
　
下記の内容は、令和4年9月27日時点の情報です。実施期間中、都合により変更が生じる場合があります。

また、ワクチンの入荷時期や在庫状況により接種開始（終了）時期が異なる場合がありますので、事前にご確認ください。

医療機関名 所在地 電話番号 接種曜日 接種時間 備　考

赤石病院 塩竈市花立町22-42 362-8131 月～金 9：00～12：00 , 14：00～16：00 ◇10月中旬より接種開始予定

いけの医院 塩竈市藤倉3丁目17-5 367-1110
月･水･金

火
9：00～11：00 , 14：30～16：00

9：00～11：00
〇要予約
◇10月中旬より接種開始予定

遠藤レディスクリニック 塩竈市花立町1-32 362-5603
〇要予約
※かかりつけ患者のみ接種可

及川内科医院 塩竈市尾島町5-16 364-8986
月･火･水･金

木・土
9：00～12：00 , 14：00～17：00

9：00～12：00
【対象年齢】生後6ヶ月以上

大井産婦人科医院 塩竈市新富町28-34 362-3231
月･火･木･金

水・土
8：30～12：00 , 15：00～17：00

8：30～12：00

◇10月後半より接種開始予定
※女性のみ接種可
【対象年齢】16歳以上

川合整形外科クリニック 塩竈市藤倉2丁目4-20 365-6818
月･火･木･金

水･土
9：00～12：30 , 14：30～18：00

9：00～12：00

介護老人保健施設グリーンヒルズ 塩竈市西玉川町1-28 362-5050 月～金 9：00～12：00 , 14：00～16：30 ※施設入所者のみ接種可

くろさわ脳外科画像診断クリニック 塩竈市錦町6-32 366-9638
〇要予約
※かかりつけ患者のみ接種可

金医院 塩竈市旭町5-10 362-2026
月･火･木･金

水･土
8：30～11：30 , 13：40～17：00

8：30～11：30
〇要予約

坂総合病院 塩竈市錦町16-5 365-5175 〇要予約

坂総合病院附属北部診療所 塩竈市庚塚1-3 366-7251 〇要予約

ささき内科・呼吸器科クリニック 塩竈市玉川1丁目3-30 365-6201
月･火･水･金

木・土
9：00～11：30 , 14：30～17：30

9:00～11：30

塩竈市浦戸診療所 塩竈市浦戸野々島字河岸50 369-2350 月・木 10：00～11：30（※不定期のため、来院時に要確認）
〇要予約
◇11月より接種開始予定
【対象年齢】18歳以上

月～金 9：00～11：30 , 13：00～16：00
受付開始時間
（午前） 7：30～ （午後） 12：00～

＜小児科＞〇要予約

清水沢クリニック 塩竈市清水沢3丁目14-24 367-6822 月･火･木･金･土 9：00～12：00 , 15：00～16：30 ◇10月中旬より接種開始予定

菅原内科胃腸科医院 塩竈市宮町2-28 362-0513
月～金

土
9：00～12：00 , 14：00～17：30

9：00～12：00

杉山内科 塩竈市北浜1丁目6-9 362-1715
月・火・木・金

水
土

9：00～11：30 , 14：00～17：00
9：00～11：30
9：00～11：00

〇要予約

高橋ジェネラルクリニック 塩竈市藤倉3丁目6-4 365-9005
月･火･木･金

水･土
9：00～12:00 , 14:30～17：30

9：00～12：00

〇要予約
◇接種開始時期は、予約時に確認
【対象年齢】13歳以上

ちば整形外科クリニック 塩竈市玉川1丁目9-7 361-6711 月・火･水･金 14：00～14：30
〇要予約
※かかりつけ患者のみ接種可
【対象年齢】16歳以上

