
(受付時間) 新患受付　　午前8:45～

再来受付機

午前8:00～各科の午前の受付終了時刻まで

午後1:00～各科の午後の受付終了時刻まで

http://www.fukushima-med-jrc.jp 午前診察　9:00～ 　午後診察　2:00～

午前11:30迄

午後

※水曜日午後1:30～3:30は腎臓内科（医大担当医）外来（完全予約制）

※水曜日午後3:00～4:00は禁煙外来（完全予約制）

午前11:30迄

午前11:30迄

但し新患の方は11:00迄

※完全予約制

午後

午前11:30迄

※新患完全予約制
（紹介状持参の方のみ）

午後3:30迄(火)(金)再診のみ

午前11:30迄

午後3:30迄        

※一般外来以外は完全予約制　事前に電話での予約をお願いいたします

午前11:30迄

午後1:30～4:30迄（水）※完全予約制　

※木曜日・金曜日午後2:00～4:30はストーマ・スキンケア外来

午前11:30迄

但し(月)(木)は10:00迄

午前11:30迄

午後4:00迄(木)

午前11:30迄

但し(火)(水)(金)は10：30迄

※予約患者様のみの診療　　紹介状をお持ちの方は事前に予約をお願いいたします

午後(月)(木)予約患者様のみ

午前11:30迄

午後4:00迄(金）予約患者様のみ

午前11:30迄

※水曜日午後2:00～4:00はもの忘れ外来（完全予約制）

午前11:30迄

午後

午前11:30迄

午後4:00迄 

※完全予約制

午前11:30迄（水）

※完全予約制　　但し第3水曜日は休診

午前11:30迄

但し産科(水)は10:00迄

※完全予約制

午後4:00迄(月)(水)(金)

※完全予約制

午前11:00迄

※完全予約制　但し(月)(水)は10：00迄　　

午後3:30迄

※完全予約制

午前11:30迄

但し(火)は11:00迄／（木）は10:00迄

午後4:00迄(水)

午前11:30迄

※金曜日は出羽医師による緩和ケア外来

午後

禁煙外来

糖 尿 病 科 診　察 佐藤　義憲 佐藤　義憲 佐藤　義憲 佐藤　義憲 佐藤　義憲

新患１

本予定表につきましては、都合により変更になることがございます。
最新版については、当院ホームページをご確認いただくか、お電話にて確認いただきますようお願い申し上げます。

