬局　向陽台店 宮城県仙台市泉区向陽台２－２６－２９

薬局 さくら調剤薬局 宮城県仙台市泉区南光台５－２８－１

薬局 さくら薬局　仙台堤町店 宮城県仙台市青葉区堤町３－１７－２１



施設種別 施設名 住所

薬局 サクラ薬局 宮城県仙台市泉区泉中央１丁目１３－２

薬局 さつき調剤薬局 宮城県仙台市宮城野区新田東１－１７－３

薬局 しょうげん２丁目薬局 宮城県仙台市泉区将監２－１１－１－１

薬局 しんゆうかい薬局 宮城県仙台市青葉区支倉町４ー３８

薬局 すずらん調剤薬局 宮城県仙台市青葉区台原１－１０－１７

薬局 ストロベリー薬局 宮城県仙台市太白区西中田３－６－５０

薬局 スマイル薬局　木町店 宮城県仙台市青葉区木町通１－７－１７－１Ｆ

薬局 すみれ調剤薬局 宮城県仙台市青葉区桜ヶ丘７－２２－７

薬局 そよ風薬局 宮城県仙台市宮城野区高砂１丁目２４－１

薬局 台原ヘルスマート薬局 宮城県仙台市青葉区台原４－３－１

薬局 たかまつ薬局 宮城県仙台市青葉区高松１－１６－２

薬局 調剤薬局アルマAlma 宮城県仙台市青葉区柏木１－８－１

薬局 調剤薬局ツルハドラッグ　明石南店 宮城県仙台市泉区明石南３－４－４

薬局 調剤薬局ツルハドラッグ　小鶴新田店 宮城県仙台市宮城野区新田東３－１－５

薬局 調剤薬局ツルハドラッグ　仙台あすと長町店 宮城県仙台市太白区あすと長町４－３－５

薬局 調剤薬局ツルハドラッグ　仙台愛子店 宮城県仙台市青葉区愛子東１－４－３４

薬局 調剤薬局ツルハドラッグ　仙台泉中央店 宮城県仙台市泉区泉中央３－３７－７

薬局 調剤薬局ツルハドラッグ　仙台五橋店 宮城県仙台市若林区五橋３－２－１－１Ｆ

薬局 調剤薬局ツルハドラッグ　仙台鶴ヶ谷店 宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷２－８－１２

