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「わたしたちは
　いのちと健康、尊厳を守るため
　　より良い医療を目指します」

「患者さま中心の医療」
「良質な医療の提供」
「地域医療機関との連携」
「救急医療の充実」
「災害時の救護活動」
「原子力災害対応機能の充実」
「健全な経営の維持」
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新年のご挨拶

新病院が開院しました！
院　長　渡　部　洋　一

　この度、福島赤十字病院は福島市八島町に新築移転し、2019年１月１日から新病院での診療を開

始いたしました。1943年に、福島市舟場町において日本赤十字社福島支部療院として設立されてか

ら、今年で76年目、開設後三四半世紀の始まりの年となります。

　新病院の病床数は296床で、その内訳は一般急性期268床、HCU12床、感染病床６床、精神病床10

床です。病院棟は地上７階、免震構造、鉄骨造であり、駐車台数は350台（平地駐車場177台、立体

駐車場173台）となっております。１階エントランスを入ると総合受付、医療福祉相談室、入退院

支援センターがあり、検査ホールには放射線・生理検査部門、内視鏡センターを配置しました。２

階には全診療科の外来診察室、外来化学療法室、臨床検査部門を集約し、患者様が快適に検査や診

察を受けられるよう配慮いたしました。

　当院は福島県北医療圏における公的医療機関として救急医療、地域医療、災害医療に力を注いで

まいりました。特に救急医療に関しては、第二次救急医療指定医療機関として年間約3,500件を越え

る救急車を受け入れており、その件数は過去10年間、県北医療圏において№１であります。新病院

では、屋上ヘリポート、救急センター、循環器センター、脳卒中センター、HCU（12床）を設置し、

県北における救急医療の中核病院として質の高い救急医療を行います。

　また、地域医療支援病院として地域の医療機関との紹介・逆紹介を推進し、かかりつけ医の先生

方と密接に連携しております。回復期病床等を有する病院や老人保健施設と顔の見える後方連携を

築いており、患者様が当院を退院した後もより良い環境で療養できるようサポートいたします。2025

年問題を見据え、地域包括ケアシステムの一翼を急性期病院として担っていきたいと考えております。

　災害拠点病院として高度な災害対応を行うため、免震構造、停電時においても病院機能を100％

維持できる非常電源、自然採光、井水設備、正面エントランスのピロティ空間、パブリックスペー

スにおける診療機能など特徴的構造を有しており、災害時における地域住民の安全と医療を確保い

たします。

　新病院周辺には、福島市音楽堂、古関裕而記念館、信夫山、祓川沿いの遊歩道など、多くの憩い

の場があります。新病院を起点として、ウォーキングなどの運動を積極的に行い、フレイルや認知

症の予防、健康増進に役立てていただきたいと思います。

　これからも赤十字精神「人道・博愛」を実践し、職員一同心を新たに「地域の皆さまに信頼され

親しまれる病院」をめざし、人間のいのちと健康、尊厳を守るため、より良い医療を行ってまいり

ます。
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内覧会を開催
しました 　平成30年12月₈日（土）患者さまや地域の方に開

放し自由に内覧していただきました。
　また、12月₉日（日）にはご来賓の方をお迎えし
て内覧会と落成祝賀会を開催しました。

　₁月₁日（火）入院患者さま71名を新病院へ無事移送し
入院診療を開始しました。₁月₄日（金）午前₈時より開
院を祝う「新病院開院セレモニー」を行い、午前₉時か
ら外来診療を開始いたしました。
　当日は、天候にも恵まれ診察、検査を合わせて500人余
りの患者さまが来院されました。建物が新しくなったことや新システムの導入により診療業務が滞る場
合もございますが₁日も早く軌道にのるよう努力して参りますのでご協力の程お願いいたします。

院内見学の様子 落成祝賀会

スタッフによる各フロアの説明

平成31年１
月１日

� 移転、開院し
ました

新病院開院セレモニ
ー

入院患者さまを旧病院から新病院へ移送する様子
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ヘリポート

