
○部長　　△副部長 平成２０年１月１日現在

診療科名 月 火 水 木 金

Ｂ内科新患

　石川　和信（循環器）
　小川　一英（血液）
　大平　弘正（肝）
　斎藤　広信（消化器）
　池田　恒彦（消化器）
　斉藤　理恵（リウマチ・膠原病・免疫内科）
　佐藤　秀三（消化器）
　草野　裕樹（糖尿病・内分泌）
　棟方　充（呼吸器）
　海野　泰典（腎・糖尿病）
　永路　正明（腎・高血圧）
　谷　良宏（糖尿病・内分泌）

　国井　浩行（循環器）
　小林　淳（循環器）
　義久　精臣（循環器）
　七島　晶子（血液）
　鈴木　玲（消化器）
　横川　順子（肝）
　菅野　有紀子（消化器）
　物江　恭子（消化器）
  渡辺　毅（腎臓・高血圧）
  大和田　一範（腎臓・高血圧）
　平井　裕之（糖尿病・内分泌）
　石田　卓（呼吸器）
　旭　浩一（腎・高血圧）
　小倉　江里子（腎・高血圧）
　海野　泰典（腎・高血圧）
　菅谷　芳幸（糖尿病・内分泌）

　大杉　拓（循環器）
　杉本　浩一（循環器）
　高橋　裕志（血液）
　片倉　響子（消化器）
　菅野　香（消化器）
　齋藤　桂悦（消化器）
　物江　恭子（消化器）
　加藤　哲夫（腎臓・高血圧）
　佐久間　裕（腎臓・高血圧）
　村岡　亮（糖尿病・内分泌）
　中原　登志樹（神経内科）
　菅原　綾（呼吸器）（※隔週）
　吉川　素子（呼吸器）（※隔週）
　菅谷　芳幸（内分泌・糖尿病）
　田中　健一（腎・高血圧）

　石橋　敏幸（循環器、血液）
　大河原　浩（一般内科）
　坂本　信雄（一般内科）
　鈴木　均（循環器）
　中里　和彦（循環器）
　野地　秀義（血液）
　渡辺　浩志（ﾘｳﾏﾁ・膠原病・免疫内科）
　渋川　五朗（消化器）
　中牧　慎太郎（腎・高血圧）
　阿部　和道（消化器）
　佐藤　匡記（消化器）
　佐藤　博亮（糖尿病・内分泌）
　物江　恭子（消化器）
　平井　裕之（糖尿病・内分泌）
　斎藤　純平（呼吸器）
　藤原　淳（内分泌・糖尿病）
　根本　文彦（腎・高血圧）

　齋藤　修一（循環器）
　大杉　拓（循環器）
　八巻　尚洋（循環器）
　小川　一英（血液）
　七島　晶子（血液）
　入澤　篤志（消化器）
　小林　浩子（ﾘｳﾏﾁ・膠原病・免疫内科）
　今村　秀道（消化器）
　佐藤　愛（消化器）
　鈴木　良麿（消化器）
　渡辺　毅（糖尿病・内分泌）
　林　義満（腎臓・高血圧）
　添田　智子（神経内科）
　金沢　賢也（呼吸器）
　根本　文彦（腎・高血圧）
　工藤　明宏（糖尿病・内分泌）