薬局 調剤薬局ツルハドラッグ　仙台長町４丁目店 宮城県仙台市太白区長町４－７－１８

薬局 調剤薬局ツルハドラッグ　仙台二の森店 宮城県仙台市宮城野区二の森１－１３

薬局 調剤薬局ツルハドラッグ　仙台山田店 宮城県仙台市太白区山田上ノ台町１４－１６

薬局 調剤薬局ツルハドラッグ　中田店 宮城県仙台市太白区中田町字法地北１９－９

薬局 調剤薬局ツルハドラッグ　長町南店 宮城県仙台市太白区長町南４－１２－２０

薬局 調剤薬局ツルハドラッグ　南光台店 宮城県仙台市泉区南光台南３－２０－６

薬局 調剤薬局ツルハドラッグ　南吉成店 宮城県仙台市青葉区南吉成３－１－２３

薬局 つくし薬局　福室店 宮城県仙台市宮城野区福室５丁目１０－５

薬局 つくし薬局　北仙台店 宮城県仙台市青葉区昭和町３－２３

薬局 つばさ薬局　若林店 宮城県仙台市若林区六郷４番５８号

薬局 つばさ薬局　泉店 宮城県仙台市泉区長命ヶ丘二丁目２－１９

薬局 つばさ薬局　長町店 宮城県仙台市太白区長町四丁目３－２６

薬局 トミザワ薬局　荒井東店 宮城県仙台市若林区荒井東１－６－５－１０２号

薬局 トミザワ薬局　アエル店 宮城県仙台市青葉区中央１丁目３－１

薬局 トミザワ薬局　蒲生店 宮城県仙台市宮城野区蒲生字耳取２１４

薬局 トミザワ薬局　栗生店 宮城県仙台市青葉区栗生５丁目８－１０

薬局 トミザワ薬局　郡山店 宮城県仙台市太白区郡山３丁目２２－４

薬局 トミザワ薬局　小鶴新田店 宮城県仙台市宮城野区新田東１丁目９－３

薬局 トミザワ薬局　松森店 宮城県仙台市泉区松森字館６０番

薬局 トミザワ薬局　新田東店 宮城県仙台市宮城野区新田東２丁目１０－５



施設種別 施設名 住所

薬局 トミザワ薬局　人来田店 宮城県仙台市太白区旗立２丁目４－１２

薬局 トミザワ薬局　水の森店 宮城県仙台市青葉区水の森３－４１－１５

薬局 トミザワ薬局　泉店 宮城県仙台市泉区泉中央１丁目３８－１８

薬局 トミザワ薬局　中田店 宮城県仙台市太白区中田５丁目７－１７

薬局 トミザワ薬局　長町店 宮城県仙台市太白区長町二丁目９－２８

薬局 トミザワ薬局　茂庭店 宮城県仙台市太白区茂庭台３丁目３０－２８

薬局 トラスト調剤薬局 宮城県仙台市泉区将監２－１１－２－１

薬局 トレフル薬局 宮城県仙台市宮城野区岩切分台１－２－１７

薬局 ながまち薬局 宮城県仙台市太白区長町５－９－１３－１Ｆ

薬局 日本調剤　あすと長町薬局 宮城県仙台市太白区八本松１－３－２８

薬局 日本調剤　木町通薬局 宮城県仙台市青葉区木町通１－８－１８

薬局 日本調剤　台原薬局 宮城県仙台市青葉区台原１－１０－１３

薬局 日本調剤　東北大前薬局 宮城県仙台市青葉区木町通１－８－２１

薬局 日本調剤　長町一丁目薬局 宮城県仙台市太白区長町１－２－４１

薬局 ハーベスト薬局 宮城県仙台市若林区上飯田４－１－１

薬局 はなもも調剤薬局 宮城県仙台市青葉区台原４－１－５－１０３

薬局 パルク調剤薬局 宮城県仙台市宮城野区宮城野２丁目１０－５６

薬局 ひかり薬局　荒井西 宮城県仙台市若林区南小泉字梅木４０

薬局 ひかり薬局　一本杉 宮城県仙台市若林区一本杉町１８－１５

薬局 ひかり薬局　冠 宮城県仙台市泉区上谷刈二丁目４－２０

薬局 ひかり薬局　宮城野 宮城県仙台市宮城野区宮城野一丁目２３－２５

薬局 ひかり薬局　宮町 宮城県仙台市青葉区宮町五丁目７－２０

薬局 ひかり薬局　広瀬通り 宮城県仙台市青葉区国分町二丁目３－２

薬局 ひかり薬局　高松 宮城県仙台市青葉区高松二丁目１１－７６

薬局 ひかり薬局　国見 宮城県仙台市青葉区国見一丁目１６－１０

薬局 ひかり薬局　小田原 宮城県仙台市宮城野区小田原二丁目２－４４

薬局 ひかり薬局　上飯田 宮城県仙台市若林区上飯田四丁目９－１６－１０１

薬局 ひかり薬局　西多賀 宮城県仙台市太白区西多賀四丁目６－７

薬局 ひかり薬局　泉中央 宮城県仙台市泉区泉中央四丁目２０－７

薬局 ひかり薬局　台原 宮城県仙台市青葉区台原一丁目１０－１１

薬局 ひかり薬局　大学病院前調剤センター 宮城県仙台市青葉区支倉町４－３４

薬局 ひかり薬局　長町駅東 宮城県仙台市太白区あすと長町四丁目２－１０－１０３

薬局 ひかり薬局　長町南 宮城県仙台市太白区長町南四丁目１２－１３

薬局 ひかり薬局　東口 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目４－１

薬局 ひかり薬局　東仙台 宮城県仙台市宮城野区東仙台六丁目６－２

薬局 ひかり薬局　南小泉 宮城県仙台市若林区一本杉町７－１７

薬局 ひかり薬局　八幡 宮城県仙台市青葉区八幡三丁目４－１４

薬局 ひかり薬局　八木山 宮城県仙台市太白区八木山南二丁目１－１

薬局 ひかり薬局　富沢南 宮城県仙台市太白区富沢南１－１０－４



施設種別 施設名 住所

薬局 ひかり薬局　福室 宮城県仙台市宮城野区高砂二丁目６－２１

薬局 ひかり薬局　北四番丁 宮城県仙台市青葉区上杉二丁目３－１９

薬局 ひかり薬局　六丁の目 宮城県仙台市若林区六丁の目南町８－１０

薬局 ひかり薬局　榴ヶ岡 宮城県仙台市宮城野区二十人町３１０番地の９

薬局 ひかり薬局健康プラザ 宮城県仙台市青葉区支倉町４－３1

薬局 ひばり調剤薬局 宮城県仙台市青葉区柏木１丁目５番１２号

薬局 ファミリー薬局 宮城県仙台市青葉区旭ヶ丘２－３０－２１

薬局 フレンド薬局　南小泉 宮城県仙台市若林区中倉１－２５－２７

薬局 ヘルスマートフタミ薬局 宮城県仙台市若林区連坊小路１２７

薬局 ほくと調剤薬局 宮城県仙台市泉区根白石字町西中３－１

薬局 ミドリ調剤薬局 宮城県仙台市青葉区国分町２－３－８

薬局 みなみ調剤薬局 宮城県仙台市太白区東中田４－１８－１８

薬局 みなみ調剤薬局　長町店 宮城県仙台市太白区長町７－２－６

薬局 みらい調剤薬局　やかた店 宮城県仙台市泉区館３－３７－９

薬局 薬局ナチュラル・メディクス 宮城県仙台市青葉区一番町３－６－１

薬局 ヤマザワ調剤薬局　宮城野原店 宮城県仙台市宮城野区宮城野２－７－５１

薬局 やまとまち調剤薬局 宮城県仙台市若林区大和町１－４－１３

薬局 リヴ調剤薬局　台原店 宮城県仙台市青葉区台原４－４－１２

薬局 リフレ薬局　愛子店 宮城県仙台市青葉区愛子東１－４－５４

薬局 リフレ薬局　大町店 宮城県仙台市青葉区大町１－１－８

薬局 リフレ薬局　柏木店 宮城県仙台市青葉区柏木２－６－３

薬局 リフレ薬局　立町店 宮城県仙台市青葉区立町１－２３

薬局 リフレ薬局　西多賀店 宮城県仙台市太白区西多賀４－１０－８

薬局 リフレ薬局　四郎丸店 宮城県仙台市太白区四郎丸字吹上２８－３８

薬局 リフレ薬局　中倉店 宮城県仙台市若林区中倉１－１－３３

薬局 れもん薬局 宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷字本山７－２４

薬局 旭ヶ丘トラスト薬局 宮城県仙台市青葉区旭ヶ丘３－２６－２１－１Ｆ

薬局 加茂ヘルスマート薬局 宮城県仙台市泉区上谷刈字赤坂６－８６

薬局 会営調剤薬局 宮城県仙台市宮城野区宮城野２－７－５５

薬局 宮城第三薬局 宮城県仙台市青葉区宮町４－６－２４

薬局 銀杏町トラスト調剤薬局 宮城県仙台市宮城野区銀杏町９－１８

薬局 桜井薬局 宮城県仙台市青葉区中央２－５－１０

薬局 三井薬局 宮城県仙台市青葉区栗生５－１８－８

薬局 寺岡調剤薬局 宮城県仙台市泉区寺岡１－２５－７

薬局 寺岡調剤薬局　泉中央店 宮城県仙台市泉区泉中央１丁目５１－３

薬局 上杉薬局 宮城県仙台市青葉区上杉２－１－２７

薬局 青葉の杜薬局　東北大病院前店 宮城県仙台市青葉区支倉町４－３５

薬局 青葉の杜薬局　北仙台店 宮城県仙台市青葉区昭和町２－２１

薬局 仙台いずみ調剤薬局 宮城県仙台市泉区明石南６ー１１ー４
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薬局 仙台クローバ薬局 宮城県仙台市太白区八木山南２－１－３

