
平日昼間 一般
初期 在宅当番医制

急患センター
二次．三次 病院群輪番制・ほか

昼間 夜間 （準夜帯） （深夜帯）

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00

全県域 19:00 こども夜間安心コール（♯8000） 8:00

19:15 仙台市夜間休日こども急病診療所 7:00

初期 19:15 23:00 仙台市北部急患診療所

19:00 22:00

二次・三次 17:00 8:30

初期 19:15 22:00

二次・三次 17:15 8:30

二次・三次 17:00 8:30

初期

二次・三次 17:15 8:30

※１ 厚生労働省 救急医療提供体制の現況調べについて（H31.4.1現在）を基に作成。
※２ 網掛けは地域の診療所等が概ね診療している時間帯の目安である。
※３ 仙南初期急患センターの診療（内科　平日のみ18：45～21：30）は中学生以上対象のため除外している。
※４ 救急告示病院は三次救急医療機関と重複有り。

二次…・救急告示病院８医療機関
　　　・輪番参加病院２医療機関

三次…みやぎ県南中核病院

初期…仙台市夜間休日こども診療所
　　　仙台市北部急患診療所(小児科は金曜
のみ)
　　　岩沼・亘理地区平日夜間初期救急外来

二次…・救急告示病院３８医療機関
　　　・輪番制・協力病院３０医療機関

三次…仙台市立病院
　　　仙台医療センター
　　　東北大学病院

大崎市夜間急患センター

石巻市夜間急患センター初期

岩沼・亘理地区平日夜間外来(総合南東北病院)

22:00

初期…大崎市夜間急患センター

二次…・救急告示病院１５医療機関
　　　・輪番参加病院１５医療機関

三次…大崎市民病院

初期…石巻市夜間急患センター

二次…・救急告示病院１３医療機関
　　　・輪番参加病院１１医療機関

三次…石巻赤十字病院

仙台

大崎・
栗原

仙南

19:00
石巻・
登米・
気仙沼

備考
（早朝）

医療圏
救急医療体

制

◆本県の小児救急医療体制 平日・夜間
資料５－１



土曜午前 一般
初期 在宅当番医制

急患センター
二次．三次 病院群輪番制・ほか

昼間 夜間 （準夜帯） （深夜帯）

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00

全県域 19:00 こども夜間安心コール（♯8000） 8:00

14:45 仙台市夜間休日こども急病診療所 7:00

初期 14:45 仙台市北部急患診療所 23:00

14:00 16:30 18:00 21:00

18:30 21:30

二次 【二次】仙台市病院群輪番制（◇） 18:00 8:00

三次 ★24H

初期 15:00 22:00

二次・三次 ★24H

初期 18:00 石巻市夜間急患センター 7:00

二次・三次 ★24H

初期

二次・三次 ★24H

※1 厚生労働省 救急医療提供体制の現況調べについて（H31.4.1現在）を基に作成。
※2 網掛けは地域の診療所等が概ね診療している時間帯の目安である。
※3 救急告示病院及び協力病院は仙台市小児科病院群輪番制または三次救急医療機関と一部重複有り。

名取市休日夜間急患センター

二次…・救急告示病院８医療機関
　　　・輪番参加病院２医療機関

三次…みやぎ県南中核病院

◆本県の小児救急医療体制

仙南

初期…仙台市夜間休日こども診療所
　　　仙台市北部急患診療所
　　　名取市休日夜間急患センター
　　　塩釜地区休日急患診療センター

二次…◇仙台市小児科病院群輪番制
　　　仙台赤十字病院
　　　JR仙台病院
　　　宮城県立こども病院
　　　仙台医療センター（三次にも対応）
　　　東北労災病院
　　　東北公済病院
　　　東北医科薬科大学病院
　　　・救急告示病院３８医療機関
　　　・輪番制・協力病院３０医療機関