循環器内科、血液内科（旧第一内科）

　川口　美智子（循環器）
　杉本　浩一（循環器）
　斎藤　修一（循環器）
△石橋　敏幸（循環器、血液）
　七島　晶子（血液）

　大河原　浩（循環器、一般内科）
　泉田　次郎（循環器）
　高野　真澄（循環器）
　大杉　拓（循環器）
　金城　貴士（循環器）

　八巻　尚洋（循環器）
　大竹　秀樹（循環器）
　中里　和彦（循環器）
　小川　一英（血液）
　小林　淳（循環器）

　神山　美之（循環器）
　国井　浩行（循環器）
　及川　雅啓（循環器）
　義久　精臣（循環器）

　野地　秀義（血液）
　石川　和信（循環器）
　七島　勉（血液）
　鈴木　均（循環器）
　上北　洋徳（循環器）
　坂本　信雄（循環器）

消化器内科、ﾘｳﾏﾁ・膠原病・免疫内科
（旧第二内科）

　渡辺　浩志（リウマチ・膠原病）
　小林　浩子（ﾘｳﾏﾁ・膠原病・ｱﾚﾙｷﾞｰ）
　引地　拓人（消化管・胆膵）
　阿部　和道（肝）
　佐藤　匡記（消化器）

　渡辺　浩志（リウマチ・膠原病）
　高橋　敦史（肝）
　塩　季織（リウマチ・膠原病）
　斉藤　広信（消化器）
　齋藤　桂悦（消化器）

　小林　浩子（ﾘｳﾏﾁ・膠原病・ｱﾚﾙｷﾞｰ）
　渋川　五朗（上部消化管・胆膵）
　横川　順子（肝）
　若槻　尊（上部消化管・胆膵）
　塩　季織（リウマチ・膠原病）

△入澤　篤志（上部消化管・胆膵）
　小林　浩子（ﾘｳﾏﾁ・膠原病・ｱﾚﾙｷﾞｰ）
  横川　順子（肝）
　今村　秀道（消化器）

　小原　勝敏（消化管・胆膵）
　渡辺　浩志（リウマチ・膠原病）
　片倉　響子（下部消化管）
　高橋　敦史（肝）
　菅野　香（消化器）

腎臓・高血圧内科、糖尿病・内分泌・
代謝内科（旧第三内科）

△加藤　哲夫（腎臓）
　佐久間　裕（腎臓）
　長谷川　浩司（糖尿病）
　村岡　亮（高血圧）
　本間　美優樹（内分泌）

　佐藤　博亮（糖尿病）
　櫻井　薫（腎臓）
　緑川　早苗（内分泌）
　藤原　淳（糖尿病）
　草野　裕樹（高血圧）

　橋本　重厚（内分泌）
　眞田　寛啓（高血圧）
　旭　浩一（腎臓）
　平井　裕之（糖尿病）
　工藤　明宏（糖尿病）
　林　義満（腹膜透析）

　中嶋　真一（糖尿病）
　緑川　早苗（内分泌・糖尿病）
　永路　正明（腎臓）
　小倉　江里子（高血圧）
　大和田　一範（腎臓）

　中牧　慎太郎（腎臓）
　田中　健一（腎臓）
　長谷川　浩司（糖尿病）
　中嶋　真一（糖尿病）
　本間　美優樹（内分泌）

神経内科

　星　明彦（新患）
　柴野　健（新患）
　杉浦　嘉泰（再来）
　添田　智子（再来）

○宇川　義一（新患）
　杉浦　嘉泰（新患）
　松田　希（再来）
　柴野　健（再来）

　中原　登志樹（新患）
　熊谷　智広（再来）
　星　明彦（再来）
　高橋　早苗（新患）
　中村　耕一郎（再来）

　高橋　早苗（再来）
　中原　登志樹（再来）
　添田　智子（新患）

呼吸器内科

○棟方　充（新患・呼吸器一般）
  菅原　綾（再来・呼吸器一般）
  渡邉　香奈（再来・呼吸器一般）
  石井　妙子（再来・呼吸器一般）

△石田　卓（新患・呼吸器一般）
　斎藤　純平（再来・呼吸器一般）
　谷野　功典（再来・呼吸器一般）

　谷野　功典（新患・呼吸器一般）
　金沢　賢也（再来・呼吸器一般）
　佐藤　俊（再来・呼吸器一般）

　斎藤　純平（新患・呼吸器一般）
○棟方　充（再来・呼吸器一般）
　立原　素子（再来・呼吸器一般）

　金沢　賢也（新患・呼吸器一般）
△石田　卓（再来・呼吸器一般）
　大島　謙吾（再来・呼吸器一般）

消化器外科Ⅰ、呼吸器外科、小児外科
（旧第一外科）

○後藤　満一（新患）
○寺島　雅典（新患・消化管）
△木暮　道彦（新患・消化管）
　大須賀　文彦（新患・消化管）
　佐瀬　善一郎（消化管）
　佐藤　佳宏（肝・胆・膵・移植）
　米地　敦（呼吸器外科）
　山下　方俊（小児外科）

