
白石市医師会会員名薄 平成 30年 12月現在

No. 氏名 医療機関 No. 氏名 医療機関

1 馬場英行 朝倉医院（内） 42 斉藤仁咲 精袢科病院 仙南サナトリウム＋（精・神）

2 浅野俊弘 浅野眼科医院（眼） 43 山岡淑恵 // （精•神）

3 木村洋子 l1 （眼） 44 高橋昌宏 たかはし内科クリニック （内・消・循・呼）

4 佐藤秀一 内方医院（内・消・循・小） 45 塚本和彦 塚本内科消化器科（内・ 心• 呼・｝肖・循・小）

5 海上 寛 海上内科医院（内） 46 塚本彩人 I/ （内・血・心）

6 海上寛之 ケ （消） 47 堤 栄克 つつみ内科外科こどもクリニソク（内）

7 梅津佳英 梅津内科医院（内・消） 48 堤 栄昭 l1 （外）

8 遠藤雅人 えんどうクリニック（循・内・外） 49 堤 和泉 I; （小）， 松本 純 大泉記念病院（外） 50 橋本昌美 橋本整形外科医院（整外・リハビリ・リウマチ）

10 佐藤和彦 I; （内・麻） 51 引地功侃 引地泌尿器科・内科クリニック（泌・内）

11 八巻孝 史 // （外） 52 水野圭司 水野内科クリニック（内・呼・消）

12 矢嶋幸仁 // （内） 53 水野友貴 // （内・呼）

13 高橋 t専人 I; （内） 54 門間俊彦 介護老人保健施設 リラの郷

14 小岩喜 郎 ,, （循） 55 亘理健一 亘理内科医院（内・胃）

15 中村雅夫 // （呼） 56 大橋洋一 公立刈田綜合病院（外）

16 近藤博嗣 // （整） 57 片平美明 // （循）

17 水上 且均而)J I ！ I l1 （産婦） 58 宮下武彦 ／／ （循）

18 大沼秀行 おおぬまクリニック（耳鼻咽・気食） 59 中潟 寛 l1 （循）

19 大橋利史 大手町おおはし眼科（眼） 60 渡辺 正 l1 （内）

20 大橋 隆 おおはし整形外科（整外・リハビリ） 61 板橋智恵子 ケ （内）

21 柿崎周 平 柿崎小児科（小） 62 結城 翼刃刃 // （内）

22 相原彰子 加藤小児科内科医院（内・小） 63 長谷川淳一 // （麻）

23 加藤和子 ,, （小） 64 角田 博 // （麻）

24 上井順子 I; （内） 65 佐藤 匡 l1 （消）

25 菅野裕幸 かんのリズムハートクリニック（内・循・呼） 66 佐藤信行 11 （神内）

26 小松和久 こまつ外科内科クリニック（外・小外』I・皮） 67 佐藤 霰香 I/ （外）

27 酒井謙次 蔵王町国民健康保険蔵王病院（外） 68 赤松順寛 I; （外）

28 重住節 子 // （内・呼・消・胃・循・小） 69 高田秀司 I; （外）

29 佐竹成夫 さたけ整形外科（整外） 70 阿部立也 // （外）

30 佐藤恒明 佐藤医院（消・内・呼・循・小） 71 高橋 新 I; （整）

31 佐藤幸子 I; （皮） 72 洞口 消｛示lJ // （整）

32 千葉哲 矢 七ヶ宿町国民健康保除診療所（内・小・外） 73 鈴木喜久男 ケ （小）

33 今野英繁 白石今野医院（精・心内・内） 74 高林俊文 l1 （産婦）

34 氏家重紀 介護老人保健施設清風（内） 75 松原 雄 l1 （産婦）

35 本多 修 精神科病院 仙南サナトリウム＋（精・神） 76 工藤和浩 ク （皮）

36 本多三學 I; （精・神） 77 太田裕也 // （眼）

37 本多愛子 I; （精・神・＇し） 78 柳川明弘 // （耳鼻咽）

38 磯上 勝彦 I; （精・神） 79 田澤 聡 I; （放射線）

39 渡辺吉彦 ク （精・神） 80 山口正明 l1 （病理）

40 松代 隆 ケ （外・内） 81 三浦義邦 無所属会員

41 ナ本 宇鐘 I; （精・神・＇し、） 82 西條香織 無所属会員

病院・医院紹介 41 