救急センター
救急センター長　市　川　　　剛

　当院は、県北医療圏における２次救急医療の基幹施設として救急医療に力を入れております。また

地域医療支援病院・災害拠点病院としての役割も有しており、内科的疾患や外傷のほか、心疾患、脳

疾患等の多岐にわたる病態に対応可能です。救急看護認定看護師を中心に看護体制も充実させており

ます。新病院では、最新の設備と医療機器をそろえた救急センターを設置し、ER（救急外来）、救急

病床12床、HCU12床、さらに循環器センター、脳神経・脳卒中センターを整備しました。ER はこ

れまでよりアクセスが容易となり、CT・MRI 等の診断医療機器も充実させ、搬入後の検査や処置・

治療等も迅速に行えるように整備しました。発症から治療までの経過時間が重要な血管障害に対して

は、Philips 社製の最新の血管撮影装置を２台導入し、循環器疾患と脳血管障害に関して24時間体制

で対応してます。また感染症に対応できる陰圧室も整備し、原子力災害への対応も可能となります。

屋上にはヘリポートを設置し、ヘリ搬送にも直接対応出来るようになります。今後も県北医療圏の救

急医療に貢献し続けたいと考えております。

ER（救急外来）

新病院紹介
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IVRセンター
循環器センター長　大和田　尊　之

　IVR（アイ・ブイ・アール）という言葉をご存じですか？「Interventional Radiology ＝インター

ベンショナルラジオロジー」、日本語では「画像下治療」と訳されています。

　画像診断装置として用いられる、Ｘ線（レントゲン）や CT、超音波などで体の中を透かして見な

がら、細い医療器具（カテーテルや針）を入れて、標的となる病気の治療を行うもので、外科手術の

ようにおなかや胸を切らずに、体の奥にある臓器や血管の治療ができる方法です。そのため、患者さ

んの体への負担が圧倒的に少ないという特徴を持っています。

　当院では、心臓や脳の血管の開通や止血、腫瘍やがんなど標的臓器に対する薬剤注入などを行って

います。

　このたび新病院に導入された新しいアンギオ装置（interventional radiology［IVR］装置）は

PHILIPS 社製の最新型である Azurion7 B12／12と Azurion7 B20／15の２台が東北初導入されまし

た。これらはいままでより高画質、低被ばくで検査や治療をすることができ安全で確実な検査・治療

を受けることができます。さらに起動時間がいままで10分を要したものがワンボタンでわずか４分で

立ち上がり、再起動であれば１分ほどですぐに検査ができるため速やかに検査が開始できます。１秒

でも速い治療が望まれる救急疾患に最適です。またシャットダウンの時間も同様に今まで10分を要し

たものが２分で可能で検査後速やかに機械を停止されその他の仕事に残った時間を使用でき効率的で

す。また撮影時のアームの移動がいままでは手動でしたがあらかじめルーチンのアームの撮影角度の

プログラムをインプットしておけば次の角度へ動かすときワンボタンで可能となり検査の進行がス

ムースで術者のストレスも軽減されます。

　画質についてですがダイナミックフラットディテクタは高解像度154ミクロンピクセルを実現。

DQE（量子検出効率）77％の検出層と濃度分解能16Bit により、特に低線量透視での画質が向上して

います。さらにリフレッシュライトによりダイナミックスタディでの残像を抑制します。また

Clarity IQ という画像処理技術によりノイズ低減、画質向上、低被ばく線量を実現しています。また

MRC Ｘ線管球は最大1.0㎜銅当量の３段階に切り替え可能なスベクトラムビームフィルタと連動し

画質を変えないで低エネルギーＸ線をろ過することで、患者の被ばく線量を低減しています。さらに

MRC Ｘ線管球は熱管理機能が高性能のため高い連続負荷に耐え、最大限の入力を可能にするため撮

影時間の制限がありません。これは回転陽極を保持す

るスパイラルグルーブベアリングによって従来のボー

ルベアリングの1,000倍の冷却効率をもつからです。

　まだまだ新技術が豊富に盛り込まれた機械なので今

回の限られた紙面では書ききれませんが総括するなら

ば低被ばく、高画質、高効率で現在考えうるアンギオ

装置では最高の装置なので安心して検査、治療を受け

ていただけるということです。
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内視鏡センター
内視鏡センター長　児　玉　健　太

　このたび新病院移転に伴い、内視鏡センターを新設いたしました。
　検査室は広くなり、更衣室や前処置室なども新たに増えたことから検査前後での患者様の動線が改善
され今までおかけしていた不自由さは大幅に解消されるものと思います。また、検査後のリカバリールー
ムも設けたことから今後さらに増すであろう鎮静剤（眠り薬）を用いた内視鏡検査のニーズに対しても
できるだけ対応できるようになります。
　内視鏡スコープはオリンパス社製の EVIS LUCERA ELITE という現行での最新モデルであり、精密
検査に用いる拡大内視鏡も胃・大腸内視鏡共に常備しております。
　腹痛など症状があり受診された患者様の内視鏡検査はもちろん、当院では市民検診や個人検診、また
検診後の精密検査なども多く取り扱っています。胃癌・大腸癌は早期発見によって死亡率を大幅に減少
することができる癌であり、早期発見には検診が非常に有用です。症状がない方でも、検診対象年齢と