薬局 泉パークタウン調剤薬局 宮城県仙台市泉区寺岡一丁目２５－１７

薬局 中江グリーン調剤薬局 宮城県仙台市青葉区中江１－７－３

薬局 調剤薬局とみざわてん 宮城県仙台市太白区泉崎１丁目３２－１５

薬局 定禅寺トラスト薬局 宮城県仙台市青葉区国分町２－１４－２５－１Ｆ

薬局 東口駅前調剤薬局 宮城県仙台市宮城野区榴岡二丁目１番１２号

薬局 明日可薬局 宮城県仙台市青葉区木町通１丁目８番１５号

薬局 薬局鹿野 宮城県仙台市太白区鹿野２－１７－７

介護施設 “日だまりの家”いずみ居宅介護支援センター 宮城県仙台市泉区上谷刈３－１６－２１

介護施設 “日だまりの家”いずみデイサービスセンター 宮城県仙台市泉区上谷刈３－１６－２１

介護施設 介護老人保健施設茂庭台豊齢ホーム 宮城県仙台市太白区茂庭台２丁目１６－１０

介護施設 軽費老人ホームケアハウス光陽ホーム 宮城県仙台市青葉区荒巻字三居沢１－５

介護施設 くにみケアプランセンター 宮城県仙台市青葉区国見６－４０－３５

介護施設 グループホームここさいむら小田原 宮城県仙台市宮城野区小田原３－４－５５

介護施設 グループホームここさいむら泉中央 宮城県仙台市泉区野村字菅間前２５－４０

介護施設 ケアハウスそれいゆ 宮城県仙台市泉区本田町２０番１５号

介護施設 軽費老人ホームケアハウス青葉ハイツ 宮城県仙台市青葉区八幡４－７－６

介護施設 ここさいむら泉 宮城県仙台市泉区野村字下西河原３－６

介護施設 ここさいむらいろは 宮城県仙台市太白区青山１－３０－１１

介護施設 ここさいむら小田原 宮城県仙台市宮城野区小田原３－４－５５

介護施設 ここさいむらつむぎ 宮城県仙台市宮城野区幸町１－１９－２８

介護施設 ここさいむら泉中央 宮城県仙台市泉区野村字菅間前２５－４０

介護施設 ここみケアプランセンター若林 宮城県仙台市若林区一本杉町７－７

介護施設 ここみ訪問マッサージ仙台 宮城県仙台市泉区野村字下西河原３－６

介護施設 ショートステイここさいむら青山 宮城県仙台市太白区青山２－３３－２３

介護施設 ショートステイここさいむら荒町 宮城県仙台市若林区荒町１５－３

介護施設 ショートステイここさいむら小田原 宮城県仙台市宮城野区小田原３ー４－５５

介護施設 白百合介護支援センター 宮城県仙台市泉区本田町２０番１５号

介護施設 仙台市郡山デイサービスセンター 宮城県仙台市太白区郡山字行新田９－５

介護施設 仙台市高砂デイサービスセンター 宮城県仙台市宮城野区高砂１－２４－９

介護施設 地域密着型特別養護老人ホーム萩の風サテライト 宮城県仙台市若林区上飯田字天神１－１

介護施設 地域密着型特別養護老人ホーム寳樹苑いずみ 宮城県仙台市泉区上谷刈３－１６－２１

介護施設 地域密着型特別養護老人ホーム寳樹苑いずみ　ショートステイ宮城県仙台市泉区上谷刈３－１６－２１

介護施設 デイサービスグリーンシーズ将監 宮城県仙台市泉区将監１－３０－８

介護施設 デイサービスセンター陽だまりの家 宮城県仙台市青葉区愛子中央５－８－４１

介護施設 デイサービスメロディ 宮城県仙台市若林区連坊２丁目４番地５号

介護施設 特別養護老人ホームアルテイル青葉 宮城県仙台市青葉区荒巻字三居沢１－１６

介護施設 特別養護老人ホーム梅ヶ丘 宮城県仙台市泉区本田町２０番８号

介護施設 特別養護老人ホーム国見苑 宮城県仙台市青葉区国見６－４０－３５



施設種別 施設名 住所

介護施設 特別養護老人ホーム国見苑ショートステイ 宮城県仙台市青葉区国見６－４０－３５

介護施設 特別養護老人ホーム寳樹苑 宮城県仙台市青葉区双葉ヶ丘２－９－２

介護施設 特別養護老人ホームチアフル遠見塚 宮城県仙台市若林区遠見塚１－１４－３０

介護施設 特別養護老人ホーム萩の風 宮城県仙台市若林区上飯田字天神１－１

介護施設 特別養護老人ホーム八木山翠風苑 宮城県仙台市太白区恵和町３８－１０

介護施設 特別養護老人ホーム百合ヶ丘苑 宮城県仙台市泉区本田町２０番１５号

介護施設 認知症高齢者グループホームはちまんの風 宮城県仙台市青葉区八幡４－７－６

介護施設 ハートケア鶴ヶ谷 宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷２－１－１３

介護施設 萩の風デイサービスセンター 宮城県仙台市若林区上飯田字天神１－１

介護施設 八幡デイサービスセンター 宮城県仙台市青葉区八幡４－７－６

介護施設 双葉ヶ丘居宅介護支援センター 宮城県仙台市青葉区双葉ヶ丘２－９－２

介護施設 双葉ヶ丘デイサービスセンター 宮城県仙台市青葉区双葉ヶ丘２－９－２

介護施設 双葉ヶ丘地域包括支援センター 宮城県仙台市青葉区双葉ヶ丘２－９－２

介護施設 八木山介護支援センター 宮城県仙台市太白区恵和町３８－１０

介護施設 八木山デイサービスセンター 宮城県仙台市太白区八木山本町１－２０－３

介護施設 百合ヶ丘デイサービスセンター 宮城県仙台市泉区本田町２０番１５号

介護施設 リハビリステーション青山 宮城県仙台市太白区青山２－３３－２３

介護施設 リハビリステーション荒町 宮城県仙台市若林区荒町１５－３

介護施設 老人短期入所施設清涼苑 宮城県仙台市青葉区双葉ヶ丘２－９－２

介護施設 介護老人保健施設エバーグリーン・イズミ 宮城県仙台市泉区実沢字立田屋敷１７－１

介護施設 介護老人保健施設エバーグリーン・ツルガヤ 宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷字舘下３５－１

介護施設 介護老人保健施設エバーグリーン・ヤギヤマ 宮城県仙台市太白区八木山香澄町１－２０

介護施設 介護老人保健施設けやき 宮城県仙台市宮城野区大梶１５番２７号

介護施設 介護老人保健施設コジーケアホーム 宮城県仙台市宮城野区岩切字稲荷１４

介護施設 介護老人保健施設春風のころ 宮城県仙台市若林区日辺字沖田１５番

介護施設 国見地域包括支援センター 宮城県仙台市青葉区八幡４－２－１

介護施設 三居沢居宅介護支援センター 宮城県仙台市青葉区荒巻字三居沢１－５

介護施設 三居沢デイサービスセンター 宮城県仙台市青葉区荒巻字三居沢１－５

介護施設 太白ありのまま舎 宮城県仙台市太白区茂庭台二丁目１５番３０号

介護施設 鶴ヶ谷地域包括支援センター 宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷２－８－１ー１Ｆ

介護施設 特別養護老人ホームリーフ鶴ヶ谷 宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷字京原７９番１