冨永内科医院 塩竈市松陽台1-1-2-2 365-7188 月～土 8：30～11：00 〇要予約

鳥越塩釜腎クリニック 塩竈市錦町5-13 365-1361
月･火･木･金

水・土
10：00～12：00 , 15：30～17：00

10：00～12：00

永沼外科整形外科医院 塩竈市宮町4-19 363-1866
月～金

土
8：00～12：00 , 14:00～18：00

8：00～12：00
〇要予約

平澤内科医院 塩竈市石堂1-33 365-0222
月･火･木･金

水・土
8：30～12：00 , 14：00～17：30

8：30～12：00
【対象年齢】1歳以上

ふくちゃんクリニック 塩竈市泉沢町22-10-1F 365-2238
月･火･木･金

（第1･3）土･（第2･4）日
10：30～11：30 , 16：30～17：00

10：30～11：30

〇要予約 （※）
（※）かかりつけで定期受診時に接種を希望する方は、予約不要。
それ以外の方は要予約。

藤谷内科クリニック 塩竈市南錦町8-10 361-0211
月･火･水･金

木･土
8：00～12：00 , 14：00～17：00

8：00～12：00
〇要予約
【対象年齢】5歳以上

本塩釜耳鼻咽喉科クリニック 塩竈市北浜1丁目7-7 355-9933
月･火･木･金

土
9：30～11：30 , 14：00～17：00

9：30～11：30

〇要予約
◇11月1日（火）より接種開始予定
※かかりつけ患者のみ接種可
【対象年齢】小学生以上

本間医院 塩竈市本町3-20 364-1760
月･火･水･金

木・土
8：30～11：00 , 14：00～17：00

8：30～11：00

緑ヶ丘病院 塩竈市西玉川町1-16 362-5555 月～金 9：00～11：30 , 13：30～16：30
〇要予約
※かかりつけ患者のみ接種可

みみはなのど宮崎クリニック 塩竈市花立町13-12 357-0832
月・火・木・金

水・土
9：00～12：30 , 14：30～17：30

9：00～13：30
〇要予約

宮町脳神経・眼科クリニック 塩竈市宮町8-15 362-2121
月･火･木･金

水
土

9：00～11：30 , 14：00～17：30
9：00～11：30
9：00～12：30

◇ワクチン入荷次第、接種開始予定

無量井内科クリニック 塩竈市東玉川町2-28 361-3577
月･火･木･金

水・土
9：00～11：30 , 14：30～17：00

9：00～11：30
◇10月11日（火）より接種開始予定

ももせクリニック 塩竈市清水沢4丁目37-20 361-8201
〇要予約
※かかりつけ患者のみ接種可
【対象年齢】12歳以上

やまとクリニック 塩竈市字伊保石21-1 367-7611 〇要予約

医療機関名 所在地 電話番号 接種曜日 接種時間 備　考

小野寺記念たけなか医院 松島町高城字町61 354-2607
月･火･水･金

木・土
8：30～12：00 , 14：00～18：00

8：30～12：00

中山クリニック 松島町磯崎字磯崎2-8 353-2333
月・火・水･金

木・土
9：00～11：30 , 14：00～16：30

9：00～11：30

松島海岸診療所 松島町松島字普賢堂2-11 354-3702 〇要予約

松島病院 松島町高城字浜1-26 354-5811
月～金

土
9：00～12：00 , 14：00～16：00

9：00～12：00
◇11月1日（火）より接種開始予定
【対象年齢】13歳以上

医療機関名 所在地 電話番号 接種曜日 接種時間 備　考

かしま田園クリニック 七ヶ浜町松ヶ浜字謡137-20 357-7531
火･水･木･金
月･火･木･金

9：30～10：30
15：00～16：00

〇要予約
◇ワクチン入荷次第、接種開始予定
※定期通院されている方、受験生の方（ご本人）のみ接種可

汐見台クリニック 七ヶ浜町汐見台南1丁目1-5 357-5536
日

月･火･木
9：30～12：00 , 14：30～17：00
9：00～12：00 , 14：30～17：30

〇要予約

新仙台湾鈴木診療所 七ヶ浜町境山2丁目7-14 364-5833
月･火･金

水・土
