
仙台市青葉区 笹森　秀文 笹森医院眼科 矢野　明 矢野内科クリニック

ＪＲ仙台病院 佐渡　一成 さど眼科 山形　宗久 山形内科医院

ＪCHO仙台病院（R3.5 仙台市泉区に移転） 佐藤　昇一 上愛子クリニック 山口　尚 山口胃腸科外科医院

仙台厚生病院 佐藤　裕之 佐藤裕也眼科医院 山口　克宏 大橋眼科医院

仙台総合病院 佐藤　牧人 東北福祉大学せんだんホスピタル 山崎　日出雄 吉成台内科胃腸科

東北公済病院 佐藤　裕也 佐藤裕也眼科医院 楊　雪梅 やん整形外科ｸﾘﾆｯｸ

東北大学病院 鹿内　正憲 しかない整形外科クリニック 遊佐　明 台原内科クリニック

東北大学加齢医学研究所 澁川　諭 渋川内科医院　 吉田　まどか イムス仙台クリニック

東北労災病院 澁谷　守 渋谷耳鼻咽喉科医院 若山　裕司 若山医院　内科・循環器内科

宮城県立こども病院 清水　哲 清水医院 和田　裕子 わだゆうこ眼科クリニック

ｼﾞｬ ｳｪﾝﾃｨﾝ 芳緑在宅診療所 渡辺　茂 宮町整形外科クリニック

会川　尚志 会川クリニック内科呼吸器科 庄司　昭世 佐藤裕也眼科医院 渡辺　順 渡辺眼科医院

相田　重光 相田内科医院 新川　尹 青葉区在住 渡辺　大助 平成眼科病院

秋元　弘治 あきもとクリニック 杉田　祐子 杉田眼科 渡邉　浩光 荒巻なべ胃腸科内科クリニック

浅野　浩一 東北文化学園大学 鈴木　卓 杜のレディースクリニック 渡部　環 佐藤裕也眼科医院

阿部　さち 平成眼科病院 鈴木　直弘 鈴木耳鼻咽喉科・アレルギー科医院 綿谷　かおる 池田クリニック

阿部　信一 阿部眼科 高橋　薫 川平耳鼻咽喉科クリニック 綿谷　秀弥 池田クリニック

阿部　慎哉 阿部内視鏡内科 髙橋　寛 南町通り内科クリニック

阿保　昌樹 錦ヶ丘ヒルズクリニック 髙橋　怜 りょうベビー＆キッズクリニック

新井　宣博 木町小児科医院 高松　徳光 青葉区在住

安　相煥 愛子整形外科 竹内　和久 宏人会木町病院 仙台市宮城野区
石川　一郎 はちまん石川内科クリニック 武山　大也 花壇医院 仙台医療センター

石川　小百合 はちまん石川内科クリニック 武山　実 青葉区在住 仙台オープン病院

石川　忠夫 はちまん石川内科クリニック 田澤　二三代 青葉区在住 東北医科薬科大学病院

伊勢屋　貴史 あやし眼科クリニック 舘田　拓 青葉区在住

板垣　政信 くりう耳鼻科 丹野　恭夫 東西クリニック仙台 赤羽　勉 さいわい町ファミリークリニック

一迫　理恵 山本眼科医院 千田　信之 千田内科 阿部　基 岩切阿部医院

今井  明 今井小児科 千田　靖 千田眼科 井上　重夫 いのうえ小児科クリニック

蝦名　弘子 青葉区在住 千葉　茂実 川平内科 内田　崇 済生会こどもクリニック

遠藤　文雄 シャンボール青葉産婦人科医院 千葉　敏彦 台原駅前耳鼻いんこう科 遠藤　昭彦 遠藤クリニック

及川　浩助 桜ヶ丘あおぞらクリニック 千葉　正道 宮城県成人病予防協会　中央診療所 小野寺　紘一 おのでらクリニック

大越　博子 河北診療所 陳　志傑 広瀬耳鼻咽喉科クリニック 小野寺　真一 おのでらクリニック

大滝　正通 大野内科医院 陳　進志 あさひがおか眼科 柿澤　美保 光ヶ丘スペルマン病院

岡田　美穂 おかだ小児科 寺澤　政彦 てらさわ小児科 郭　冠宏 福室みみはなのどクリニック

沖津　卓二 宮城県医師会ﾋﾔﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 殿塚　規雄 だいのはら殿塚クリニック 神尾　一憲 神尾眼科