神 経 内 科 診　察 守谷　　新 中村耕一郎 中村耕一郎 中村耕一郎 守谷　　新

（緩和ケア）

手　術 手　術 手　術 手　術 手　術

安達　　守

出羽　明子 出羽　明子 出羽　明子 出羽　明子 出羽　明子

２　診 松井　隆道
（第2.4.5週のみ）

麻 酔 科 診　察 安達　　守 安達　　守 安達　　守 安達　　守

１　診 外来手術 手　術 多田　靖宏
（嚥下・音声）

手　術 検 査

２　診 大河内幸男 医大 大河内幸男 多田　靖宏 医大

谷　亜希子
（第2.4週のみ）

大河内幸男 多田　靖宏

山田　文子 山田　文子

手 術 山田　文子 手 術 山田　文子 山田　文子

眼 科 診　察 山田　文子 山田　文子 山田　文子

耳 鼻 咽 喉 科 １　診
多田 靖宏

（鼻副鼻腔外来）
大河内幸男 多田　靖宏

（嚥下・音声）

第1.3.5週伊藤史浩

産　科 伊藤　史浩 伊藤　史浩 矢澤　浩之 矢澤　浩之 伊藤　史浩

検　査 産後検診 検査・手術 検　査 手　術

第2.4週　佐藤麻里

矢澤　浩之 矢澤　浩之 伊藤　史浩

診　察 伊藤　史浩 担当医

伊藤　史浩 矢澤　浩之

（第3水曜日休診）

病　棟 病　棟 病　棟 病　棟 病　棟

泌 尿 器 科 診　察 丹治　　進

手　術

浅井　笑子 浅井　笑子 浅井　笑子 浅井　笑子

産 婦 人 科 婦人科

浅井　笑子

形 成 外 科 診　察 浅井　笑子 手　術

手　術 手　術 検　査 （血管内治療）

皮 膚 科 診　察 元木　良和 元木　良和 元木　良和 元木　良和 元木　良和

（もの忘れ外来）

手　術 手　術

2　診 市川　　剛 渡部　洋一 市川　　剛 鈴木　恭一 古川　佑哉

検　査 手　術 手術・検査 検　査 手　術

脳 神 経 外 科 1　診 渡部　洋一 医大 鈴木　恭一

村上 和也

２　診 小山　光久 佐藤　法義 医大 佐藤　法義 佐藤　法義

整 形 外 科 １　診 村上 和也 小山　光久 村上 和也 村上 和也

渡部　洋一 鈴木　恭一

籠島　彰人

手　術 検　査 手術・検査 安藤　精一 検　査

心 臓 外 科 ２　診 籠島　彰人 籠島　彰人

血 管 外 科 １　診 安藤　精一 安藤　精一 医大 医大 安藤　精一

井上　卓哉

　医大（甲状腺）

（ｽﾄｰﾏ･ｽｷﾝｹｱ外来）（ｽﾄｰﾏ･ｽｷﾝｹｱ外来）

呼 吸 器 外 科 診　察 管野　隆三 管野　隆三 管野　隆三 管野　隆三 管野　隆三

郡司　崇志

２　診 郡司　崇志 医大（乳腺） 見城 明(医大) 松井田　元

外 科 １　診 今野　　修 遠藤　豪一 遠藤　豪一 今野　　修

ひつじ 医大(神経)第4週のみ

きりん 三友正紀（一般） 三友正紀(健診,予防接種) 三友正紀（一般） 医大(予防接種) 三友正紀（一般）

うさぎ 弓削田英知（一般） 弓削田英知(健診,予防接種） 弓削田英知(腎臓)

ひつじ 医大(神経)第4週のみ 三友正紀（心臓）

きりん 三友正紀（一般） 三友正紀（一般） 三友正紀（一般） 医大（一般） 三友正紀（一般）

小 児 科 うさぎ 弓削田英知（一般） 弓削田英知（一般） 弓削田英知（一般）

藤森　春生 横倉　俊也

後藤　大介

新　患 横倉　俊也 藤森　春生 横倉　俊也 藤森　春生

精 神 科 再　診 後藤　大介 横倉　俊也 藤森　春生 藤森　春生

担当医

検　査 検　査 検　査 検　査 検　査

３　診 大和田尊之 大和田尊之 大和田尊之 武田由紀子

新　患 担当医 大和田尊之 阪本　貴之 渡部　研一

２　診 中里和彦(医大) 渡部　研一 渡部　研一 渡部　研一

循 環 器 内 科 １　診 武田由紀子 阪本　貴之 阪本　貴之 阪本　貴之

医大（腎臓内科）

(第1.3.5週のみ）

寺島久美子 児玉　健太

新患２ 医大(内分泌・糖） 医大（内・消）

医大（膠原病） 宮田　昌之

宮田　昌之

藁谷　雄一

菅野有紀子

４　診 医大（呼吸器内科） 児玉　健太 児玉　健太

３　診 藁谷　雄一 菅野有紀子 藁谷　雄一 菅野有紀子

医大（総合内科）

火 水 木

５　診 宮田　昌之 宮田　昌之

黒田　聖仁消 化 器 内 科 ２　診 黒田　聖仁 黒田　聖仁 医大（呼吸器内科）

福島赤十字病院 外来診療予定表〒960-8530 福島市入江町11番31号

TEL　024-534-6101(代)

FAX　024-531-1721 平成３０年１２月１日現在

金

内 科 １　診 寺島久美子 寺島久美子

診療科 受　付 月