なった方は検診受診をおすすめいたします。主に内科・消化器内
科医師が毎日内視鏡検査を担当しておりますが、引き続き引地拓
人先生をはじめとする福島県立医科大学内視鏡診療部の先生方の
お力をお借りしながら診療を行って参ります。
　2018年12月１日付けで日本消化器内視鏡学会の指導施設に認定
されました。
　今後は内視鏡センターでさらなるソフト面・ハード面の充実を
図り、安全で精度の高い内視鏡検査を提供していく所存です。

健診センター
医療社会事業部長　宮　田　昌　之

　新病院に入るとすぐに目に入ってくるのが健診センターです。
　病院の中でも最も利用しやすい良い場所に健診センターが造られま
した。これには深い理由があるからです。
　東日本大震災・原発事故を経験した地域である「ふくしま」らしい
病院をと本社からのアドバイスをいただき、新病院は、災害に強く、
地域住民の健康を守っていける病院をめざし、疾病予防を目的とした
健診センターは新病院の柱の一つとして位置づけられたからです。
　今までは、健診に来られた方は、院内の検査部門に足を運んでいただき、ご不便をおかけしていまし
たが、新病院では検診センター内で健診着に着替えていただき、診察・採血・検尿・心電図・レントゲン・
視力・眼底・聴力検査・マンモグラフィー・骨粗鬆検査（DEXA）・内部被ばく検査を受けていただく
ことができます。さらにドックやより精密な健診をご希望される方は、フロアー続きとなっている検査
ホールに移動していただき、内視鏡・CT・MRI などを受けることができ同じフロアーで全てできるよ
うになりました。
　内部被ばく検査については、年々受けられる方は少なくなってきましたが、継続して受けていただけ
ることを祈念いたします。
　病気のもととなる異常を見つける『健診』…たとえば定期健診と、特定の病気を想定して早期に発見
する『検診』…たとえばホールボディーカウンターによる内部被ばく検査や甲状腺がん検診、これらを
兼ね備えている、当院の『健診センター』は『検診センター』でもあります。
　今後さらに健診センターを充実させてまいりますので、皆様の健康維持にお役立て下さい。
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　2019年１月１日の新病院開院に伴い、CT、MRI、血管撮影、Ｘ線テレビ、マンモグラフィーなど10台
の装置更新を行いましたので紹介いたします。

【CT装置】
　最新のマルチスライス CT を導入致しました。新しいハードウェア
技術と高度なソフトウェア技術が融合され、３次元再構成の技術を活
かして、さらに鮮明で滑らかな３Ｄ次元画像を作成することも可能で
す。新しいマルチスライス CT として、通常検査から冠動脈 CT など
のハイレベルな撮影までを、高画質／高性能で実現します。最新の被
ばく低減機能が搭載されており、従来よりも被ばくを低減した優しい
検査が可能です。

【MRI装置】
　診断能力の更なる向上の一環としまして、最新鋭の1.5Ｔ超伝導 MRI
装置２台導入致しました。圧迫感の少ないデザイン、静音技術により、
高画質を維持したままの従来装置と比べ良好な環境で検査を受けてい
ただけます。心理的負担を軽減するほか騒音が起因となる体動のリス
クなども低減できるので患者さんに優しい検査を提供できます。

【血管撮影装置】
　造影剤や治療機器を用いて血管内検査及び治療（IVR：インター
ベーショナルラジオロジー）を行う装置です。Azurion は高画質かつ
低被ばくで検査や治療を行うことが可能で、患者様だけでなく術者に
も優しい設計となっています。当院では、特に心筋梗塞・脳梗塞など
緊急を要する虚血性疾患の治療などに、医療スタッフが24時間体制で
対応しています。

【Ｘ線テレビ装置】
　FPD 型デジタル検出器搭載Ｘ線テレビシステム装置、日立社製 EXAVISTA を２台導入し従来装置より
低被ばくで高精細な透視画像を提供できます。骨折・脱臼の整復、消化管や嚥下造影、透視下内視鏡検査・
治療などが行われています。

