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病院長

竹石

恭知

当院のもう一つの重要な役割は、地域医療への貢献
です。昨今の新型コロナウイルス感染症への対応にお
いては、福島県、医師会、病院協会を始めとする関係
機関の皆様と連携して「福島モデル」を構築し、医療
体制の確保・調整にあたっているところです。今後も、
県内医療に貢献し、県民に還元する大学病院であり続
けることができるよう全力を尽くして参ります。
当院の約650名の医師，約950名の看護師，約600名の
技師、事務職員等、全ての職員が、心と力を合わせて
患者さん一人ひとりに心の通い合う医療を提供するこ
とができるよう、今後も引き続き努力と研鑽を続けて
参りますので，どうぞよろしくお願いします。

2022年４月１日付けで病院長を
拝命いたしました。紙面をお借り
してご挨拶申し上げます。
福島県立医科大学附属病院は明
治４年(1871年)に開設された白河仮
病院を祖とする150年近い歴史を有する病院です。その
後、須賀川病院、福島県立女子医学専門学校時代を経て、
昭和27年(1952年)に新制福島県立医科大学が設置され新
たな歩みを始めました。昭和63年(1988年)には杉妻町か
ら光が丘に移転し現在の病院が完成しています。
当院の基本理念は「健康を支える医療・心温
まる医療を目指して県民と共に歩む」であり
ます。この基本理念の下、当院は、県内唯一
の特定機能病院として、最先端の医療を県民
の皆様へ提供する責務を担うとともに、地域
医療を充実させ、地域創生に貢献できるよう
な高い見識と多様な能力を有する医療人を育
成し、大学部門と連携し新しい医学の創造に
結びつく臨床研究に取り組んでおります。そ
して、その実践により、県民の皆様の健康な
暮らしを確保し、病（やまい）克服のお手伝
いをすることが、当院の大切な使命であると
考えております。
当院全景。福島県における中核的な医療機関として、努力と研鑽を続けて参ります。
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病衣・タオル・紙おむつ・日用品・付添寝具
手ぶらで入院・手ぶらで退院

入院セットレンタル
お申込・お問合せ先：レンタル受付窓口

024ｰ548ｰ8777
ローソン福島県立医科大学附属病院店（エレベーターホール隣）
ローソン福島県立医科大学店（７号館内）

＊院内1階、入退院受付横 9番窓口
月〜土曜日 9：00〜17：00（日祝祭日休日）
土曜日はきぼう棟1階ローソン南側にて営業します。
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新任挨拶
副病院長

濱口

杉大

2022年４月より教育・研修・地
域連携担当副病院長を拝命してお
ります。私は卒後、大学附属病院
ではなく、独自に研修医や指導医
を 集 め る 教 育 病 院 で 研 修 を 受 け、
研鑽を積み、さらに指導医として若手の育成に関わっ
てきました。その経験をいかして内科医がいなかった
市中病院に研修環境を整備し、多くの若手医師を集め
ることができました。また、北海道では離島を含めた
僻地の小規模病院にて、院内だけでなく自治体とも協

副病院長

室野

重之

2022年4月より副病院長（業務担
当）を拝命いたしました室野重之
と申します。自身の専門は耳鼻咽
喉科・頭頸部外科です。私は石川
県 の 出 身 で す が、 あ る 情 報 で は、
石川県人は消極的でおっとり、と紹介されていました。
「慎重でおとなしいが、忍耐力だけはあるので、コツコ
ツ真面目に働く。
」「なかなか感情を表に出さないので、
最初は付き合いにくいが、時間をかけて親交を深めれ
ばOK。」な県民性のようです。県民性など懐疑的でし

甲状腺・内分泌内科
部長

古屋

文彦

令和４年５月１日付けで甲状腺・
内分泌内科部長を拝命いたしまし
た。 古 屋 文 彦（ ふ る や ふ み ひ こ ）
と申します。４月までは山梨大学
医学部附属病院で内分泌・腎臓内
科の診療を担当していました。甲状腺・内分泌内科では、
内分泌疾患の診療を糖尿病内分泌代謝内科の先生方と
ともに担当させていただきます。
内分泌器官はホルモンという化学物質を合成して血
液中に分泌しています。これらのホルモンはわかって
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力して地域医療に従事してまいりました。このような
経験から教育は人を集め組織を活性化させ、地域連携
は組織をつなげ地域医療を活性化することを学びまし
た。
このように教育・研修・地域連携は私のこれまでの
ライフワークであり、大学附属病院という、まさに医
療人が生まれ、育ち、集まり、そして高度先進医療と
地域医療の中心的役割を担う場において、今回の役割
を拝命されたことは非常に意義深いことと感じており
ます。附属病院のために、そして福島県のために一層
努力する所存でございます。どうぞよろしくお願い申
し上げます。