9：00～10：30 , 13：30～16：30

9：00～10：30
◇ワクチン入荷次第、接種開始予定

令和4年度 塩竈市国民健康保険インフルエンザ予防接種 実施医療機関一覧

現時点で未定

現時点で未定

現時点で未定

◆　　　 　　松　 　島　 　町　　　　　 ◆

◆　　 　  七　　ヶ　　浜　　町　　　 　◆

塩竈市立病院 塩竈市香津町7-1

◆　　　　　塩　　　竈　　　市　　　　　◆

364-5521

＜小児科＞　予約時に要確認

現時点で未定

現時点で未定

現時点で未定

現時点で未定



医療機関名 所在地 電話番号 接種曜日 接種時間 備　考

石井小児科 多賀城市高崎3丁目27-27 368-8081

月・金
火

木・土
水

　 12：00 , 15：00 , 16：00
　 12：00 , 16：00

　 12：00
 　12：00 , 15：30 , 16：00

〇要予約
【対象年齢】1歳以上

今井医院 多賀城市八幡2丁目12-70 366-7337
月・火･水･金

木・土
10：00～12：00 , 15：00～17：00

10：00～12：00

〇要予約
◇10月3日（月）より接種開始予定
※かかりつけ患者のみ接種可

大井皮フ科泌尿器科 多賀城市八幡4丁目3-8-2F 364-1312
〇要予約
※かかりつけ患者のみ接種可

おおしろファミリークリニック 多賀城市大代5丁目4-3 762-6560
月･火･水･金

木
土

9：00～12：00 , 14：30～16：00 , 17：00～17：30
9：30～11：00
9:00～11：00

おおば医院 多賀城市下馬3丁目1-28 363-0213
月～金 11：00～11：30 , 15：40～16：30

（※医師によって変更あり）
◇ワクチン入荷次第、接種開始予定

おだかクリニック 多賀城市中央1丁目16-6 309-4970
月・火・木・金

水・土
9：00～11：30 , 14：00～17：00

9：00～11：30
〇要予約

かくたこども＆アレルギークリニック 多賀城市中央1丁目16-8 368-7717 〇要予約

笠神ハートクリニック 多賀城市笠神4丁目6-16 361-8010
月･火･水･金

木・土
8：30～10：30 , 14：00～16：00

8：30～10：30

〇要予約
◇接種期間 ： 10月3日（月）～11月30日（水）
※かかりつけ患者のみ接種可
【対象年齢】13歳以上

こころのクリニックみどりの風 多賀城市中央3丁目10-5 352-1580
〇要予約
◇11月1日（火）より接種開始予定
※かかりつけ患者のみ接種可

コツコツクリニック多賀城整形外科 多賀城市高橋4丁目20-5 762-8806
月･水･金

火
土

9：00～12：00 , 14：00～18：00
9：00～12：00 , 15：00～17：00

9：00～14：00

〇要予約
【対象年齢】中学生以上

坂総合クリニック 多賀城市下馬2丁目13-7 361-7011 〇要予約

さざんか往診クリニック 多賀城市東田中2丁目2-3-3B 353-6261
月・水・木

火・金
土（隔週）

9：00～12：00 , 13：00～17：00
13：00～17：00
9：00～12：00

〇要予約
※訪問診療の利用者･家族のみ接種可

さとう整形外科クリニック 多賀城市高橋1丁目4-13 309-3050 〇要予約

じょうなんファミリークリニック 多賀城市城南1丁目10-6 781-7725
月･火･木･金

土
14：30～17：00
10：00～11：00

◇10月中旬より接種開始予定

関口内科胃腸科医院 多賀城市八幡3丁目5-9 362-2668
月･火･木･金

水
9：00～11：30 , 14：00～17：00

9：00～11：30
〇要予約

仙塩診療所 多賀城市伝上山1丁目5-5 362-3003
月･火･木･金

水・土
9：00～11：00 , 14：00～17：00

9：00～11：00
※かかりつけ患者のみ接種可
【対象年齢】3歳以上

仙塩総合病院 多賀城市桜木2丁目1-1 367-4111 月～金 9：00～11：30 , 14:00～16：00
◇11月1日（火）より接種開始予定
※かかりつけ患者以外は、午後のみ受付