介護施設 特別養護老人ホーム春の森から 宮城県仙台市太白区東郡山２丁目３４番５号

訪問看護 ＫＫＲ公済訪問看護ステーション 宮城県仙台市青葉区大町１丁目３－５

訪問看護 あおい訪問看護ステーション若林 宮城県仙台市若林区荒井字堀添６５－１

訪問看護 居宅介護支援事業所かむりの里 宮城県仙台市宮城野区岩切字東河原３５２－３

訪問看護 看護小規模多機能ここさいむら小田原 宮城県仙台市宮城野区小田原３－４－５５

訪問看護 ケアプランセンター白百合 宮城県仙台市若林区河原町１－１－５

訪問看護 小規模多機能ここさいむら青山 宮城県仙台市太白区青山１－３０－１１

訪問看護 せんだんの里居宅介護支援事業所 宮城県仙台市青葉区国見ヶ丘６－１４９－１



施設種別 施設名 住所

訪問看護 萩の風居宅介護支援センター 宮城県仙台市若林区上飯田字天神１－１

訪問看護 八幡居宅介護支援センター 宮城県仙台市青葉区八幡４－７－６

訪問看護 ヘルパーステーション青葉の家 宮城県仙台市青葉区八幡４－７－６

訪問看護 看護小規模多機能型居宅介護事業ハートケア鶴ヶ谷 宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷２－１－１３

訪問看護 若林訪問看護ステーション 宮城県仙台市若林区荒井８－７－４

訪問看護 小規模多機能ここさいむら泉中央 宮城県仙台市泉区野村字菅間前２５－４０

病院 ＪＲ仙台病院 宮城県仙台市青葉区五橋一丁目１番５号 準備中

病院 葵会仙台病院 宮城県仙台市若林区荒井東１－６－８ 準備中

病院 仙台循環器病センター 宮城県仙台市泉区泉中央１－６－１２ 準備中

病院 イムス明理会仙台総合病院 宮城県仙台市青葉区中央４－５－１ 準備中

病院 仙台市立病院 宮城県仙台市太白区あすと長町１－１－１ 準備中

病院 仙台徳洲会病院 宮城県仙台市泉区七北田字士駕籠沢１５ 準備中

病院 長町病院 宮城県仙台市太白区長町３－７－２６ 準備中

病院 西仙台病院 宮城県仙台市青葉区芋沢新田５４−４ 準備中

病院 仙台厚生病院 宮城県仙台市青葉区広瀬町４－１５ 準備中

病院 仙台中江病院 宮城県仙台市青葉区中江１丁目１０番１８号 準備中

病院 泉ヶ丘クリニック 宮城県仙台市泉区桂１－１８－１ 準備中

診療所 上杉山整形外科クリニック 宮城県仙台市青葉区上杉５－８－４０ 準備中

診療所 佐藤ひでつぐ整形外科 宮城県仙台市太白区長町８－１－１ 準備中

診療所 仙台乳腺クリニック 宮城県仙台市青葉区立町１－２３ 準備中

診療所 台原整形外科 宮城県仙台市青葉区台原５－１－１９ 準備中

診療所 とみざわ腎泌尿器科 宮城県仙台市太白区富沢南１－１０－４ 準備中

診療所 みやざきクリニック 宮城県仙台市太白区長町７－２０－５ 準備中

診療所 めざきクリニック 宮城県仙台市太白区八木山本町１－１２－１ 準備中

診療所 阿部眼科診療所 宮城県仙台市青葉区一番町４－８－２９ 準備中

診療所 あやし眼科クリニック 宮城県仙台市青葉区栗生７丁目１０－１ 準備中

診療所 いずみクリニック 宮城県仙台市泉区加茂４－４－２ 準備中

診療所 大岡内科医院 宮城県仙台市太白区八木山緑町８－３３ 準備中

診療所 杉田眼科 宮城県仙台市青葉区一番町３－６－１ 準備中

診療所 仙台消化器・内視鏡内科クリニック泉中央院 宮城県仙台市泉区泉中央１－１５－２ 準備中

診療所 タカジン眼科 宮城県仙台市宮城野区二の森１２－５０ 準備中

診療所 たけだ眼科・小野寺内科 宮城県仙台市泉区市名坂字竹内１００－３ 準備中

診療所 てらさわ小児科 宮城県仙台市青葉区中山２－２６－２０ 準備中

診療所 とみざわみなみ眼科クリニック 宮城県仙台市太白区富沢南２－１７－１５ 準備中

診療所 山本眼科医院 宮城県仙台市青葉区宮町４－６－１２ 準備中

診療所 今井眼科医院 宮城県仙台市青葉区中央２－１１－１ 準備中

診療所 今野外科整形外科 宮城県仙台市若林区南鍛冶町１９６ 準備中

診療所 佐藤裕也眼科医院 宮城県仙台市青葉区五橋１－６－２３ 準備中

診療所 庄司内科小児科医院 宮城県仙台市宮城野区原町１－１－８０ 準備中
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診療所 前川眼科医院 宮城県仙台市若林区河原町１－５－２８ 準備中

診療所 東二番丁診療所 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目９－１ 準備中

診療所 木村眼科医院 宮城県仙台市青葉区三条町１０－５ 準備中

診療所 六丁の目　胃と腸クリニック 宮城県仙台市若林区六丁の目南町８－１０ 準備中

薬局 あすと長町クローバ薬局 宮城県仙台市太白区あすと長町３－３－２６ 準備中

薬局 カメイ調剤薬局　荒井店 宮城県仙台市若林区荒井１－１－４ 準備中

薬局 しょうげん調剤薬局 宮城県仙台市泉区将監殿３－２１－５ 準備中

薬局 すず薬局　仙台パークビル店 宮城県仙台市青葉区国分町３－６－１ 準備中

薬局 セブン薬局 宮城県仙台市青葉区小田原６－５－４４ 準備中

薬局 たかもり調剤薬局 宮城県仙台市泉区高森１－１－３５１ 準備中

薬局 ばんどう調剤薬局　中央店 宮城県仙台市青葉区中央２－２－５ 準備中

薬局 マリーン調剤薬局　荒井店 宮城県仙台市若林区荒井字大場伝４５－３ 準備中

薬局 マリーン調剤薬局　市名坂店 宮城県仙台市泉区市名坂字原田１９６－１ 準備中

薬局 マリーン調剤薬局　一番町店 宮城県仙台市青葉区一番町３－５－１６ 準備中

薬局 マリーン調剤薬局　落合店 宮城県仙台市青葉区落合６－１０－１ 準備中

薬局 マリーン調剤薬局　桂島店 宮城県仙台市泉区桂１－１７－７ 準備中

薬局 マリーン調剤薬局　桂店 宮城県仙台市泉区桂３－２－４ 準備中

薬局 マリーン調剤薬局　木町通店 宮城県仙台市青葉区木町通１－６－３２ 準備中

薬局 マリーン調剤薬局　将監店 宮城県仙台市泉区将監８－８－２ 準備中

薬局 マリーン調剤薬局　鶴ヶ谷店 宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷７－３１－４ 準備中