○後藤　満一（新患）
　大須賀　文彦（新患・消化管）
　佐瀬　善一郎（新患・消化管）
○寺島　雅典（消化管）
　見城　明（肝・胆・膵・移植）
　樋口　光徳（呼吸器外科）
　山下　方俊（小児外科）

○後藤　満一（新患）
○寺島　雅典（新患・消化管）
△木暮　道彦（新患・消化管）
　樫村　省吾（消化管）
　見城　明（肝・胆・膵・移植）
　星野　実加（呼吸器外科）
　伊勢　一哉（小児外科）

○後藤　満一（新患）
　大須賀　文彦（新患・消化管）
　樫村　省吾（新患・消化管）
　大須賀　文彦（消化管）
　木村　隆（肝・胆・膵・移植）
　鈴木　弘行（呼吸器外科）
　伊勢　一哉（小児外科）

○後藤　満一（新患）
△木暮　道彦（新患・消化管）
　斎藤　拓朗（肝・胆・膵・移植）
　長谷川　剛生（呼吸器外科）
　山下　方俊（小児外科）

消化器外科Ⅱ、内分泌外科（甲状腺・
副腎）、乳腺外科（旧第二外科）

○竹之下　誠一（新患）

午後
　鈴木　眞一（内分泌外科・再来）
　大竹　徹（乳腺外科・再来）

○竹之下　誠一（新患）
　鈴木　眞一（内分泌外科・再来）
　福島　俊彦（内分泌外科・再来）
　中野　恵一（内分泌外科・再来）

○竹之下　誠一（新患）
　大竹　徹（乳腺外科・再来）
　相楽　浩哉（乳腺外科・再来）
　安田　満彦（乳腺外科・再来）

○竹之下　誠一（新患）
　
午後
　野水　整（遺伝外来）
　金沢　匡司（樹状細胞免疫療法）

○竹之下　誠一（新患）
　大木　進司（消化管・再来）
　中村　泉（消化管・再来）
　小山　善久（肝胆膵・再来）
　佐久間　浩（肝胆膵・再来）

脳神経外科

整形外科

　江尻　荘一（新患）
　大内　一夫（新患）
　橋本　慶太（新患）
△紺野　慎一（脊椎）
　矢吹　省司（脊椎）
　大谷　晃司（脊椎）
　二階堂　琢也（脊椎）
　田地野　崇宏（腫瘍）
　山田　仁（腫瘍）
午後
△紺野　慎一（側弯）、矢吹　省司（側弯）
　二階堂　琢也（側弯）、大谷　晃司（側弯）
　

○菊地　臣一（新患）
　大谷　晃司（新患）※
　川上　亮一（新患）※
　大井　剛太（新患）※
　※の医師は手術日のため変更になること
　　があります。

　田地野　崇宏（新患）
　宍戸　裕章（新患）
  高橋　洋子（新患）
　青田　恵郎（股関節）
　大橋　寛憲（股関節）
　沼崎　広法（膝関節・スポーツ）
　大井　剛太（膝関節）
　佐藤　弘一郎（リウマチ）
午後
　武田　浩一郎（小児）
　武田　幸恵（小児）
　萩野　精太（小児）
　青田　恵郎（股関節）
　大橋　寛憲（股関節）

○菊地　臣一（新患）
　矢吹　省司（新患）※
　沼崎　広法（新患）※
　二階堂　琢也（新患）※

　※の医師は手術日のため変更になること
　　があります。

△紺野　慎一（新患）
　山田　仁（新患）
　大橋　寛憲（新患）
　宍戸　裕章（肩関節）
　立原　久義（肩関節）
　江尻　荘一（手・再建・神経）
　川上　亮一（手・再建・神経）
　高橋　洋子（手・再建・神経）
　大内　一夫（足）