奥山　茂美 おくやまアイクリニック 中井　博史 青葉区在住 萱場　佳郎 内科萱場クリニック

小田　泰子 小田眼科医院 中川　吉則 仙台甲状腺クリニック 菊地　俊彦 しんでん東耳鼻咽喉科

小田倉　弘典 土橋内科医院 中澤　秀喜 東勝山なかざわ内科アレルギー科 貴田岡　節子 永井小児科

乙友　茂 千葉クリニック 長野　正裕 長野内科胃腸科 北村　龍男 北村神経内科クリニック

小野寺　英朗 小野寺内科小児科胃腸科医院 中村　雍志 中村クリニック内科・胃腸科・外科・肛門科 木下　弘志 木下内科クリニック

小野寺　正芳 南吉成耳鼻咽喉科 中目　貴彦 宮町通りクリニック 木村　真人 まひと内科クリニック

海瀬  信子 海瀬内科クリニック 那須　一郎 なかやま医院 草刈　千賀志 草刈耳鼻科

笠原  信弥 笠原内科循環器科クリニック 鳴海　かほり 東勝山なかざわ内科アレルギー科 倉田　良孝 くらた整形外科クリニック

加藤　健吾 かとう耳鼻咽喉・嚥下クリニック 新妻　創 りきおこどもｸﾘﾆｯｸ 齋藤　一也 新田さいとうクリニック

加藤　俊一 かとう内科医院 野田　敏雄 仙台のだ眼科クリニック 桜田　隆司 さくらだ耳鼻咽喉科クリニック

門脇　正裕 八幡レディースクリニック 橋本　詠子 今井眼科 佐々木　陽彦 原町ささき内科

金子　満 金子耳鼻咽喉科 馬場　安彦 馬場眼科 佐藤　恭雄 みやぎの眼科

神谷　彰夫 宮城中央病院 早川  哲夫 早川医院 佐藤  宣貴 まんてん堂こどもクリニック

嘉山  益子 かやま小児科医院 速水　俊三 青葉区在住 島　　功 しまクリニック産科婦人科

河西　研一 河西耳鼻咽喉科 日野　勝彦 北仙台レディースクリニック 清水　文人 清水外科医院

川又　朋磨 川又整形外科クリニック 広瀬　俊雄 宮城厚生協会　仙台錦町診療所 庄司　聡 庄司内科小児科医院

川村　和久 かわむらこどもクリニック 福島  健泰 桜ヶ丘クリニック 庄子　長保 庄子整形外科医院

神林　潤一 神林耳鼻咽喉科医院 福壽　岳雄 ふくじゅ草クリニック 鈴木　健司 中嶋病院

菊地　徹 菊地胃腸科内科医院 舩渡　忠男 東北福祉大学予防福祉クリニック 鈴木　寿彦 福住クリニック

菊地　典子 菊地胃腸科内科医院 古川　加奈子 みみ・はな・のど北仙台クリニック 清治　邦章 ひかりクリニック

木島　穣二 一番町きじまクリニック 古田　隆史 台原内科クリニック 関　信夫 せきこどもクリニック

北川　正基 胃腸科内科　北川医院 朴澤　孝治 朴澤耳鼻咽喉科 高橋　享子 青葉区在住

北川　靖 白根胃腸クリニック 堀　克孝 一番町堀耳鼻咽喉科 髙橋　美智子 タカジン眼科

北田　一浩 北田内科小児科医院 堀　容子 一番町堀耳鼻咽喉科 玉井　洋 仙台駅東口玉井眼科クリニック

鬼怒川　雄一 鬼怒川眼科医院 本田　剛彦 一番町南診療所 丹野　雅哉 仙台森ビル内科クリニック

木村　晴茂 貝ヶ森きむら医院 本田　英彦 一番町南診療所 富永　剛 中嶋病院

木村　久理 木村眼科医院 松尾　兼幸 松尾けんこうクリニック 中林　成一郎 中林耳鼻咽喉科医院

木村　智哉 貝ヶ森きむら医院 松原　修二 まつばら水の森クリニック 根本　忠義 岩切中央クリニック

熊谷　克紀 青葉通り一番町内科クリニック 松原　尚 松原医院 野村　泰輔 のむら内科・心療内科クリニック

小泉　文明 小泉内科医院 三浦　正雄 青葉区在住 野呂　知世 のろこどもクリニック

郷　　佐江 北四番丁さくら眼科 三品　直子 三品内科医院 福井　晃矢 丹野皮膚科内科小児科

古賀　詔子 青葉区在住 宮倉　秀人 中山耳鼻咽喉科医院 福井　俊彦 福井医院

小林　茂樹 小林眼科医院 宮澤　英充 仙台星陵クリニック 溝口　由美子 光ヶ丘スペルマン病院

齊藤　明 齊藤こども医院 村上　治 早坂愛生会病院 箕浦　貴則 キッズクリニック田子

齋藤　清文 さいとう眼科 室井　和美 あおば通りかずみクリニック 桃野　耕太郎 桃野レディースクリニック