薬局 マリーン調剤薬局　富沢店 宮城県仙台市太白区富沢南１－２３－１１ 準備中

薬局 マリーン調剤薬局　トラストシティ店 宮城県仙台市青葉区一番町１－９－１ 準備中

薬局 マリーン調剤薬局　南光台店 宮城県仙台市泉区南光台７－４－１７ 準備中

薬局 マリーン調剤薬局　東口店 宮城県仙台市宮城野区榴岡４－２－３ 準備中

薬局 マリーン調剤薬局　東仙台店 宮城県仙台市宮城野区東仙台４－６－３１ 準備中

薬局 マリーン調剤薬局　福室店 宮城県仙台市宮城野区福室３－３６－２３ 準備中

薬局 マリーン調剤薬局　南光台中央店 宮城県仙台市泉区南光台３－２７－１３－１０１ 準備中

薬局 宮城調剤薬局　富沢南店 宮城県仙台市太白区富沢南１－１４－７ 準備中

薬局 宮城調剤薬局　中田店 宮城県仙台市太白区中田４－１５－１１ 準備中

薬局 アクア調剤薬局 宮城県仙台市青葉区中山２丁目２６－２４ 準備中

薬局 イオン薬局　仙台幸町店 宮城県仙台市宮城野区幸町５－１０－１ 準備中

薬局 イオン薬局　仙台中山店　※代表施設 宮城県仙台市泉区南中山１－３５－４０ 準備中

薬局 イオン薬局　仙台店 宮城県仙台市青葉区中央２－３－６ 準備中

薬局 調剤薬局ふぁるまブリエ 宮城県仙台市宮城野区小田原１－４－８３ 準備中

薬局 日本調剤　北仙台薬局 宮城県仙台市青葉区堤町３－１７－１０ 準備中

薬局 日本調剤　高砂薬局 宮城県仙台市宮城野区高砂２－６－１９ 準備中

薬局 日本調剤　宮城野原薬局 宮城県仙台市宮城野区宮城野２－９－１ 準備中

薬局 まつざわ薬局　八幡店 宮城県仙台市青葉区八幡３－１－５０ 準備中

薬局 マミー薬局 宮城県仙台市宮城野区小田原弓ノ町１００－１ 準備中



施設種別 施設名 住所

薬局 仙台調剤　台原店 宮城県仙台市青葉区台原１－１０－１１ 準備中

介護施設 仙台東・あおいホームケアサービス 宮城県仙台市若林区荒井東１－６－１１ 準備中

介護施設 泉中央居宅介護支援事業所 宮城県仙台市泉区七北田字道２４番２ 準備中

介護施設 泉中央地域包括支援センター 宮城県仙台市泉区泉中央２－１６－１ 準備中

介護施設 大倉地域包括支援センター 宮城県仙台市青葉区大倉字大原新田２６－１２ 準備中

介護施設 おおくらデイサービスセンター 宮城県仙台市青葉区大倉字大原新田２６－１２ 準備中

介護施設 介護老人保健施設せんだんの丘 宮城県仙台市青葉区国見ヶ丘６－１２６－５１ 準備中

介護施設 ケアハウス松香の郷 宮城県仙台市泉区泉中央南１５番地 準備中

介護施設 こ～ぷなごみの杜桜ヶ丘サービス付き高齢者向け住宅 宮城県仙台市青葉区水の森３－４０－２０ 準備中

介護施設 こ～ぷなごみの杜桜ヶ丘ショートステイ 宮城県仙台市青葉区水の森３－４０－２０ 準備中

介護施設 こ～ぷのお家桜ヶ丘ケアプランセンター 宮城県仙台市青葉区桜ヶ丘２－２０－１ 準備中

介護施設 こ～ぷのお家桜ヶ丘定期巡回ケアステーション 宮城県仙台市青葉区桜ヶ丘２－２０－１ 準備中

介護施設 こ～ぷのお家桜ヶ丘デイサービスセンター 宮城県仙台市青葉区桜ヶ丘２－２０－１ 準備中

介護施設 こ～ぷのお家緑ヶ丘ケアプランセンター 宮城県仙台市太白区大塒３－１ 準備中

介護施設 こ～ぷのお家緑ヶ丘デイサービスセンター 宮城県仙台市太白区大塒３－１ 準備中

介護施設 桜ヶ丘地域包括支援センター 宮城県仙台市青葉区桜ヶ丘２－１９－１ 準備中

介護施設 将監地域包括支援センター 宮城県仙台市泉区将監１０－１８－１３ 準備中

介護施設 仙台市台原デイサービスセンター 宮城県仙台市青葉区台原森林公園１３ 準備中

介護施設 せんだんの丘指定居宅介護支援事業所 宮城県仙台市青葉区国見ヶ丘６－１２６－５１ 準備中

介護施設 特定施設第三白東苑 宮城県仙台市太白区袋原４－３５－３５ 準備中

介護施設 特別養護老人ホーム愛泉荘 宮城県仙台市泉区七北田字道２４番地２ 準備中

介護施設 特別養護老人ホームアルテイル青葉ショートステイ 宮城県仙台市青葉区荒巻字三居沢１－１６ 準備中

介護施設 特別養護老人ホームアルテイル宮町 宮城県仙台市青葉区宮町１－４－４７ 準備中

介護施設 特別養護老人ホームアルテイル宮町ショートステイ 宮城県仙台市青葉区宮町１－４－４７ 準備中

介護施設 特別養護老人ホーム泉音の郷 宮城県仙台市泉区泉中央南１５番地 準備中

介護施設 特別養護老人ホーム思行園 宮城県仙台市青葉区大倉字大原新田２６－１２ 準備中

介護施設 特別養護老人ホーム白東苑 宮城県仙台市太白区四郎丸字大宮２６－３ 準備中

介護施設 特別養護老人ホーム第二白東苑 宮城県仙台市太白区袋原４－３６－１８ 準備中

介護施設 七郷地域包括支援センター 宮城県仙台市若林区蒲町東１４－１ 準備中

介護施設 広瀬の郷 宮城県仙台市青葉区大倉字大原新田２６－１２ 準備中

介護施設 みちのく介護支援センター 宮城県仙台市青葉区大倉字大原新田２６－１２ 準備中

介護施設 南中山地域包括支援センター 宮城県仙台市泉区南中山３－２－１５ 準備中

介護施設 ミニミニデイ友友 宮城県仙台市宮城野区安養寺１－３６－１８ 準備中

介護施設 大和蒲町地域包括支援センター 宮城県仙台市若林区大和町４－９－１２ 準備中

介護施設 燕沢地域包括支援センター 宮城県仙台市宮城野区燕沢東３－８－１０ 準備中

介護施設 泉中央デイデービスセンター 宮城県仙台市泉区七北田字道２２番地 準備中

介護施設 泉中央南ケアプランセンター 宮城県仙台市泉区泉中央南１５番地 準備中

介護施設 泉中央南デイデービスセンター 宮城県仙台市泉区泉中央南１５番地 準備中

介護施設 特別養護老人ホームＪ＆Ｂ 宮城県仙台市宮城野区清水沼３－７－８ 準備中
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介護施設 特別養護老人ホームパルシア 宮城県仙台市宮城野区燕沢東３－８－１０ 準備中

