
電   話

 22-7100

 42-2621

電   話

24-7180

22-7180

22-7157

22-6868

22-3210

29-6482

22-6811

23-0088

29-6711

23-3285

25-7412

23-3990

22-6808

22-6633

21-5770

22-6920

23-9890

25-8825

22-6685

21-1160

23-0087

23-5855

22-7260

22-6838

27-2315

28-2603

32-3128

25-7585

気仙沼市立病院　・本吉病院　　　（夜間や休日等の時間外は救急の方のみ診療）

夜間のお子さんの急な発熱・急なケガのとき電話相談をお受けします。（毎日午後7時～翌朝午前8時）

相談電話番号：＃8000　（プッシュ回線の固定電話，携帯電話用）※PHS不可
　022-212-9390　（プッシュ回線以外の固定電話・PHS等用）

鹿　折

松　岩

気仙沼

新　月

大　島 大島医院 内・整外 高井215-2

唐　桑 小野医院 内・循内・小児 唐桑町宿浦405-8

本　吉 もとよしクリニック 内・リハビリ 本吉町津谷長根86-3 

齋藤外科クリニック 外・皮・麻酔・肛 東新城一丁目12-1

志田整形外科医院 整外・リハビリ 東新城二丁目6-4

階　上 鈴木医院 内・腎臓内科 長磯原ノ沢50-2

あいざわクリニック 内・呼・消・胃・リハビリ 東新城二丁目9-1

うちクリニック 泌・内・皮 東新城一丁目6-13

小林直樹眼科 眼 東新城三丁目10-8

小野寺医院 消・内・泌 赤岩五駄鱈76-1

すがわら内科クリニック 内・循内 松崎萱121-3

三峰病院 精神・神経・内 松崎柳沢216-5

森田医院 内・胃・循 八日町一丁目4-1

小松クリニック 内・診療内・精神 東八幡前270-6

光ヶ丘保養園 精神・診療内 浪板140

村岡外科クリニック 外・胃 田中前四丁目4-7

森産婦人科医院 産婦 入沢4-5

三条小児科医院 小児 田中前二丁目8-4

条南整形外科 整外・リウマチ・リハビリ 田中前二丁目1-10

武田眼科医院 眼 南郷9-7

南気仙沼内科医院 内・消 内の脇1丁目6-15-1

おだか医院 胃・外・内・皮 田中前四丁目10-2

佐々木小児科医院 小児 本郷9-2

こまつ内科医院 内・消・循 田谷11-11

猪苗代病院
整外・外・内・形成・消・皮・
泌・肛・リハビリ 南町一丁目3-7

大里胃腸科内科婦人科医院 内・胃・婦人科 南郷2-2

大友医院 内・リハビリ・神経内 三日町二丁目2-25

■　民間医療機関 ※市外局番（0226）は省略しています

地  区 医療機関名 主な診療科目 住     所

猪苗代医院
整外・リハビリ・外・内・リウマ
チ・皮 三日町二丁目1-9

■　公立医療機関 ※市外局番（0226）は省略しています

地  区 医　　療　　機　　関　　名 住     所

気仙沼 気 仙 沼 市 立 病 院 赤岩杉ノ沢8-2

本　　吉 気 仙 沼 市 立 本 吉 病 院 津谷明戸222-2

医療機関一覧



ハーモニー歯科医院 　25-8367 幸町四丁目4-25

さいとう矯正歯科クリニック 　25-4187 田中前三丁目1-11気仙沼

新　月

本　吉

気仙沼

 ■　矯正(歯並び)専門 ※市外局番（0226）は省略しています

地  区 医療機関名 電　話 所在地

猪苗代歯科医院 　22-7184 松川前23

千葉歯科医院 　22-1360 東新城三丁目10-20

菅野歯科医院 　22-2235 赤岩杉ノ沢47-37

鈴木歯科医院 　22-0827 赤岩五駄鱈80-9

山谷歯科医院 　42-3577 本吉町津谷新明戸210

階　上 みうら歯科クリニック 　27-4145 長磯船原1-1

唐　桑 佐藤歯科医院 　32-2309 唐桑町馬場209-1

三浦齒科醫院 　42-2418 本吉町津谷明戸24-2

松　岩

ファミリー歯科医院 　24-2822 田中前二丁目6-8

米倉歯科クリニック 　22-9955 南郷1-3

鹿　折 小松歯科医院 　23-5571 東八幡前112-1

皆川歯科医院 　22-9611 赤岩五駄鱈36

田中前加藤歯科医院 　22-1167 田中前一丁目4-7

熊谷歯科医院 　23-2211 八日町二丁目3-11

条南歯科医院 　23-5570 田中前一丁目4-15

菅原歯科医院 　24-1818 南郷5-3

 ■　歯科医院等 ※市外局番（0226）は省略しています

地  区 医療機関名 電　話 所在地

金沢歯科医院 　24-1155 新町4-6
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令和３年 10月 

発行/気仙沼市 

気仙沼市役所 （代表） ☎ 0226-22-6600   

 子ども家庭課  育成支援係 内線 443・445 

  児童福祉係   内線 276・435 

 社会福祉課   障害福祉係 内線 436～439 

 市民課 市民係   内線 361～364 

 保険年金課   医療給付係   内線 376・377 

 市民健康管理センター 「すこやか」 ☎ 0226-21-1212 

 子育て世代包括支援センター「すこやか」 ☎ 0226-29-6446 

 唐桑総合支所保健福祉課 ☎ 0226-32-4811 

 本吉保健福祉センター 「いこい」 ☎ 0226-25-7645 

 教育委員会 学校教育課 ☎ 0226-22-3441 

  生涯学習課 ☎ 0226-22-3442 

  宮城県東部児童相談所 気仙沼支所 ☎ 0226-21-1020 

  宮城県気仙沼保健福祉事務所 ☎ 0226-22-6661 

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合 消防本部 ☎ 0226-22-6688 

気仙沼警察署 ☎ 0226-22-7171 

  気仙沼市立病院 ☎ 0226-22-7100 

気仙沼市立本吉病院 ☎ 0226-42-2621 

 

子どもの救急電話相談（毎日 19：00～翌朝 8：00） 

   局番なしの＃8000 （携帯電話からも利用できます） 

IP電話、ひかり電話からは☎022-212-9390 

主 な 関 係 機 関 の 電 話 番 号 

KESENNUMA☆The child-care information POCKET 