心臓血管外科

○横山　斉（後天性）
　佐藤　洋一（後天性）
　若松　大樹（先天性）

○横山　斉（後天性）
△佐戸川　弘之（後天性）
　佐藤　洋一（後天性）
　高瀬　信弥（後天性）
　若松　大樹（先天性）

○横山　斉（後天性）
△佐戸川　弘之（後天性）
　猪狩　次雄（後天性）
　高瀬　信弥（後天性）
　三澤　幸辰（後天性）

形成外科
　大河内　真之（形成外科一般） △梶川　明義（乳房再建・臍形成・形成外科一

般）
○上田　和毅（顔面神経麻痺・形成外科一般） ○上田　和毅（顔面神経麻痺・形成外科一般）   舘下  亨（形成外科一般・レーザー）

産科婦人科

○佐藤　章（周産期・腫瘍）
　小宮　ひろみ（内分泌・思春期）
　熊耳　敦子（周産期）
　高山　智子（周産期）
　園田　みゆき（産婦人科新患一般）

△大川　敏昭（周産期）
　小宮　ひろみ（内分泌・思春期）
　高山　智子（周産期）
　園田　みゆき（産婦人科新患一般）

　高山　智子（周産期）
　小宮　ひろみ（内分泌・思春期・生殖）
　園田　みゆき（産婦人科新患一般）

○佐藤　章（周産期・腫瘍）
　藤森　敬也（周産期）
　伊藤　明子（生殖・内分泌）
　月川　奏（更年期・骨粗鬆症）
　小宮　ひろみ（内分泌・思春期）

△山田　秀和（腫瘍）
　小宮　ひろみ（内分泌・思春期）
　高山　智子（周産期）
　両角　和人（生殖）
　園田　みゆき（産婦人科新患一般）

小児科

○細矢　光亮（神経・感染症）
　鈴木　順造（腎臓病・膠原病・アレルギー）
　佐野　秀樹（血液・悪性腫瘍）
　福田　豊（循環器）
　森田　浩之（神経・運動器）

　菊田　敦（血液・悪性腫瘍）
　伊藤　正樹（血液・悪性腫瘍）
　石井　勉（新生児）
　高野　恵（腎臓病・膠原病・アレルギー）
　今村　孝（新生児）

　川崎　幸彦（腎臓病・膠原病・アレルギー）
　鈴木　順造（腎臓病・膠原病・アレルギー）
　橋本　浩一（感染症）
　三友　正紀（循環器）
　加藤　朝子（神経・運動器）

　菊田　敦（血液・悪性腫瘍）
　伊藤　正樹（血液・悪性腫瘍）
　佐藤　真紀（新生児）
　陶山　和秀（腎臓病・膠原病・アレルギー）

○細矢　光亮（神経・感染症）
　川崎　幸彦（腎臓病・膠原病・アレルギー）
　桃井　伸緒（循環器）
　陶山　和秀（腎臓病・膠原病・アレルギー）
　金子　真利（新生児）

眼科

○飯田　知弘（新患、黄斑、網膜、硝子体）
△石龍　鉄樹（新患、黄斑、網膜、硝子体）
　齋藤　昌晃（新患、黄斑、網膜、硝子体）
　永山　大（新患、黄斑、網膜、硝子体）
　丸子　一朗（新患、黄斑、網膜、硝子体）
　坂井　栄一（新患、黄斑、網膜、硝子体）
　齋藤　公護（角膜）
　狩野　麻里子（角膜）
　伊藤　健（角膜）

△石龍　鉄樹（新患）
　古田　実（新患）
　坂井　栄一（新患）
  近藤　剛史（新患）
  森　隆史（斜視・弱視・小児眼科）
　八子　恵子（斜視・弱視・小児眼科）
　橋本　禎子（斜視・弱視・小児眼科）

○飯田　知弘（新患、黄斑、網膜、硝子体）
　古田　実（新患）
　森　隆史（新患）
　鈴木　説子（新患）
△石龍　鉄樹（黄斑、網膜、硝子体）
　齋藤　昌晃（黄斑、網膜、硝子体）
　永山　大（黄斑、網膜、硝子体）
　丸子　一朗（黄斑、網膜、硝子体）
　坂井　栄一（黄斑、網膜、硝子体）
　狩野　麻里子（黄斑、網膜、硝子体）

