
地域 医療機関名 住所 電話番号 こども
サポート医

大崎市 古川 佐藤病院 中里1-3-18 0229-22-0207 ★

片倉病院 浦町1-37 0229-22-0016

古川民主病院 駅東2-11-14 0229-23-5521

三浦病院 三日町2-3-45 0229-22-6656

秋山内科医院 荒谷字本町45 0229-28-1909

伊藤内科小児科医院 小泉字泉40 0229-23-8866 ★

鎌田内科クリニック 諏訪2-2-28 0229-24-1700 ★

まつうら内科小児科クリニック 大宮1-1-8-1 0229-23-5677 ★

猪瀬医院 大宮5-4-10 0229-22-0777

冨樫クリニック 大宮8-9-15 0229-23-4456 ★

ありま小児科医院 駅南2-4-20 0229-22-7070 ★

千葉医院 駅前大通6-2-44 0229-22-3228 ★

高橋医院 中里2-2-25 0229-22-0791

さとう内科循環器科医院 中里3-11-59 0229-23-0006

大崎西部クリニック 新堀字東田35 0229-87-3723

穂波の郷クリニック 穂波6-30-12 0229-24-3880 ★

尾花内科クリニック 中島町2-39 0229-21-0087

松山 わたなべ産婦人科　内科・小児科 千石字松山440 0229-55-3535 ★

田尻 たじり中央クリニック 沼部字新富岡31-7 0229-39-7955

天野内科クリニック 北牧目字新堀46-8 0229-39-1233 ★

三本木 岩渕胃腸科内科クリニック 南町40-2 0229-52-6211 ★

近江医院 字しらとり17-3 0229-52-3057 ★ 鳴子温泉 佐藤医院 字湯元92-1 0229-82-2656 ★

岩出山 髙橋医院 字上川原町24-3 0229-72-1005 遊佐クリニック 字湯元104 0229-81-1133 ★

地域 医療機関名 住所 電話番号 こども
サポート医 地域 医療機関名 住所 電話番号 こども

サポート医

遠田郡 美里町 美里町立南郷病院 木間塚字原田5 0229-58-1234 栗原市 築館 栗原市立栗原中央病院 宮野中央3-1-1 0228-21-5330 ★

小牛田内科クリニック 牛飼字牛飼77-2 0229-32-5959 きくた内科クリニック 源光4-47 0228-21-1313 ★

涌谷町 東泉堂病院 字追廻町70-3 0229-42-3333 佐藤内科小児科医院 伊豆1-10-25 0228-22-3205

宮野内科医院 桑木荒113-4 0229-43-5031 佐藤外科医院 伊豆1-6-25 0228-22-2661

米谷医院 田町裏191-1 0229-44-1133 ★ 達内科 薬師4-3-30 0228-22-2655

加美郡 色麻町 公立加美病院 四竃字杉成9 0229-66-2500 ★ 志波姫 まるき内科クリニック 堀口十文字１-１ 0228-24-8073

加美町 ありまファミリークリニック 字西町19 0229-63-2230 ★ 高清水 栗原市立高清水診療所 桜丁7 0228-58-2020 ★

おのだクリニック 字下原38-3 0229-67-2228 ★ 若柳 佐々木内科医院 川北欠21-1 0228-32-6633

鈴木診療所 宮崎字屋敷5-21-2 0229-68-2121 ★ 一迫 一迫内科クリニック 真坂字真坂町泉66-1 0228-52-2122 ★

鈴木内科医院 字旧館1-17 0229-63-3056 宮城島クリニック 真坂字清水山王前6-5 0228-52-2881 ★

佐々木胃腸科 字西町48 0229-63-3324 栗駒 ほそや小児科 岩ヶ崎神南27-4 0228-45-5660

中新田クリニック 字大門20 0229-63-7676 岩渕医院 岩ケ崎上町裏7 0228-45-2155

大山医院 字北町２-181-1 0229-63-3054 ★ 金成 萩野診療所 有壁上原前4-7 0228-44-2005

中新田民主医院 字矢越345 0229-63-2156 富谷市 明石台 明石台こどもクリニック 6-1-20 022-725-8815 ★

よこやま医院
町裏395-1

　町裏395　4号
0229-87-5963 ★ 明石台レディースクリニック 2-13-1 022-772-8188 ★

富ケ丘 富ケ丘内科・アレルギー科 2-11-44 022-343-5512 ★

ひより台 富谷医院 1-45-1 022-358-2872 ★

登米市 中田町 登米市立上沼診療所 上沼字新寺山下59-1 0220-34-2120 ★

大和町 吉岡 おやま小児科クリニック 字館下22-5 022-345-0738 ★

専門 地域 医療機関名 住所 電話番号 こども
サポート医

産婦人科 古川 関井レディースクリニック 駅東2-10-30 0229-21-3666 ★

わんや産婦人科医院 駅南3-11-2 0229-21-0303 ★

耳鼻咽喉科 古川 古川駅南耳鼻咽喉科 駅南1-8-1 0229-91-8741 ★

整形外科 古川 鴇田整形外科医院 南町1-6-31 0229-22-0887 ★

加美町 さとう公整形外科 字町裏212-1 0229-64-2256 ★

美里町 髙城利江整形外科 牛飼字牛飼77-5 0229-31-1230 ★

精神科 古川 古川グリーンヒルズ 西館3-6-60 0229-22-1190 ★

小児のかかりつけ医療を提供する医療機関一覧
★印は，「大崎市民病院 こどもサポート医」です

※大崎市民病院登録医のうち，小児一般診療の対応が可能と回答した医療機関も掲載しております。

※大崎市民病院こどもサポート医とは，市民病院小児科による研修会に参加し，知識や情報，連携方法を

共有した医療機関のうち，こどもサポート医の申請希望があった医療機関に対し，市民病院が認定証を交

付した医療機関のことを示します。

※医療機関によっては休診等がありますので，一度電話連絡をしてからご受診ください。

※市民病院の分院,診療所,健康管理ｾﾝﾀｰは掲載しておりませんが，本院と十分な連携を図っております。

2022年4月1日　更新

大崎市民病院 

こどもサポート医 
 

 当院小児科では，地域の小児科専門の先生方や，小児の

診療を行っている内科の先生方と日常の診療等を通じて連

携を図っていますが，より一層の連携を図るため，新たに

当院小児科医を講師とした小児医療に関する，医師向けの

研修会を開催しております。 

 地域で小児の診療を行っている先生方と知識や情報を共

有し，みなさまにより安心して医療を受けていただけるよ

うな体制を目指します。 

 研修会を受講され，希望があった先生方を大崎市民病院 

の「こどもサポート医」として登録し，当院のホームページ

で随時情報更新しておりますので，お子様のかかりつけ医

をお探しの方は是非ご覧ください。 

大崎市民病院本院小児科の外来受診について 

 国の制度改正に伴い，平成30年10月からは，本院小

児科も紹介制となり，受診には紹介状が必要です。予

約診療も可能です。詳しくはこどもサポート医の医療

機関にご相談ください。 

本院は地域の医療機関では対応が難しい高度専門医療

を担っており，地域の医療機関と役割分担・連携をし

て，紹介患者さんへの医療を提供する役割を担ってお

ります。ご理解ご協力いただきますようお願いいたし

ます。 


