
入院のご案内
福島県立医科大学会津医療センター附属病院基本理念

高度な先進医療の研究・開発に取り組み、人間性豊かな優れた医療人の
育成に努め、患者さんに安全で質の高い医療を提供し、新しい地域医療
の創造に貢献します。

私たちは、基本理念を実現するために、次のことを目指します。                
１　命と人権とプライバシーを尊び、高い倫理観のもと、患者さん中心の
　　心温まる医療を提供します。                
２　患者さん一人ひとりのニーズにこたえ、安心できる最高水準の医療、
　　先進医療を提供します。                
３　人々の命と未来を支える誠実かつ優秀な医療人を育成します。                
４　地域の医療・研究・産業の力を統合し、新しい医学・医療を創造しま
　　す。                
５　日々進歩する医学・医療について、県内、全国、そして世界へ情報を
　　発信します。                

目　 標

             さんの入院日は

　　　　年　　月　　日（　  ）です。

入退院窓口（４番）へ　　時にご来院ください。

福島県立医科大学会津医療センター附属病院
〒969-3492　福島県会津若松市河東町谷沢字前田 21 番地２

TEL（0242）75-2100　FAX（0242）75-3407

●病床数　226 床                
●診療科　                
 総合内科／漢方内科／漢方外科／循環器内科／血液内科／消化器内科／糖尿病・内分泌代謝・腎臓
 内科／感染症・呼吸器内科／神経内科／心身医療科／外科／呼吸器外科／小腸・大腸内科／大腸肛
 門外科／整形外科・脊椎外科／眼科／皮膚科／泌尿器科／耳鼻咽喉科／放射線科／麻酔科／病理診
 断科／歯科／リハビリテーション科／緩和ケア科／心臓血管外科               
●外来受付時間 午前８時～ 12 時（診療科によって受付時間は異なりますので、詳しくは職員にお尋            
   ねください。）            
●診療開始時間 午前９時            
                

令和 3 年 1 月作成

病院案内

●特別室
１日の料金 部　屋　番　号

特別室 A
（個室）

特別室Ｂ
（個室）

19,800 円

6,600 円

432, 532

325, 326, 327, 425, 426, 427, 428, 430, 431, 475, 476, 477, 525, 526,
527, 528, 530, 531, 601, 602, 603, 605, 621, 622, 623

６階

５階
       

４階
       

３階

2 階

1 階

※混合病棟
一般病床　　15 床
結核病床　　14 床
感染症病床　  8 床

緩和ケア病棟
（18 床）

一般病棟
(42 床 )
一般病棟
(42 床 )

一般病棟
(34 床 )

一般病棟
(42 床 )

混合病棟※
(37 床 )

教育・研究部門

レストラン

検査 救急 薬剤 栄養内視鏡 外　　　　　来画像
診断

透析 手術 病理リハビリテー
ション

（ICU）
（4 床）









病院内の主な施設
1階平面図
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階段

トイレ

トイレ

トイレ トイレ

トイレ

トイレ

総合案内

処方箋 FAX コーナー

施設名 取扱内容（場所） 営業時間

コンビニ
（ローソン） １階

１階

１階

食品、日用品、雑貨等

飲み物、菓子、雑誌等

東邦銀行ＡＴＭ

年中無休
平　　日　午前   8:00 ～午後 6:00
土日祝日　午前   8:00 ～午後 4:30

年中無休
平　　日　午前   8:00 ～午後 6:00
土日祝日　午前   8:00 ～午後 4:30

年中無休
平　　日　午前   9:00 ～午後 3:00
土日祝日　午前 10:00 ～午後 3:00

午前 6:00 ～午後 9:00

午前 7:00 ～午後 8:00

終日

終日

午前 9:00 ～午後 7:00
（土、日、祝日）午前 9:00 ～午後 5:00

午前 8:30 ～午後 5:15
（土、日、祝日）休み

終日

カフェ（ローソン）

キャッシュコーナー

１階

１階

コンビニ（ローソン）内

入院セットのレンタル手続き

ポスト

１階

１階

１階

2 階

１階
4 階

医療情報ラウンジ 医療・健康に関する雑誌、書籍の閲覧
インターネット

公衆電話 医療情報ラウンジとなり
４階南スタッフステーション前

入院セット貸出窓口 午前 9:00 ～午後 5:00
（土、日、祝日）休み

午前11:00～午後3:30（土、日、祝日）休み
※ラストオーダー午後 3:00食堂（レストラン） 定食・麺類・軽食・飲み物

デイルーム ３～６階

３～６階

３～６階

３～６

飲み物（ATMとなり、Cブロック受付前）
飲み物（各病棟デイルーム内）

面会、食事等に利用できます。
（各病棟の中央付近）

自動販売機

テレビカード販売

コインランドリー 各階病棟内（５階北を除く）

各病棟デイルーム内

終日テレビカード精算 1 階薬局窓口向かい



２週間ほど

食事療養費（１食  460 円）

　当院は、地域の医療を担う専門的な病院として、手術や専門的な治療が必要な患者さんを中心に医療を行ってお
　ります。このため、症状が安定した方はすみやかな退院をお願いしております。     
　症状が落ち着きましたら、紹介元のクリニックやお近くの「かかりつけ医」などに紹介させていただきます。常
　日頃の健康管理は「かかりつけ医」などお近くのクリニックで診ていただき、定期的な検査や症状増悪時の対応
　を当院でいたします。
　また、早期に在宅での生活がとりもどせるよう、入院時から患者支援センター（看護師、医療ソーシャル・ワー
　カー）が関わり、退院に向けたお手伝いをさせていただいておりますので、病棟の看護師を通じてお気軽にお問
　い合わせください。

　場合は、5 番窓口（地域医療連携）にお気軽にご相談ください。

退院に向けた支援と「かかりつけ医」等への紹介について

心配なこと、困りごとは、ご遠慮なく担当の看護師にご相談ください。   

担当医師へのご相談につきましては、お急ぎの場合を除き担当の看護師をとおし

て日時等の調整をさせていただきます。       

また、栄養に関するご相談は、管理栄養士がお受けいたします。    

なお、医療ソーシャルワーカーが、患者支援センターにおりますので、お気軽に

ご相談ください。相談内容については、秘密を厳守いたします。    

患者さんやご家族が、安心して治療を受けることができ、１日でも早く退院でき

ますよう医療と社会福祉の立場からお手伝いさせていただきます。

19,800 円 
6,600 円 

2,350 円 6,750 円 

さん

さん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ください。
 9 .  病院敷地内（駐車場も含め）は、全面禁煙です。アルコール類も禁止です。

感染の予防上、お子さんの面会、また、咳などの呼吸器症状のある方は面会をご遠慮ください。



２週間ほど

食事療養費（１食  460 円）

●　支払窓口　　　当院会計窓口（１階）　　平日の午前 8:30 ～午後 5:00              
　　　　　　　　　現金およびクレジットカード・電子マネーでお支払いできます。              

当院で取り扱いできる
電子マネー

19,800 円 
6,600 円 

2,350 円 6,750 円 
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