【マンモグラフィー装置】
　SIEMENS 社製 MAMMOMAT Inspiration を導入し、少量のＸ線量で質の高い画像を撮影できるよう
になりました。当院はマンモグラフィー検診施設画像認定を取得しており、FPD（平面検出器）システ
ム装置を駆使して早期がんの発見に取り組んでいます。
　その他、一般撮影装置１台と移動型Ｘ線撮影装置１台を導入しました。

放射線科部設置装置（2019年１月１日現在）：一般撮影装置４台、CT 装置（80列）１台、MRI 装置（1.5
Ｔ）２台、血管撮影装置２台、乳房撮影装置１台、Ｘ線テレビ装置２台、骨密度測定装置１台、移動型撮
影装置４台、移動型透視装置３台

新 し い 医 療 機 器 紹 介

Canon 社製80列マルチスライス CT
Aquilion Prime SP

SIEMENS 社製1.5Ｔ MRI 装置
MAGNETOM Amira

写真：PHILIPS 社提供

PHILIPS 社製血管撮影装置
Azurion
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新しくなった福島赤十�字病院《外来の流れ》

EV

ER1

ER

PFM
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EV

EV
EV

1F

2F
●外来
　A：産婦人科
　B：眼科　外科　呼吸器外科
　C：内科　消化器内科　呼吸器内科
　　糖尿病・代謝内科
　D：循環器内科　整形外科
　E：脳神経内科　脳神経外科
　　心臓血管外科　麻酔科
　F：精神科　泌尿器科　耳鼻咽喉科
　　皮膚科　形成外科
　G：小児科

●問診コーナー……………… ③
●看護外来／薬剤師外来
●化学療法室
●臨床検査（採血・採尿）  …… ⑥

●ER（救急外来）／防災センター
●医療福祉相談室
●PFM（入退院支援センター）
●健診センター
●総合案内
●総合受付
　　　紹介受付 ………………… ①
　　　受診案内 ………………… ②
　　　ファイル受付 …………… ⑦
●再来受付機 ………………… ④
●保険証確認コーナー ……… ⑤
●自動精算機 ………………… ⑧
●検査ホール
　　　放射線 …………………… ⑥
　　　内視鏡センター ………… ⑥
　　　生理検査 ………………… ⑥
●売店・カフェ
●多目的ホール
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新しくなった福島赤十�字病院《外来の流れ》

① ②

⑥⑤

⑧

⑦

③

④　



バスの利用案内
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新新病院開院に伴い、東浜町線を延伸の上、
「福島赤十字病院停留所」が新設されました。
福島駅東口⑦乗り場よりご利用ください。

※福島駅②・③乗り場発にて「日赤前停留所（国道４号バイ
パス沿い）」もご利用いただけます。

福島駅東口　⑦乗り場 福島赤十字病院
平日のみ ₇：20  ₇：37
 ₉：25  ₉：42
平日のみ ※12：10  ※12：33
 15：50  16：07
 18：05  18：22
 19：35  19：52

福島赤十字病院 福島駅東口
平日のみ ₆：58  ₇：15
 ₇：43  ₈：00
 10：08  10：25
 14：23  14：40
平日のみ ※16：13  ※16：36
 18：28  18：45

「東浜町経由福島赤十字病院線」
運行時刻表

入退院支援センター
地域医療連携課長　田　畑　友　子

入退院支援センターが設置されました。

　入院患者さんが安心して治療を受け、不安なく退院後の療養生活を送っていただけるよう支援する

ことを目的として設置されたものです。患者さんは、入院することが決まると、病状についてはもち

ろんのこと、「どのような準備が必要か」「薬はこのまま服用していても大丈夫か」など、いろいろな

不安を持ちます。そのような不安を少しでも解消して入院生活に入っていただけるよう、看護師、事

務職、必要時には薬剤師、栄養士、ソーシャルワーカー等とも連携をとり支援いたします。

　今までも「入院説明コーナー」での事務職による説明は行っておりました。昨年４月からは看護師

による面談も始まっております。今までは専用の場所がなく、患者様にはご不便をおかけしておりま

したが、新病院では「入退院支援センター」内で対応させていただけるようになりました。また、退

院後の療養生活に不安がある患者様には、ソーシャルワーカーの支援が入院早期より開始できるよう、

情報共有いたします。

　患者様にとっては長い人生のひと時の入院生活を安心してお過ごしいただき、退院後の療養生活に

早期に戻っていただけるよう、スタッフ一同努めてまいりますのでよろしくお願いいたします。

※印のダイヤはヘルシーランド経由となります
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一 般 駐 車 場
　第１駐車場、第２駐車場、立体駐車場を従来の
利用方法でご使用できます。
◆通常料金◆　最初の30分は無料です