介護施設 特別養護老人ホーム抱優館八乙女 宮城県仙台市泉区上谷刈字向原３番地の３０ 準備中

訪問看護 こ～ぷのお家桜ヶ丘訪問看護ステーション 宮城県仙台市青葉区桜ヶ丘２－２０－１ 準備中

訪問看護 こ～ぷのお家緑ヶ丘訪問看護ステーション 宮城県仙台市太白区大塒３－１ 準備中

訪問看護 四郎丸在宅看護支援センター 宮城県仙台市太白区四郎丸字大宮２６－３ 準備中

訪問看護 せんだんの丘指定訪問看護ステーション 宮城県仙台市青葉区国見ヶ丘６－１２６－５１ 準備中

訪問看護 フォーレスト訪問看護ステーション 宮城県仙台市宮城野区岩切字谷地１５－１ 準備中

訪問看護 袋原訪問看護ステーション 宮城県仙台市太白区東中田４－１１－４５ 準備中

訪問看護 ヘルパーステーションここさいむら青葉 宮城県仙台市泉区野村字下西河原３－６ 準備中

訪問看護 訪問看護ステーションここさいむら小田原 宮城県仙台市宮城野区小田原３－４－５５ 準備中

訪問看護 燕沢ケアプランセンター 宮城県仙台市宮城野区燕沢東３－８－１０ 準備中

訪問看護 仙台東部訪問看護ステーション 宮城県仙台市宮城野区東仙台５－２５－６３ 準備中

訪問介護 こ～ぷのお家桜ヶ丘ヘルパーステーション 宮城県仙台市青葉区桜ヶ丘２－２０－１ 準備中



施設種別 施設名 住所

病院 塩竈市立病院 宮城県塩竈市香津町7番1号

病院 宮城病院 宮城県亘理郡山元町高瀬字合戦原１００

病院 公立黒川病院 宮城県黒川郡大和町吉岡字西桧木６０番地

病院 坂総合病院 宮城県塩竈市錦町１６－５

病院 赤石病院 宮城県塩竈市花立町２２番４２号

病院 仙塩総合病院 宮城県多賀城市桜木２－１－１

病院 仙塩利府病院 宮城県宮城郡利府町青葉台２－２－１０８

病院 仙台リハビリテーション病院 宮城県富谷市成田１－３－１

病院 総合南東北病院 宮城県岩沼市里の杜１－２－５

診療所 あかいし台眼科 宮城県富谷市明石台６－１－２０

診療所 浅生原クリニック 宮城県亘理郡山元町浅生原字日向２０－２

診療所 かとう眼科医院 宮城県黒川郡大和町吉岡東２－８－１０

診療所 時計台クリニック 宮城県名取市杜せきのした２－６－７

診療所 松村クリニック 宮城県亘理郡山元町坂元字道合７０

診療所 やすい眼科 宮城県宮城郡利府町花園１－２０１－２

診療所 やすこ女性クリニック 宮城県富谷市明石台6-1-20

診療所 吉岡まほろばクリニック 宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば１－５－４

診療所 利府往診クリニック 宮城県宮城郡利府町花園１－１－１－２Ｆ

診療所 亘理往診クリニック 宮城県亘理郡亘理町逢隈中泉字本木４－１－１Ｆ

診療所 岡部医院 宮城県名取市植松１－１－２４

診療所 関口内科胃腸科医院 宮城県多賀城市八幡三丁目５番９号

診療所 館腰クリニック 宮城県名取市植松４－１７－１６

診療所 原田乳腺クリニック 宮城県名取市手倉田字八幡423-1

診療所 坂総合クリニック 宮城県多賀城市下馬２丁目１３－７

診療所 三浦クリニック 宮城県亘理郡亘理町字新町４０

診療所 山本クリニック 宮城県岩沼市中央１丁目３番１２号

診療所 森内科クリニック 宮城県名取市下余田字鹿島８６－５

診療所 中谷クリニック耳鼻科 宮城県富谷市成田二丁目１番地の３

診療所 田山小児科医院 宮城県黒川郡大和町吉岡字館下２２－５

診療所 藤谷内科クリニック 宮城県塩竈市南錦町８－１０

薬局 いわぬま西調剤薬局 宮城県岩沼市たけくま２－４－３

薬局 ウイズ薬局 宮城県黒川郡大和町吉岡字上道下４０－１

薬局 カメイ調剤薬局　松島店 宮城県宮城郡松島町高城字浜１－６８

薬局 きらら薬局 宮城県塩竈市南錦町８－９

薬局 クオール薬局　岩沼あさひ野店 宮城県岩沼市あさひ野１－８－２０

薬局 クオール薬局　しおがま店 宮城県塩竈市本町３－１９

薬局 クオール薬局　岩沼西店 宮城県岩沼市土ヶ崎３－５－１０

薬局 クオール薬局　岩沼店 宮城県岩沼市中央３－４－２７

薬局 クオール薬局　岩沼東店 宮城県岩沼市里の杜１－２－２
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薬局 クオール薬局　名取店 宮城県名取市上余田字吉原７

