
令和２年８月３１日現在
支部名 勤務先

イムス明理会仙台総合病院
医療法人仁泉会 本部事務局
介護老人保健施設 泉翔の里
介護老人保健施設 仙台青葉ロイヤルケアセンター
介護老人保健施設 せんだんの丘
介護老人保健施設 トラスト
介護老人保健施設 メープル小田原
上杉訪問看護ステーション
上杉山整形外科クリニック
国見台病院
県立こども病院
こ～ぷのお家 桜ヶ丘デイサービスセンター
JR仙台病院
JCHO 仙台病院
周行会上杉クリニック 在宅リハケアセンター
仙台エコー医療療育センター
仙台市精神保健福祉総合センター
せんだんの里
東北会病院
東北公済病院
東北大学大学院 医学系研究科
東北大学病院
東北福祉大学 健康科学部リハビリテーション学科作業療法学専攻

東北福祉大学 せんだんホスピタル
東北文化学園大学 医療福祉学部リハビリテーション学科
東北保健医療専門学校 作業療法科
東北労災病院
特別養護老人ホーム エコーが丘
特別養護老人ホーム 敬寿園
内科佐藤病院
西仙台病院
ひばり訪問看護ステーション
広瀬病院
宮城県保健福祉部 長寿社会政策課
杜のホスピタル あおば
りはびり塾

葵会仙台病院
青葉病院
岩切病院
介護老人保健施設 葵の園・仙台東
介護老人保健施設 エバーグリーン･ツルガヤ
介護老人保健施設 けやき
介護老人保健施設 コジーケアホーム
ケアーズ訪問看護リハビリステーション 仙台東
（有）在宅支援チーム フォーレスト
仙台医療センター
仙台市なかよし学園
仙台市若林障害者福祉センター
仙台整形外科病院
仙台東脳神経外科病院
せんだんの丘 ぷらすあらい
多機能型支援事業所 ま～ぶる・び～と
榴岡地域包括支援センター
デイサービスセンター にこトピア萩野町
東北医科薬科大学病院
東北医科薬科大学若林病院
中嶋病院
訪問看護ココ･ステーション仙台中央
訪問看護ステーション とまと
老人保健施設 はくれい

施設ブロック別名簿（５０音順）

青葉

宮城野・
若林
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支部名 勤務先

介護老人保健施設 葵の園・柳生
介護老人保健施設 エバーグリーン・ヤギヤマ
介護老人保健施設 オー・ド・エクラ
介護老人保健施設 ソアーズ
介護老人保健施設 茂庭台豊齢ホーム
郡山デイサービスセンター
広南病院
JCHO 仙台南病院附属介護老人保健施設
住宅型有料老人ホーム リエンズ西中田
仙台クローバークリニック
仙台市太白障害者福祉センター
仙台市立病院
仙台青葉学院短期大学 リハビリテーション学科
仙台富沢病院
仙台西多賀病院
なのはな園
西中田中央内科小児科 通所リハビリテーション
訪問看護ステーションゆうえん
訪問看護ステーションわざケア
宮城厚生協会長町病院

泉整形外科病院
泉中央南おひさま訪問看護ステーション
いずみの杜診療所
エバーグリーン病院
介護老人保健施設ファンコート泉
介護老人保健施設 プレシオーソ
サテライトリハビリセンター いずみ
仙台市障害者就労支援センター
仙台市北部発達相談支援センター
仙台徳洲会病院
仙台保健福祉専門学校 作業療法科
仙台リハビリテーション専門学校 作業療法学科
セントケア訪問看護ステーション 仙台
特別養護老人ホーム 八沢の杜
訪問看護・リハビリステーション虹
松田病院
宮城県啓佑学園
宮城厚生協会泉病院
宮城厚生協会ケアステーションいずみ

介護老人保健施設 富谷の郷
介護老人保健施設 羽生の丘・オーベルジュ
介護老人保健施設 リーブズ
公立黒川病院
佐藤病院
仙台リハビリテーション病院
特別養護老人ホーム 和風園
宮城県船形コロニー