身障者専用駐車場
　身障者専用駐車場を新設しました。
　身障者専用駐車場には一般車両の駐車はご遠慮
ください。
　ロック板はありませんが車両感知器にて駐車車
両を確認しています。
　入庫時：必ず「駐車証明書」をお取りになり会

計の際、ご提示ください。
　出庫時：必ずサービス券を投入するか現金にて

ご精算ください。

月～金 土・日

基本料金
₇：00～14：00

30分100円
₉：00～17：00

30分100円

上記時間以外／60分100円

夜間最大料金 21：00～翌₇：00／最大600円

₁．外来患者様・面談等病院から呼出の方・手術待ちのご家族様
　【割引認証を受けていただき₂時間まで無料、24時間まで100円】
　【割引認証場所】昼間：総合受付　夜間：防災センター

₂．10日間出入り自由のお得なパスカード
　【1,000円（税込）／10日間有効】　【販売場所】防災センター（₈：00～19：30）

₃．事前精算機
　【場所】₁階エントランスホール
　　事前精算機で駐車料金のお支払いができます。
　　（駐車場の精算機でもお支払い可能）。精算後30分以内に出庫してください。

駐車場利用案内



各科の
外来診療予定表

平成31年１月１日現在
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診療科 受　　　付 月 火 水 木 金