　古田　実（新患、眼窩外科、腫瘍）
　森　隆史（新患、眼窩外科、腫瘍）
　丸子　一朗（新患）
　齋藤　公護（新患）
　齋藤　国治（新患）
　永山　大（緑内障）
　佐柄　英人（緑内障）
　梶田　雅義（コンタクトレンズ）
  篠原　隆紀（コンタクトレンズ）

　齋藤　昌晃（新患）
　齋藤　公護（新患）
　板垣　可奈子（新患）
　狩野　麻里子（新患）
　郷　佐江（神経眼科）
　鈴木　美佐子（神経眼科）
　山野井　貴彦（神経眼科）

皮膚科

　大塚　幹夫（皮膚疾患一般、新患）
　川上　佳夫（皮膚疾患一般）
　花見　由華（皮膚疾患一般）
　若槻　妙子（皮膚疾患一般）

○山本　俊幸（皮膚疾患一般、新患）
　佐藤　恭子（皮膚疾患一般）
　加藤　保信（皮膚疾患一般）
　西部　明子（皮膚疾患一般）
　富樫　亜吏（皮膚疾患一般）

○山本　俊幸（皮膚疾患一般、新患）
　西部　明子（皮膚疾患一般）
　加藤　保信（皮膚疾患一般）

○山本　俊幸（皮膚疾患一般、新患）
　大塚　幹夫（皮膚疾患一般）
　西部　明子（皮膚疾患一般）
　佐藤　正隆（皮膚疾患一般）
　加藤　保信（皮膚疾患一般）
　鈴木　悠子（皮膚疾患一般）

　大塚　幹夫（皮膚疾患一般）
　三浦　貴子（皮膚疾患一般）
　三浦　貴子（皮膚疾患一般）
　佐藤　恭子（皮膚疾患一般）

泌尿器科・副腎内分泌外科

○山口　脩（新患）
　柳田　知彦（再来、泌尿器一般）
午後
　柳田　知彦（腎移植、腎不全）

　担当医（新患）
△相川　健（再来、泌尿器一般）

　担当医（新患）
　櫛田　信博（再来、泌尿器一般）
　松岡　俊光（再来、泌尿器一般）

　担当医（新患）
　野宮　正範（再来、泌尿器一般）

○山口　脩（新患）
　本田　和也（再来、泌尿器一般）
　宍戸　啓一（再来、泌尿器一般）
午後
　本田　和也（小児泌尿器科、排尿障害）
　宍戸　啓一（女性泌尿器科、排尿障害）
　野宮　正範（小児泌尿器科、排尿障害）

耳鼻咽喉科・頭頸部外科

　松井　隆道（耳鼻咽喉科一般）
　鈴木　政博（耳鼻咽喉科一般）
　村岡　尚恵（補聴器）
午後
　村岡　尚恵（補聴器）

　三浦　智広（耳鼻咽喉科一般）
　松塚　崇（頭頸部腫瘍）
　横山　秀二（頭頸部腫瘍）
午後
　松塚　崇（頭頸部腫瘍）
　横山　秀二（頭頸部腫瘍）
　多田　靖宏（鼻副鼻腔）
　三浦　智広（鼻副鼻腔）

○大森　孝一（耳鼻咽喉科一般）
　松井　隆道（耳鼻咽喉科一般）
　鈴木　雪恵（耳鼻咽喉科一般）
△小川　洋（中耳）
　
午後
　松井　隆道（中耳）

○大森　孝一（音声）
　多田　靖宏（音声）
△小川　洋（耳鼻咽喉科一般）
　鈴木　政博（耳鼻咽喉科一般）
　村岡　尚恵（耳鼻咽喉科一般）
　
午後
　松井　隆道（小児難聴）
　馬場　陽子（小児難聴）