たが、よくよく考えてみますと、どちらかというと自
身もそのような感じかもしれません。
業務では、臨床研究・治験、感染制御、医療情報が
担当となります。いずれも派手さこそありませんが、
病院を支える重要な骨組みです。新しい医学の創造へ
貢献すること、安心して医療を提供できる＆受けてい
ただける環境をつくること、単なる電子化ではなくデ
ジタルトランスフォーメーションを推進すること、が
課せられた使命です。消極的でおっとりしている間は
ありません。当院の発展のため、微力ながら努めてま
いる所存です。ご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願い
申し上げます。

いるだけでも100種類以上あり、全身のさまざまな場所
で作られています。代表的な内分泌器官には、視床下部・
下垂体・甲状腺・副甲状腺・副腎・膵臓・腎臓・性腺
などがあります。これらの内分泌器官はホルモンの血
液中の濃度を狭い範囲で巧妙に調節していますが、ホ
ルモンの値が高すぎたり、低すぎたりすると体の調節
機構がくずれて、高血圧、頻脈、糖代謝異常、電解質
異常、骨粗鬆症など様々な異常を生じます。近年、こ
うした内分泌疾患に対する病態解明の研究が進歩して
おり、新しい治療薬や治療法が開発されています。正
確な診断によって、より良い治療が患者さまにお届け
できるよう、他の診療科のご協力を頂きながら努めて
参ります。

歯科口腔外科
部長

金子

哲治

令和４年４月１日付けで歯科口
腔外科部長を拝命いたしました金
子哲治と申します。歯科口腔外科
は口腔を中心に顔面や顎骨、頸部
に生じた疾患の治療を行っていま
す。
例えば、抜歯を受けた御経験がある方は多いかと思
いますが、抜歯は最も頻度が高い口腔外科手術の一つ
です。抜歯術の難度は様々ですが、特に、顎骨に完全
に埋まっている智歯（いわゆる親知らず）の抜歯は難

病院経営戦略部
部長

鈴木

弘行

令和４年４月より病院経営戦略
部長を拝命いたしました呼吸器外
科の鈴木弘行です。昨年度まで附
属病院長をさせて頂いておりまし
たが、引き続き病院の運営に関わ
らせていただくことになりました。
さて、経営戦略部とは何をする部署か？ 一言でい
うならば病院運営の「司令塔」の役割です。経営とい
う名前から、財務的なこと？と思われがちですが、実
際には、病院長の指示のもと、患者さんのためより良

病院施設関係
先端的低侵襲手術センターは、附属病院の組織として
今年４月に新たに発足しました。

度が高く全身麻酔下で行うこともあります。また、齲
歯や歯槽膿漏が悪化すると、炎症が顎骨や周囲組織に
波及し急速に重篤化することがあり、緊急に入院下で
の治療が必要になることがあります。その他、口腔がん、
顎関節疾患、顎変形症、顎骨腫瘍、インプラント造骨
などの治療を行っていますので気軽にご相談下さい。
私はこれまでに当診療科に所属され地域の歯科口腔外
科医療に尽力してこられた多くの同門の諸先生方が築
かれた診療科を更に発展させるべく、高度な医療提供、
学術研究活動、歯科・口腔外科医の育成、地域医療へ
の貢献に、つねに高い志を持って取り組んで参ります。
今後ともよろしくお願いいたします。

い病院になるためには、を考える部署です。例えば今、
当院では様々な工事を行っており皆様にご不便をおか
けしていますが、これも時代に合わせて病院の機能や
設備を見直すためのもので、経営戦略部が中心となっ
て進めています。また、昨年から「KAIZENアワード」
という取り組みを始めました。より良い病院になるた
め組織が自発的に課題を整理、日々改善に繋げていま
す。
少しばかり自画自賛になってしまいましたが、全て
は患者さんに良質で安全な医療を提供するための取組
みとしてご理解いただければ幸いです。どうぞよろし
くお願いします。