薬局 クローバー調剤薬局 宮城県多賀城市笠神４－６－１７

薬局 センター薬局 宮城県名取市小山２－２－４３

薬局 たかはし中央薬局 宮城県多賀城市高橋５－１６－２

薬局 タマガワ薬局　香津店 宮城県塩竈市佐浦町１６－８

薬局 中央薬局（株式会社仙南薬品） 宮城県名取市増田１－１０－３０

薬局 調剤薬局ツルハドラッグ　塩釜店 宮城県塩竈市藤倉２－１４－４２

薬局 調剤薬局ツルハドラッグ　多賀城店 宮城県多賀城市高橋町４－４－１

薬局 調剤薬局ツルハドラッグ　名取手倉田店 宮城県名取市手倉田字諏訪５６８

薬局 調剤薬局ツルハドラッグ　利府店 宮城県宮城郡利府町利府字新大谷地５３－１

薬局 つくし薬局　名取増田店 宮城県名取市増田７丁目３番３号

薬局 つばさ薬局　多賀城店 宮城県多賀城市下馬二丁目１３－１５

薬局 つばさ薬局　玉川店 宮城県塩竈市玉川一丁目５－１６

薬局 つばさ薬局　松島店 宮城県宮城郡松島町松島字普賢堂５番５

薬局 つばさ薬局　松陽台店 宮城県塩竈市松陽台二丁目１６－１

薬局 つばめ薬局 宮城県亘理郡山元町浅生原字田中２４－１

薬局 トミザワ薬局　美田園店 宮城県名取市美田園７丁目１８－２

薬局 トミザワ薬局　利府店 宮城県宮城郡利府町沢乙東２－６

薬局 ひかり薬局　多賀城 宮城県多賀城市八幡二丁目１６－３８

薬局 ひかり薬局　名取 宮城県名取市手倉田字箱塚屋敷９－５

薬局 やまもと調剤薬局 宮城県亘理郡山元町高瀬字合戦原７２－３５

薬局 ゆうやけ調剤薬局 宮城県多賀城市高崎３丁目２７－２６

薬局 リフレ薬局　城南店 宮城県多賀城市城南１－１０－１９

薬局 リフレ薬局　塩釜店 宮城県塩竈市白萩町９－２

薬局 リフレ薬局　上桜木店 宮城県富谷市上桜木２丁目３－１－２

薬局 リフレ薬局　多賀城店 宮城県多賀城市中央１－１６－９

薬局 わたり調剤薬局 宮城県亘理郡亘理町新町４０

薬局 塩竈調剤薬局 宮城県塩竈市玉川1丁目9-63

薬局 城南薬局 宮城県亘理郡亘理町舘南８５－１７

薬局 多賀城調剤薬局 宮城県多賀城市中央３丁目１０－５

薬局 調剤薬局すわん 宮城県名取市手倉田字諏訪３５７－２

介護施設 グループホームうらやす 宮城県名取市下余田字鹿島８６－５

介護施設 ケアハウスうらやす 宮城県名取市下余田字鹿島８６－５

介護施設 デイサービスセンターときわ 宮城県名取市下余田字鹿島８６－５

介護施設 野のゆりホーム 宮城県黒川郡大和町宮床字中野40番地の2

介護施設 リハビリステーション城南 宮城県多賀城市城南２－１５－１７

介護施設 介護老人保健施設リーブズ 宮城県富谷市成田二丁目１番地の３

介護施設 在宅介護支援センターちとせ 宮城県名取市下余田字鹿島８６－５

介護施設 住宅型有料老人ホーム悠泉多賀城 宮城県多賀城市留ヶ谷３丁目２３番９号



施設種別 施設名 住所

介護施設 特別養護老人ホームうらやす 宮城県名取市下余田字鹿島８６－５

介護施設 名取東地域包括支援センター 宮城県名取市下余田字鹿島８６－５

訪問看護 あおい訪問看護ステーション富谷 宮城県富谷市富谷字一枚沖１０

訪問看護 くろかわ訪問看護ステーション 宮城県黒川郡大和町吉岡字西桧木６０番地

訪問看護 小規模多機能ここさいむら美の里 宮城県多賀城市桜木２－２－２１

訪問看護 ヘルパーステーションここさいむら城南 宮城県多賀城市城南２－１５－１７

訪問看護 悠泉訪問介護事業所 宮城県塩竈市新浜町２丁目１番３号

病院 宮城県立がんセンター 宮城県名取市愛島塩手字野田山４７－１ 準備中

診療所 沼崎小児科眼科クリニック 宮城県多賀城市大代５－２－５ 準備中

診療所 ゆうファミリークリニック 宮城県宮城郡利府町利府字新館２－５ 準備中

診療所 りふの内科クリニック 宮城県宮城郡利府町利府字新揺橋６１－１ 準備中

診療所 板橋眼科医院 宮城県岩沼市桜４－６－１６ 準備中

薬局 ひかり薬局　東田中 宮城県多賀城市東田中字志引８５－１ 準備中

薬局 マリーン調剤薬局　上桜木店 宮城県富谷市上桜木２－１－７ 準備中

薬局 マリーン調剤薬局　館越店 宮城県名取市植松４－１７－１７ 準備中

薬局 マリーン調剤薬局　新富谷店 宮城県富谷市成田４－１－１０ 準備中

薬局 マリーン調剤薬局　本塩釜店 宮城県塩釜市北浜１－７－６ 準備中

薬局 マリーン調剤薬局　仙塩利府病院前店 宮城県利府郡利府町青葉台３－１－７０ 準備中

薬局 イオン薬局　多賀城店 宮城県多賀城市町前４－１－１ 準備中

薬局 イオン薬局　富谷店 宮城県富谷市大清水１－３３－１ 準備中

薬局 イオン薬局　名取店 宮城県名取市杜せきのした５－３－１ 準備中

薬局 イオン薬局　利府店 宮城県宮城郡利府町利府字新屋田前２２ 準備中

薬局 桜木薬局 宮城県多賀城市桜木２－１－５ 準備中

薬局 すずらん調剤薬局 宮城県多賀城市下馬４－１－５ 準備中

薬局 日本調剤　塩釜薬局 宮城県塩釜市佐浦町１４－２１ 準備中

薬局 わかば薬局 宮城県塩釜市花立町２２－５３ 準備中

薬局 仙台調剤　名取店 宮城県名取市愛島塩手字下田１１９－４ 準備中

介護施設 居宅介護支援センターさくらビレッジ 宮城県多賀城市桜木２－２－２２ 準備中

介護施設 サービス付き高齢者住宅　東雲 宮城県塩竈市新浜町二丁目２番４３号　 準備中

介護施設 デイサービスなべさん家 宮城県多賀城市桜木２－２－２２ 準備中

訪問看護 さくらビレッジ訪問看護ステーション 宮城県多賀城市桜木２－２－２２ 準備中

訪問介護 さくらビレッジ訪問介護 宮城県多賀城市桜木２－２－２２ 準備中



施設種別 施設名 住所

病院 みやぎ県南中核病院 宮城県柴田郡大河原町字西３８番地１

病院 丸森町国民健康保険丸森病院 宮城県伊具郡丸森町字鳥屋２７番地

病院 金上病院 宮城県角田市角田字田町１２３

病院 公立刈田綜合病院 宮城県白石市福岡蔵本字下原沖３６番地

病院 国民健康保険川崎病院 宮城県柴田郡川崎町大字前川字北原２３番地１