　松井　隆道（耳鼻咽喉科一般）
　村岡　尚恵（耳鼻咽喉科一般）
　横山　秀二（嚥下）
　鈴木　茂憲（嚥下）

心身医療科（旧神経精神科）

　増子　博文（新患）
　境　洋二郎（急患対応）
　板垣　俊太郎（急患対応）

　竹内　賢（新患）
　増子　博文（再来）
　小林　直人（再来）
　高橋　佳（再来）
　井手　基文（再来）
　高橋　淳（急患対応）

○丹羽　真一（再来）
　上野　卓弥（再来）
　河野　創一（再来）
　増子　博文（児童）
　小林　直人（もの忘れ、新患）
　高橋　佳（急患対応）

○丹羽　真一（新患）
　増子　博文（新患）
　高梨　靖子（発達）
　管　るみ子（てんかん・再来）
　高橋　淳（再来）
　笠原　諭（再来）
　河野　創一（急患対応）

　上野　卓弥（新患）
　池本　桂子（新患）
　星野　仁彦（児童）
　竹内　賢（再来）
　境　洋二郎（再来）
　板垣　俊太郎（再来）
　山本　佳子（禁煙）
　勝見　明彦（再来）
　藤森　春生（再来）
　佐藤　奈美（急患対応）
　井手　基文（急患対応）

放射線科

　本荘　浩（新患・再来）
　佐藤　久志（放射線治療）
○宍戸　文男（放射線治療・再来）

病診連携用枠
　宮崎　真（ＩＶＲ外来）

　本荘　浩（新患・再来）
○宍戸　文男（再来）
　佐藤　久志（放射線治療）

病診連携用枠
　長谷川　靖（画像診断外来）
　佐藤　久志（放射線治療外来）
　本荘　浩（ＩＶＲ外来　針生検）

　為田　忠信（新患・再来）
　佐藤　久志（放射線治療）

△橋本　直人（新患・再来）
　佐藤　久志（放射線治療）

病診連携用枠
△橋本　直人（画像診断外来）
　佐藤　久志（放射線治療外来）

　湯川　亜美（新患・再来）

病診連携用枠
　石井　士朗（核医学診断外来）

麻酔・疼痛緩和科

　佐藤　薫（緩和医療）
　中川　雅之（ペインクリニック）
　橋本　孝太郎（ペインクリニック、緩和医療）

　佐藤　薫（緩和医療）
　中川　雅之（ペインクリニック）
　橋本　孝太郎（ペインクリニック、緩和医療）

○村川　雅洋（ペインクリニック　※要確認）
　中川　雅之（ペインクリニック）

　佐藤　薫（緩和医療）
　中川　雅之（ペインクリニック）
　橋本　孝太郎（ペインクリニック、緩和医療）

　佐藤　薫（緩和医療※不在の時あり）
　中川　雅之（ペインクリニック）
　橋本　孝太郎（ペインクリニック、緩和医療）

歯科口腔外科・歯科
○長谷川　博（口腔腫瘍・新患）
  小松　聖美（口腔外科一般・新患）

　佐久間　知子（口唇口蓋裂・新患）
  斎藤　恒夫（口腔腫瘍・新患）

△菅野　寿（顎変形症、新患）
　金子　哲治（口腔外科一般・新患）

　木島　寛（インプラント、新患）
　佐藤　知子（口腔外科一般、新患）

交代制

公立大学法人福島県立医科大学附属病院　外来診療担当医表     〒960-1295福島市光が丘１番地

受付時間　８：１５～１１：００　　休診日　土曜・日曜・休日（国民の祝日に関する法律に定める休日）、年末・年始（12/29～1/3）　代表電話番号　０２４－５４７－１１１１
医療情報部　病病・病診連携担当（事前予約受付）　電話　０２４－５４７－１０７４　FAX　０２４－５４７－１０７５
医療情報部　病病・病診連携担当（事務担当）　電話　０２４－５４７－１０７３
※  女性専門外来の案内につきましても、ホームページをご参照ください。http://www.fmu.ac.jp/byoin/index.html

△佐々木　達也（脳神経外科一般）　松本　正人（脳神経外科一般）　佐久間　潤（脳神経外科一般）　遠藤　雄司（脳神経外科一般）　佐藤　拓（脳神経外科一般）　市川　剛（脳神経外科一般）　宗像　良二（脳神経外科一般）
※　外来の担当曜日は特に決まっておりません。

紹介患者事前診察予約申込受付窓口　電話０２４－５４７－１０７４　ＦＡＸ０２４－５４７－１０７５