内 科
消化器内科

午前11：30迄 宮田　昌之
黒田　聖仁
藁谷　雄一

梅田　隆志（医大）
（呼吸器内科）

（新患）寺島久美子

黒田　聖仁
寺島久美子
菅野有紀子

医大（内分泌・糖）
（第１、３、５週のみ）

（新患）児玉　健太

宮田　昌之
児玉　健太
藁谷　雄一

東川　隆一（医大）
（呼吸器内科）

（新患）天目　純平
（医大）

（膠原病）

寺島久美子
菅野有紀子

医大（総合内科）
坂本　夏美（医大）

（内・消）

（新患）宮田　昌之

宮田　昌之
黒田　聖仁
菅野有紀子
児玉　健太

（新患）藁谷　雄一

午後₂：00～₄：00迄（火） 宮田　昌之 田中　健一（医大）
（腎臓内科）

禁煙外来

内視鏡
午前11：30迄

菅野有紀子
児玉　健太

藁谷　雄一
中村　　純（医大）

黒田　聖仁
菅野有紀子

児玉　健太
藁谷　雄一

寺島久美子
引地　拓人（医大）

内視鏡
午後

児玉　健太 藁谷　雄一
中村　　純（医大）

菅野有紀子
大山　　仁（外部医）

児玉　健太
藁谷　雄一

引地　拓人（医大）

糖 尿 病 科 午前11：30迄 佐藤　義憲 佐藤　義憲 佐藤　義憲 佐藤　義憲 佐藤　義憲

循環器内科
午前11：30迄
但し新患の方は11：00迄

※完全予約制

大和田尊之
武田由紀子

中里　和彦（医大）
（新患）担当医

渡部　研一
阪本　貴之

（新患）大和田尊之

大和田尊之
渡部　研一

（新患）阪本　貴之

大和田尊之
阪本　貴之

（新患）渡部　研一

渡部　研一
阪本　貴之
武田由紀子

（新患）担当医
午後 検　査 検　査 検　査 検　査 検　査

精 神 科
午前11：30迄
※新患完全予約制

（紹介状持参の方のみ）

後藤　大介
（新患）横倉　俊也

横倉　俊也
（新患）藤森　春生

藤森　春生 藤森　春生
（新患）横倉　俊也

後藤　大介
（新患）藤森　春生

午後₃：30迄（火）（金）再診のみ 藤森　春生 横倉　俊也

小 児 科

午前11：30迄 三友　正紀（一般）
弓削田英知（一般）

三友　正紀（一般）
弓削田英知（一般）
加藤　朝子（医大）

（神経）（第４週のみ）

三友　正紀（一般） 三友　正紀（心臓）
弓削田英知（一般）

医大（一般）

三友　正紀（一般）

午後₃：30迄 三友　正紀（一般）

弓削田英知（一般）

三友　正紀
（健診、予防接種）

弓削田英知
（健診、予防接種）
加藤　朝子（医大）

（神経）（第４週のみ）

三友　正紀（一般） 弓削田英知（腎臓）

医大（予防接種）

三友　正紀（一般）

外 科
午前11：30迄

今野　　修 遠藤　豪一
郡司　崇志

遠藤　豪一
村上　裕子（医大）

（乳腺）

今野　　修
見城　　明（医大）

郡司　崇志
松井田　元

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 午前11：30迄
但し（月）（木）は10：00迄

管野　隆三 管野　隆三
井上　卓哉

管野　隆三 管野　隆三 管野　隆三

心臓血管外科
午前11：30迄 安藤　精一

籠島　彰人
安藤　精一
籠島　彰人

猪狩　次雄（医大） 医大 安藤　精一
籠島　彰人

午後₄：00迄（木） 手　術 検　査 手術・検査 安藤　精一 検　査

整 形 外 科
午前11：30迄
但し（火）（水）（金）は10：30迄

村上　和也
小山　光久

小山　光久
佐藤　法義

村上　和也
佐々木信幸（医大）

村上　和也
佐藤　法義

村上　和也
佐藤　法義

午後（月）（木）予約患者様のみ 検　査 手　術 手術・検査 検　査 手　術

脳神経外科
午前11：30迄 渡部　洋一

市川　　剛
渡部　洋一

藤井　正純（医大）
鈴木　恭一
市川　　剛

渡部　洋一
鈴木　恭一

鈴木　恭一
古川　佑哉

午後 手　術 手　術 検　査 （血管内治療）

脳神経内科 午前11：30迄 守谷　　新 中村耕一郎 中村耕一郎 中村耕一郎 守谷　　新
（もの忘れ外来）

皮 膚 科 午前11：30迄 元木　良和 元木　良和 元木　良和 元木　良和 元木　良和
午後 病　棟 病　棟 病　棟 病　棟 病　棟

形 成 外 科
午前11：30迄 浅井　笑子 手　術 手　術 手　術 手　術
午後₄：00迄
※完全予約制 浅井　笑子 浅井　笑子 浅井　笑子 浅井　笑子 浅井　笑子

泌 尿 器 科
午前11：30迄（水） 丹治　　進（外部医）

（第３水曜日休診）
※完全予約制　但し第₃水曜日は休診

産 婦 人 科

午前11：30迄
但し産科（水）は10：00迄
※完全予約制

矢澤　浩之
伊藤　史浩

矢澤　浩之
伊藤　史浩

伊藤　史浩
矢澤　浩之

伊藤　史浩
矢澤　浩之

矢澤　浩之
伊藤　史浩

午後₄：00迄（月）（水）（金）
※完全予約制

伊藤　史浩

検　査 産後検診

幡　　　進

検査・手術 検　査

伊藤　史浩
（第１、３、５週）

佐藤　麻里
（第２、４週）

手　術

眼 科
午前11：00迄 山田　文子 山田　文子 山田　文子 山田　文子 山田　文子
※完全予約制　但し（月）（水）は10：00迄
午後₃：30迄 手　術 山田　文子 手　術 山田　文子 山田　文子
※完全予約制

耳鼻咽喉科

午前11：30迄
但し（火）は11：00迄／（木）は10：00迄

多田　靖宏
（鼻副鼻腔外来）

大河内幸男

大河内幸男

斎藤友紀子（医大）

多田　靖宏
（嚥下・音声）

大河内幸男

多田　靖宏

大河内幸男

多田　靖宏

小林　徹郎（医大）
谷　亜希子（外部医）
（第２、４週のみ）

午後₄：00迄（水） 外来手術 手　術 多田　靖宏
（嚥下・音声）

松井　隆道（外部医）
（第２、４、５週のみ）

手　術 検　査

麻 酔 科
午前11：30迄 安達　　守 出羽　明子 安達　　守 安達　　守 出羽　明子

（緩和ケア）
※金曜日は出羽医師による緩和ケア外来
午後 手　術 手　術 手　術 手　術 手　術

※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）

※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

※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

※水曜日午後₂：00～₄：00はもの忘れ外来（完全予約制）

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

福
島
市
八
島
町
七
番
七
号
　
　
福
島
赤
十
字
病
院

〒
九
六
〇
―
八
五
三
〇
　
　
　
☎（
〇
二
四
）五
三
四
―
六
一
〇
一

印
刷
　
陽
光
社
印
刷
㈱

発
行

編
集

福島赤十字病院
〒960－8530　福島市八島町７番７号
�TEL�（024）534－6101㈹
�FAX�（024）531－1721　
 http://www.fukushima-med-jrc.jp

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。

（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

午前診察　９：00～　午後診察　２：00～