酒井　文明 平成眼科病院 目時　規公也 めときこどもクリニック 森川　みき 森川小児科アレルギー科クリニック

佐川　純司 北仙台診療所 森　るり子 森るり子内科クリニック 山﨑　伸 みやぎの整形外科

作山　昌則 さくやま小児科クリニック 森　俊彦 森ウイメンズクリニック 湯村　和博 湯村医院

佐々木　巌 ささきクリニック 森　直樹 平成眼科病院 吉田　仁秋 仙台ＡＲＴクリニック

佐々木　啓吾 上杉脳外科クリニック 師　保之 師小児科医院 渡邉　新吉 榴岡わたなべクリニック

佐々木　宏 北山内科クリニック 安田　敏明 やすだクリニック

休日・夜間初期救急診療協力医・医療機関（令和２年度実績）　　　　敬称略：五十音順



仙台市若林区 仙台市太白区 　 仙台市泉区
東北医科薬科大学若林病院 ＪCHO仙台南病院 仙台循環器病センター

仙台市立病院

青海　仁 しんてらこどもクリニック 仙台赤十字病院 青葉　久夫 青葉産婦人科医院

浅沼　孝和 沖野内科医院 仙台西多賀病院 浅川　竹仁 八乙女レディースクリニック

阿部　弘 あべこども・アレルギークリニック 阿部　薫夫 仙台北クリニック

阿部　基 七郷クリニック 青沼　清一 青沼内科医院 阿部　忠義 大腸肛門科　仙台桃太郎クリニック

石田　一彦 石田医院 浅田　成紀 しろうまる浅田ｸﾘﾆｯｸ 天野　雅紀 まつもり耳鼻咽喉科

石本　修 おきのメディカルクリニック 浅沼　達二 浅沼整形外科 五十嵐丈太朗 五十嵐内科クリニック

猪岡　望 猪岡内科医院 安達　信博 太白区在住 伊藤　賢司 南光台伊藤クリニック

氏家　裕明 氏家クリニック 熱海　眞希子 まきこ内科クリニック 井上　廉 井上胃腸内科医院

大友　淳 五十人町おおとも内科 安藤  健二郎 あんどうクリニック 今村　茂 泉内科消化器科

大橋　芳之 大はしこどもクリニック 今井　豪 今井クリニック 遠藤　晃彦 泉中央こどもクリニック

小澤　大樹 みみ・はな・のどクニリックもも 今村　幹雄 仙台今村クリニック 遠藤　千顕 紫山公園ファミリークリニック

小澤　信義 おざわ女性総合クリニック 上原　茂樹 太白区在住 大内　將雄 泉中央内科

小原　純子 前川眼科医院 内田　直樹 うちだクリニック 逢坂　研志 おおさか内科外科クリニック

角田　英樹 まつだクリニック内科・消化器内科 大江　大 あんどうクリニック 大澤　寛寿 大澤内科医院

角田　千恵子 ちえこ・ゆきかレディースクリニック 大山　明 外科・整形外科大山医院 太田　憲道 泉レディースクリニック

狩野　茂之 かの耳鼻咽喉科クリニック 尾形　寛 尾形小児科クリニック 大瀧　忠 いずみクリニック

萱場　潤 かやば小児科医院 小川　則彦 みのりファミリークリニック 大瀧　正子 いずみクリニック

菅野　弘之 かんのキッズクリニック 金久保佐知子 金久保眼科 小田　浩司 しょうげん内科クリニック

後藤　了 ごとう耳鼻咽喉科 金久保　喜則 金久保眼科 柿崎  健二 松陵かきざきクリニック

今野　喜郎 今野外科整形外科 菊地　亮 菊地内科クリニック 金淵　隆人 金渕整形外科クリニック

桜井　信 さくらい循環器科・内科クリニック 興野　春樹 興野内科医院 菊地　宏子 菊地眼科医院

佐々木　剛 なないろの里クリニック 熊谷　均 袋原内科 木下　康通 泉ヶ丘クリニック

佐々木　紀子 前川眼科医院 熊谷　裕司 くまがいクリニック内科・消化器科 木村　進 桂眼科医院

佐瀬　義彦 佐瀬眼科医院 小林　正資 小林内科医院 京極  士郎 南中山内科クリニック

佐藤  英幸 佐藤内科クリニック 蔡　景襄 あんどうクリニック 草野　仁 泉パークタウンクリニック

柴田　常博 しばた整形外科 佐藤　美栄子 中田公園前クリニック 窪　智宏 泉七北田こどもの杜クリニック

菅井　俊一郎 あらい内科・胃腸内科クリニック 佐藤　康満 佐藤内科外科クリニック 黒澤　和彦 長命ヶ丘内科クリニック

菅原　暢 スガワラクリニック 菅原　克明 菅原医院 黒澤　孝成 泉黒澤クリニック