病院 仙南病院 宮城県角田市角田字牛舘１６番地

病院 川崎こころ病院 宮城県柴田郡川崎町大字川内字北川原山７２番地

病院 船岡今野病院 宮城県柴田郡柴田町船岡中央二丁目６番１６号

病院 蔵王町国民健康保険蔵王病院 宮城県刈田郡蔵王町大字円田字和田１３０番地

病院 大泉記念病院 宮城県白石市福岡深谷字一本松５番地１

診療所 えんどうクリニック 宮城県白石市兎作４０－１

診療所 おおがわら皮膚科クリニック 宮城県柴田郡大河原町字住吉町９－７

診療所 おおぬま小児科 宮城県柴田郡柴田町槻木上町１－１－５１

診療所 おおはし整形外科 宮城県白石市南町１丁目３－３３

診療所 かわち医院 宮城県柴田郡大河原町東新町１０－７

診療所 さくら小児科医院 宮城県柴田郡大河原町字住吉町１１－１

診療所 しばた協同クリニック 宮城県柴田郡柴田町船岡新栄４－４－１

診療所 みやぎ県南中核病院附属村田診療所 宮城県柴田郡村田町大字村田字西６２

診療所 加藤小児科内科医院 宮城県白石市大手町３の１３

診療所 甘糟医院 宮城県柴田郡大河原町大谷字末広８１

診療所 七ケ宿町国民健康保険診療所 宮城県刈田郡七ヶ宿町字関１８３

診療所 庄司クリニック 宮城県柴田郡大河原町大谷字戸ノ内前３５－１

診療所 村田透析クリニック 宮城県柴田郡村田町大字沼辺新小谷地２７－２

診療所 塚本内科消化器科 宮城県白石市城南１丁目２番２９号

診療所 内方医院 宮城県刈田郡蔵王町宮字町３２

薬局 エルム調剤薬局　白石店 宮城県白石市城北町４－３２－２

薬局 アイランド薬局　大河原店 宮城県柴田郡大河原町字新東９２－１１

薬局 アイ薬局 宮城県角田市角田字牛舘５７－１

薬局 あおば薬局 宮城県柴田郡柴田町北船岡１－３９－１

薬局 あさひ薬局 宮城県白石市旭町３丁目２－１

薬局 うさぎ薬局 宮城県白石市兎作４０－２

薬局 えんめい薬局 宮城県白石市字延命寺北１０－１０

薬局 カメイ調剤薬局　川崎店 宮城県柴田郡川崎町大字前川字北原２４－２

薬局 カメイ調剤薬局　大河原店 宮城県柴田郡大河原町字新東９３－６

薬局 菅野薬局 宮城県白石市本町９７

薬局 くるみ薬局 宮城県角田市角田字田町１２３番地６

薬局 コスモ薬局 宮城県角田市角田字町２４６

薬局 こひつじ薬局 宮城県柴田郡柴田町槻木上町１－８１－１

薬局 サイカ調剤薬局　丸森病院前店 宮城県伊具郡丸森町字鳥屋８７－３



施設種別 施設名 住所

薬局 さくら薬局 宮城県角田市佐倉字畑田南２－６

薬局 サンコウ調剤薬局 宮城県白石市本町１１

薬局 さんた薬局 宮城県白石市旭町４丁目１－１

薬局 白石薬局 宮城県白石市城北町１－１６

薬局 すずらん薬局 宮城県柴田郡柴田町船岡中央２丁目５－１５

薬局 髙木薬局 宮城県白石市南町１－３－３９

薬局 たまち薬局 宮城県角田市角田字田町７５番地

薬局 調剤薬局ツルハドラッグ　角田中央店 宮城県角田市角田字町２２２－２

薬局 調剤薬局ツルハドラッグ　宮城白石店 宮城県白石市大手町１－８

薬局 つきのき駅西薬局 宮城県柴田郡柴田町槻木駅西１－４－１１

薬局 つきのき駅南薬局 宮城県柴田郡柴田町槻木上町２－６－３

薬局 つばさ薬局　船岡店 宮城県柴田郡柴田町船岡新栄４－３－１５

薬局 トミザワ薬局　船迫店 宮城県柴田郡柴田町大字本船迫字上町２６－３１

薬局 二幸薬局 宮城県白石市沢目８

薬局 にしうら薬局 宮城県刈田郡蔵王町宮字西裏９

薬局 ひがし薬局　七ヶ宿 宮城県刈田郡七ヶ宿町字関１８４番地１

薬局 ひまわり薬局 宮城県柴田郡柴田町船岡東２丁目７－１５

薬局 みどり薬局　城北店 宮城県白石市城北４－１４

薬局 みどり薬局　刈田病院前店 宮城県白石市福岡蔵本秋野沢２６ー１

薬局 もみの木薬局 宮城県柴田郡柴田町船岡中央２－９－２１

薬局 ヨツメヤ薬局 宮城県刈田郡蔵王町宮字町３４

薬局 ヨツメヤ薬局　鳥井先店 宮城県刈田郡蔵王町宮字鳥井先７－２

薬局 阿部薬局 宮城県柴田郡川崎町大字前川字本町１

薬局 丸森調剤薬局病院前店 宮城県伊具郡丸森町字鳥屋８５－１

薬局 宮調剤薬局 宮城県白石市福岡深谷字一本松１６

薬局 銀座薬局 宮城県柴田郡柴田町船岡中央２丁目１２－２２

薬局 甲子調剤薬局 宮城県柴田郡大河原町字甲子町３－１

薬局 蔵王ヘルスマート薬局 宮城県刈田郡蔵王町宮字町３７－３

薬局 村上薬局 宮城県柴田郡大河原町字町７６－３

薬局 大槻薬局　東新町店 宮城県柴田郡大河原町字東新町１０－１１

薬局 中央薬局（有限会社中央薬局） 宮城県角田市角田字扇町１１－１４

薬局 北町薬局 宮城県角田市角田字牛舘６４

介護施設 介護サポートいちご倶楽部 宮城県白石市福岡蔵本字樋ノ口５４－１

介護施設 介護老人保健施設アルパイン川崎 宮城県柴田郡川崎町大字前川字北原５９－６

介護施設 ここみケアフォルテデイサービス 宮城県柴田郡大河原町字小島２－１

介護施設 通所介護施設キング・Ｄ・サービス 宮城県刈田郡蔵王町大字曲竹字神西４－４

介護施設 デイサービスいちご倶楽部 宮城県白石市福岡蔵本字樋ノ口５４－１

介護施設 デイサービスりんご倶楽部 宮城県白石市城北町４－１７

介護施設 介護老人保健施設ゆうゆうホーム 宮城県角田市角田字田町１１４－９



施設種別 施設名 住所

訪問看護 柴田・角田地域訪問看護ステーション 宮城県柴田郡柴田町船岡中央２－７－１９

病院 同済病院 宮城県角田市佐倉字上土浮２番地 準備中

診療所 かんのリズムハートクリニック 宮城県白石市鷹巣東３－８－３ 準備中

薬局 仙台調剤薬局　大河原西店 宮城県柴田郡大河原町字新東９２－１ 準備中

薬局 ばんどう調剤薬局　村田店 宮城県柴田郡村田町大字村田字西４２ 準備中

薬局 マリーン調剤薬局　角田店 宮城県角田市角田字田町１２８－１ 準備中
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