先端的低侵襲手術センター

門馬

智之

更に、令和３年10月に当院では「ダヴィンチ」システ
ムの最新鋭版であるXiとXの２機種へと機器を更新しまし

当院においては、手術支援ロボットをはじめ、高度な

た。前世代の機器に比べ機能が充実し，より複雑で難し

手技を用いた治療がますます増加しているところです。

い手術に対する低侵襲手術の提供が可能となりました。

ついては、県民の皆様に高度な医療提供をさらに進め、

今後さらなるロボット支援手術を発展させることで、低

より安全に治療できる体制を構築するため、当センター

侵襲で精緻な治療技術を提供してまいります。

を設置いたしました。
みなさんは「ダヴィンチ」とい
う手術支援ロボットがあることは
ご存知でしょうか。当院では、平
成25年に泌尿器科にて、前立腺切
除術から導入しました。平成30年
にロボット手術保険適応術式が大
きく広がり、それまで、泌尿器科
だけでしたが、順次、呼吸器外科、
消化管外科、婦人科、肝胆膵・移
植外科でも、保険診療として手術
症例を重ねております。
「ダヴィン
チ」を用いた手術は術中の出血量
が少なく、小さな傷口で行われる
手術なので、術後の痛みも少なく、
回復も早い傾向があります。

消化管外科メンバーとダヴィンチXi

3

ോ֓ఱພ֭ΣνȜΑτΗȜ
栄養士からのアドバイス
梅雨のこの時期は、食中毒の菌が増えやすいので、特
に注意が必要です。今回は、食中毒を防ぐための３原則
をご紹介します。
１．つけない
台所に、食中毒の原因となる菌を持ち込まないことが
重要です。食中毒の原因菌やウイルスを食べ物に付けな
いように必ず手を洗いましょう。食品の保管の際にも、
他の食品に細菌が付着しないよう、食べ物は密封容器に
入れたり、ラップをかけたりする必要があります。
２．増やさない
食べ物に付着した菌を増やさないためには、低温で保
存することが重要です。肉や魚などの生鮮食品やお総菜
などは、できるだけ早く冷蔵庫に入れましょう。なお、

冷蔵庫に入れても、細菌はゆっくりと増殖しますので、
冷蔵庫を過信せず、早めに食べるようにしましょう。
３．やっつける
食べ物に付いた菌は、75度以上で１分以上しっかり加
熱して菌を「やっつける」ことが大切です。調理の際には、
食材の中までよく火を通すようにしましょう。火が通り
にくい食品は、弱火で長時間
加熱したり、電子レンジで下
調理してから加熱したりする
と効果的です。肉や魚、卵な
ど を 使 っ た 後 の 調 理 器 具 は、
洗剤でよく洗ってから、熱湯
をかけたり、ハイター等を使っ
たりして殺菌しましょう。

きいてください 院長さん
−より良い医大病院にするために−
「思いやり駐車場がいつも満車でと
ても困っている。思いやり駐車場
を増やして欲しい」
⇒

7/1より、御利用いただける駐車場を増
やしました。該当される方へは、案内図を
お配りいたします。

「面会禁止の中、入院している家族に
荷物を渡す際にメッセージを渡せ
る様にして欲しい」
⇒

御荷物と一緒にメッセージをお預かりし
た際は、
患者さんへお渡しいたしますので、
病棟スタッフへお渡しください。

「思いやり駐車場と病院玄関前を運
行している送迎バスを、年配の方
も利用できるようにして欲しい」
⇒

御年配の方、歩行困難な方も御利用いた
だけます。バス乗降場の案内を新しくしま
した。

スターバックスコーヒー福島県立医科大学附属病院店
営業 平日 7時〜20時
時間 土日祝 9時〜19時
アメリカ シアトル生まれのスペシャル
ティコーヒーストア。
高品質のアラビカ種コーヒー豆から
抽出したエスプレッソがベースのバラ
エティ豊かなエスプレッソドリンクやペ
ストリー、
サンドイッチをお楽しみいた
だけます。
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※次号は、９月下旬に発行を予定しています。

ご利用・お問い合わせは

福島医大病院支店

窓口営業時間：平日【午前の部】 9 : 00から11 : 30
【午後の部】12 : 30から15 : 00

電 話 024−548−5331

受付時間：平日 9 : 00から11 : 30
12 : 30から17 : 00