髙梨　芳崇 大和耳鼻咽喉科医院 菅原　伸 すがわら小児科クリニック 小林　美樹子 佐竹内科小児科胃腸科

高橋　康明 大和町たかはし整形外科クリニック 鈴木　雅貴 八木山すずきクリニック 今　公弥 こん小児科クリニック

髙橋　雅司 はなクリニック 曽根　茂樹 あすと長町整形外科クリニック 金野　裕司 七北田クリニック

髙柳　勝 たかやなぎこども医院 高瀬　光一 高瀬眼科医院 齋藤　紘 さいとう呼吸器科内科

長島　道夫 長島内科医院 高野　広之 長町南たかの整形外科 齋藤　亮 北中山クリニック

野口　謙治 おろしまちクリニック内科・内視鏡内科 武田　広誠 たけだ耳鼻咽喉科アレルギー科クリニック 櫻井　直 いずみ野村ファミリークリニック

野口　哲也 荒井駅前のぐち内科クリニック 千葉　育雄 内科・循環器科ちばクリニック 佐々木　慎司 仙台長命ヶ丘クリニック

籏福　みどり れんぼう眼科クリニック 徳永　孝一 徳永眼科医院 佐治　賢哉 佐治クリニック

浜田　俊政 浜田クリニック 戸田　守彦 富沢南とだクリニック 下田　春海 桂内科こどもクリニック

林　克敏 はやし内科クリニック 中野　浩 みみ・はな・のど富沢クリニック 白木原　憲明 白木原クリニック

榛澤　崇 はんざわ内科胃腸科 中目　義則 中目眼科 助川　泉 桂島いずみクリニック

深瀬　滋太 五橋駅前クリニック 鳴海　僚彦 なるみ赤ちゃんこどもクリニック 鈴木　陽子 いずみ向日葵クリニック

前川　暢男 前川眼科医院 新井川　勝久 新井川内科クリニック 清野　正典 泉ヶ丘クリニック

松木　琢磨 葵会仙台病院 仁木　博文 仁木耳鼻咽喉科 関　久友 せき内科・脳神経内科クリニック

松田　泰徳 まつだクリニック内科・消化器内科 橋本　志奈子 しな子女性クリニック 髙橋　絵利子 仙台徳洲会病院

松田　雪香 ちえこ・ゆきかレディースクリニック 長谷川　純 あすと耳鼻科 髙橋　立子 五十嵐小児科

松永　弦 松永女性クリニック 畑山　秀彦 クリニックｿｱｰｽﾞ 武田　潤子 たけだ眼科

矢尾板　啓 あらまち内科クリニック 花水　啓 花水こどもクリニック 武田　元博 泉中央乳腺クリニック

山形　和正 わかばやし眼科 馬場　恵夫 ばば内科ゆうこ整形外科クリニック 田中　稔 仙台たなか整形外科スポーツクリニック

山口　洋 沖野眼科クリニック 半田　和義 あすと長町みんなのクリニック 田畑　邦次 桂耳鼻科

山田　亜樹 やまだクリニック 松本　文子 松本小児科 千田　定則 千田医院

大和　博 やまと内科クリニック 三浦　禎司 みうら医院 永井　豊子 向陽台クリニック

山本　匡 やまもと内科クリニック 宮﨑　浩充 長町南めまい耳鼻咽喉科クリニック 中川　國利 宮城県赤十字血液センター

結城　豊彦 結城クリニック 宮澤　弘史 山田かぎとり眼科 二宮　忠明 松田病院

湯村　幸恵 リハビリパーク仙台東 宮田　隆光 宮田医院 畑岡  勲 畑岡内科クリニック

三好　豊 長町三好耳鼻科 藤森　完一 フォレスト内科クリニック

村長　靖 長町病院 舟田　仁 長命ヶ丘針生・舟田クリニック

村田　幸生 むらた日帰り外科手術・WOCクリニック 星　光世 星外科消化器科医院

目黒　由紀 ユキクリニック 牧田　道子 青葉耳鼻咽喉科医院

目崎　亨 めざきクリニック 峯岸　道人 松陵かきざきクリニック

吉田　真次 よしだ耳鼻咽喉科クリニック 宮澤　佑二 宮澤循環器内科クリニック

名取市 吉田　文明 西多賀耳鼻咽喉科クリニック 山陰　敬 泉ヶ丘クリニック

蒲生　俊一 名取市在住 吉田　眞 柳生吉田こどもクリニック 山田　孝彦 山田孝彦眼科

佐藤　滋 洞口・佐藤クリニック 渡邉　進 わたなべクリニック 山本　克哉 南光台やまもと小児科

山本　直弘 寺岡クリニック

湯浅　有 将監耳鼻咽喉科

塩竃市
沖津　尚弘 本塩釜耳鼻咽喉科クリニック

富谷市 利府町 白石市
吉田　征之 なりた耳鼻咽喉科 高田　修 たかだこども医院 松原　雄 刈田綜合病院