小島病院
介護老人保健施設 サニーホーム
介護老人保健施設 なとり
介護老人保健施設 和多里ホーム
総合南東北病院
相談支援事業所 ぱふ
太陽の郷 愛島
デイサービスセンター しんまち
デイサービスセンター にこトピア名取
特別養護老人ホーム うらやす
特別養護老人ホーム 松陽苑
名取熊野堂病院
南東北相談支援センター
南浜中央病院
宮城県子ども総合センター
宮城県立精神医療センター
宮城県リハビリテーション支援センター
宮城病院
リハビリサロン さくら
リハビリ訪問看護ステーション つばさ仙南
老人保健施設 ライフケアセンター名取

太白

泉

黒川・富谷

名取・岩沼
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支部名 勤務先

大泉記念病院
介護老人保健施設 アルパイン川崎
介護老人保健施設 さくらの杜
介護老人保健施設 清風
介護老人保健施設 丸森ロイヤルケアセンター
介護老人保健施設 ゆうゆうホーム
介護老人保健施設 リハビリパークさくら
介護老人保健施設 リラの郷
川崎こころ病院
合同会社ハビリスヴァーム
公立刈田綜合病院
精神科病院　仙南サナトリウム+
仙南中央病院
仙南病院
ツクイ丸森大内
デイサービスセンター にこトピア角田
みやぎ県南中核病院
介護老人保健施設 リハビリパークさくら

赤石病院
介護老人保健施設 加瀬ウェルネスタウン
介護老人保健施設 グリーンヒルズ
介護老人保健施設 恵愛ホーム
介護老人保健施設 リハビリパークみやび
介護老人保健施設 利府仙台ロイヤルケアセンター
コツコツクリニック 多賀城整形外科
NPO法人 さわおとの森
塩竈市学びの支援センター「コラソン」
仙塩総合病院
仙塩利府病院
千賀の浦ゆうわ館
訪問看護ステーション まつしま
松島医療生協 まつしまの郷
緑ヶ丘病院
宮城県仙台保健福祉事務所（塩釜保健所） 健康づくり支援班
宮城厚生協会ケアステーションしおかぜ
宮城厚生協会ケアステーションつくし
宮城厚生協会坂総合病院

石巻健育会病院
健育会 ひまわり訪問看護ステーション
石巻市立病院
石巻赤十字病院
石巻ロイヤル病院
女川町地域医療センター
介護老人保健施設 さつき苑
介護老人保健施設 しおん
介護老人保健施設 リハビリパーク花もよう
鹿島記念病院
こだまホスピタル
齋藤病院
介護老人保健施設 恵仁ホーム
介護老人保健施設 第二恵仁ホーム
仁明会訪問リハビリステーション山下
ひまわり訪問看護ステーションあけぼのサテライト
ぷりけあ訪問看護ステーション
訪問看護ステーション 青葉
真壁病院
リハビリサロンPlace

仙南

塩釜・多賀城

石巻
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支部名 勤務先

旭山病院
大崎市民病院
大崎市民病院 岩出山分院
大崎市民病院 鹿島台分院
大崎市民病院 田尻診療所
大崎ひまわり訪問看護ステーション
介護老人保健施設 さくら
介護老人保健施設 庭の里
片倉病院
公立加美病院
加美老人保健施設
木村病院
星陵あすか病院
宮城県介護研修センター
宮城県北部保健福祉事務所
宮城厚生協会ケアステーション あゆみ
宮城厚生協会古川民主病院
涌谷町町民医療福祉センター

桜樹デイサービスセンター
介護老人保健施設 グレイスガーデン
介護老人保健施設 高森ロマンホーム
介護老人保健施設 なかだ
介護老人保健施設 藤の里
栗原市立栗原中央病院
サービス付き高齢者向け住宅 白鳥苑 デイサービスすっちゃん
デイサービスセンターOuju くりこま
登米市訪問看護ステーション
登米市立登米市民病院
登米市立豊里病院
登米市立豊里老人保健施設 スマイルとよさと
登米ひまわり訪問看護ステーション

介護老人保健施設 ハイム･メアーズ
介護老人保健施設 リンデンバウムの杜
気仙沼市立病院
気仙沼保健福祉事務所
特別養護老人ホーム キングス・タウン
光ヶ丘保養園
訪問看護ステーション 春圃
三峰病院

大崎

栗原・登米

気仙沼・
南三陸
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