多賀城あかざクリニック 多賀城市高橋2丁目15-28 794-7201 日～金 9：30～12：30 【対象年齢】13歳以上

多賀城腎・泌尿器クリニック 多賀城市桜木1丁目1-20 364-4335
月～木

金
9：00～11：00 , 15：00～17：00

9：00～11：00

〇要予約
◇10月中旬もしくは11月より接種開始予定
※かかりつけ患者のみ接種可
【対象年齢】18歳以上

多賀城みやばやしキッズクリニック 多賀城市城南1丁目11-45 355-5415
月・木・金・土・日

火
9：00～12：00 , 14：00～18：00

9：00～12：00
〇要予約
※かかりつけ患者のみ接種可

まえひらクリニック 多賀城市高橋5丁目3-2 389-2575
月･火･木･金

水
8：30～11：00 , 14：00～17：00

8：30～11：00
コロナウイルス感染状況により変更の場合あり

山田憲一内科医院 多賀城市山王字中山王13-1 368-2200
月･水･金
火・木・土

8：30～12：00 , 14：00～17：00
8：30～12：00

〇要予約
◇10月11日（火）より接種開始予定
※かかりつけ患者のみ接種可
【対象年齢】高校生以上

山田内科医院 多賀城市下馬3丁目33-3 365-5911
月･火･木･金

水・土
9：00～11：30 , 14：00～17：30

9：00～11：30
〇要予約

よしづみ内科・糖尿病クリニック 多賀城市東田中字志引85-1 354-0231
月・火・木・金

土
14：30～17：00
12：00～13：00

※毎月受診しているかかりつけ患者以外は、午前中の接種不可
【対象年齢】10歳以上

よねち内科クリニック 多賀城市高橋4丁目14-6 389-1760
月･火･水･金

木・土
8：30～11：00 , 14：30～16：00

8：30～11：00
◇10月中旬以降、接種開始予定（ワクチン入荷状況による）
【対象年齢】小学生以上

医療機関名 所在地 電話番号 接種曜日 接種時間 備　考

青葉台クリニック 利府町青葉台3丁目1-78 356-6757 月･火･水･金･土 9：30～12：00 , 15：00～17：30

加瀬クリニック 利府町加瀬字北窪16-1 349-1718
月･火･金

木

9：00～10：30 , 14：30～16：00
14：30～16：00

〇要予約
◇10月中旬より接種開始予定
※かかりつけ患者のみ接種可

神谷沢内科クリニック 利府町神谷沢字塚元36-1 255-3151
月・火･水･金

木
土

8：30～11：30 , 14：00～17：30
8：30～12：30
8：30～11：30

さわおとクリニック 利府町沢乙東1-12 767-7444
月･火･木･金

水・土
9：00～11：30 , 15：00～16：30

9：00～11：30

〇要予約
◇10月中旬より接種開始予定
【対象年齢】中学生以上

仙塩利府病院 利府町青葉台2丁目2-108 355-4111 水 13：30～16：00

〇要予約
※一日あたりの接種人数に上限あり
※令和4年10月19日（水）は、接種実施なし
【対象年齢】16歳以上

宮城利府掖済会病院 利府町森郷字新太子堂51 767-2151
月～金

土
9：00～11：00 , 13：00～16：00

9：00～11：00
◇10月中旬より接種開始予定
【対象年齢】16歳以上

ゆうファミリークリニック 利府町利府字新館2-5 766-4141
月･水･金

火
14：30～17：00
14：30～18：30

◇10月3日（月）より接種開始予定
（決まり次第、ホームページ・院内掲示にてお知らせ）
【対象年齢】中学生以上

利府整形外科クリニック 利府町中央2丁目7-7 385-5161
月･火・木･金

土
9：00～12：30 , 14：00～18：30

9：00～12：30
〇要予約
※かかりつけ患者のみ接種可

利府仙台ロイヤルケアセンター 利府町新中道2丁目1-1 356-0355 月～金 8：30～17：30 ※施設入所者のみ接種可

利府内科胃腸科医院 利府町中央2丁目8-4 356-5561
月･火･水･金

土（※）
9：00～11：00 , 14：00～17：00

9：00～11：00

〇要予約
（※）土曜日は接種不可の日あり（月1回）
【対象年齢】3歳以上

りふの内科クリニック 利府町新中道2丁目1-2 356-8200
月～金

土
8：30～11：30 , 13：30～17：30

8：30～11：30
【対象年齢】10歳以上

※上記の曜日でも、祝日にあたる場合は休診となることがあります。

現時点で未定

(情報提供) 公益社団法人宮城県塩釜医師会

現時点で未定

現時点で未定

現時点で未定のため、予約時に要確認

現時点で未定

◆　　　　　利　　　府　　　町　　　　　◆

◆　 　  　多　　賀　　城　　市　    　◆