三次…仙台市立病院
　　　東北大学病院

初期…大崎市夜間急患センター

二次…・救急告示病院１５医療機関
　　　・輪番参加病院１５医療機関

三次…大崎市民病院

初期…石巻市夜間急患センター

二次…・救急告示病院１３医療機関
　　　・輪番参加病院１１医療機関

三次…石巻赤十字病院

土曜

医療圏
救急医療体

制

仙台

大崎市夜間急患センター

石巻・
登米・
気仙沼

塩釜地区休日急患診療センター

　　大崎・
　　栗原

備考
（早朝）



初期 在宅当番医制
急患センター

二次．三次 病院群輪番制・ほか

昼間 夜間 （準夜帯） （深夜帯）

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00

全県域 19:00 こども夜間安心コール（♯8000） 8:00

9:00 在宅当番医制（仙台市医師会）） 16:00

9:45 仙台市夜間休日こども急病診療所 17:00 18:00 7:00

9:45 仙台市北部急患診療所 17:00 18:00 23:00

広南休日内科小児科診療所 17:00 8:30

9:00 泉地区休日診療所 16:00

9:00 名取市休日夜間急患センター 16:30

9:00 在宅当番医制（岩沼市医師会） 17:00

9:00 在宅当番医制（亘理郡医師会） 17:00

9:00 塩釜地区休日急患診療センター 17:00

9:00 在宅当番医制（黒川郡医師会） 17:00

二次 仙台市病院群輪番制（◇） 18:00 8:00

三次 ★24H

9:00 在宅当番医制（大崎市医師会） 17:30 18:00 22:00

初期 9:00 17:30 18:00 22:00

9:00 在宅当番医制（遠田郡医師会） 17:30

9:00 在宅当番医制（栗原市医師会） 17:00

二次・三次 ★24H

9:00 在宅当番医制（桃生郡医師会） 17:00 18:00 石巻市夜間急患センター 6:00

初期 9:00 在宅当番医制（石巻市医師会） 17:00

9:00 在宅当番医制（登米市医師会） 17:00

9:00 在宅当番医制（気仙沼市医師会） 17:00

二次・三次 ★24H

9:00 在宅当番医制（白石市医師会） 17:00

初期 9:00 在宅当番医制（角田市医師会） 17:00 17:30 7:30

9:00 在宅当番医制（柴田郡医師会） 17:00

二次・三次 ★24H

※１ 厚生労働省 救急医療提供体制の現況調べについて（H31.4.1現在）を基に作成。
※２ 救急告示病院及び協力病院は仙台市小児科病院群輪番制または三次救急医療機関と一部重複有り。

備考
（早朝）

休日

医療圏
救急医療体

制

◆本県の小児救急医療体制

初期…仙台市医師会
　　　岩沼市医師会
　　　亘理郡医師会
　　　黒川郡医師会
　　　仙台市夜間休日こども診療所
　　　仙台市北部急患診療所
　　　広南休日内科小児科診療所
　　　泉地区休日診療所
　　　名取市休日夜間急患センター
　　　塩釜地区休日急患診療センター

二次…◇仙台市小児科病院群輪番制
　　　仙台赤十字病院
　　　JR仙台病院
　　　宮城県立こども病院
　　　仙台医療センター（三次にも対応）
　　　東北労災病院
　　　東北公済病院
　　　東北医科薬科大学病院
　　　・救急告示病院３８医療機関
　　　・協力病院３０医療機関

三次…仙台市立病院
　　　東北大学病院

初期…大崎市医師会
　　　加美郡・大崎市医師会
　　　遠田郡医師会
　　　栗原市医師会

二次…・救急告示病院１５医療機関
　　　・輪番参加病院１５医療機関

三次…大崎市民病院

初期…桃生郡医師会
　　　石巻市医師会
　　　登米市医師会
　　　気仙沼市医師会
　　　石巻市夜間急患センター

二次…・救急告示病院１３医療機関
　　　・輪番参加病院１１医療機関

三次…石巻赤十字病院

初期…白石市医師会
　　　角田市医師会
　　　柴田郡医師会

二次…・救急告示病院８医療機関
　　　・輪番参加病院２医療機関

三次…みやぎ県南中核病院

仙台

大崎・
栗原

石巻・
登米・
気仙沼

在宅当番医制（加美郡・大崎市医師会）

仙南

初期


