
（◎：診療担当部長、○：診療担当副部長、◆：内科新患統括責任者、◇：内科新患振分担当医）　※（　）内の数字は週数
内訳 月 火 水 木 金 備考

午前 午前 午前 午前 午前 〈分野別診療日〉

〇八巻　尚洋 小林　淳 山田　慎哉（AM） ◎竹石　恭知 杉本　浩一 ◇手足の血管：新患＝月、再診＝金

三阪　智史 及川　雅啓 阿部　諭史 中里　和彦 佐藤　崇匡 ◇成人先天性心疾患：月・水(午後)

　 金城　貴士 ◇デバイス：月(午後)

午前 午前 午前 午前 午前 ◇循環器無呼吸：月・火・木

及川　雅啓 杉本　浩一 石田　隆史 義久　精臣 ○八巻　尚洋 ◇肺高血圧（新患）：木･金（午前）

山田　慎哉 金城　貴士 中里　和彦 三浦　俊輔 阿部　諭史 ◇重症心不全：水（午後）

清水　竹史 三阪　智史 小林　　淳 喜古　崇豊 佐藤　彰彦 ◇腫瘍循環器：火、木（午後）

横川　哲朗 野寺　穣 佐藤　崇匡 佐藤　悠 武藤　雄紀 ◇移植外来：木（午前）

◇VAD：木（午後）

分野 循環器無呼吸 循環器無呼吸 循環器無呼吸 手足の血管 ◇抗がん剤循環器：月・木

三阪　智史 三阪　智史 義久　精臣 佐藤　彰彦

抗がん剤循環器 抗がん剤循環器 小林　淳

及川　雅啓 及川　雅啓 重症心不全（PM)

手足の血管(新患) 腫瘍循環器（PM) 佐藤　崇匡

清水　竹史 石田　隆史

中里　和彦 杉本　浩一

移植外来（AM)

及川　雅啓 佐藤　崇匡

デバイス（PM) 腫瘍循環器（PM)

山田　慎哉 石田　隆史

野寺　穣 VAD（PM)

根橋　健 佐藤　崇匡

喜古　崇豊

抗がん剤循環器

義久　精臣

三浦　俊輔

午前 午前 午前 午前 午前 〈分野別診療日〉

小山大輔/林清人 坂井　晃 ◎池添　隆之 高野　幹 ○木村　哲

再診 高野　幹 原田　佳代 ○木村　哲 高橋裕志/木村哲 深津真彦/林清人

午後 午後 午後

小山大輔 高橋裕志 深津真彦

造血細胞移植後 造血細胞移植後 造血細胞移植後 造血細胞移植後 造血細胞移植後

フォローアップ フォローアップ フォローアップ フォローアップ フォローアップ

9：00-14：30 9：00-14：30 9：00-14：30 9：00-14：30 9：00-14：30

午前 午前 午前 午前 午前 〈分野別診療日〉

○高木　忠之 ◎大平　弘正 阿部　和道 （高橋　敦史） 中村　純 ◇消化管・胆膵：月～金

024-547-1216 高橋　敦史 阿部　和道 亀岡　英介 杉本　充 藤田　将史 ◇肝臓：月～金

加藤　恒孝 郡司　直彦 和田　淳 佐藤　雄紀 川島　一公 ◇特殊検査・治療

鈴木　玲 鈴木　玲 高畑　陽介 (腹部超音波検査：火・水・金)

(須藤　一達) 須藤　一達 (上部消化管内視鏡検査：火・水・木・金)

午前～ 午前～ 午前～ 午前～ 午前～ (下部消化管内視鏡検査：月・水・木・金)

入江　大樹 橋本　陽 綿引　優 加藤　恒孝 佐藤　雄紀 (超音波内視鏡検査・治療：火・水・木・金)

分野 消化管・胆膵 消化管・胆膵 消化管・胆膵 消化管・胆膵 消化管・胆膵 (消化管に対する内視鏡的治療：月～金)

9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 (内視鏡的逆行性胆膵管造影検査・治療：月・水)

引地　拓人 鬼澤　道夫 鈴木　玲 ○高木　忠之 郡司　直彦

中村　純 藤田　～10：00 川島　一公 郡司　直彦 杉本　充 (血管造影：水)

肝臓 肝臓 肝臓 肝臓 肝臓

9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00

阿部　和道 高橋　敦史 高橋　敦史 藤田　将史 林　学

午前 午前 午前 午前 午前 〈分野別診療日〉

天目　純平 〇佐藤　秀三 ◎右田　清志 浅野　智之

松本　聖生 住近　祐哉 藤田　雄也/斎藤　賢司 松本　聖生

024-547-1426 分野 リウマチ・膠原病 リウマチ・膠原病 リウマチ・膠原病 リウマチ・膠原病 リウマチ・膠原病

藤田　雄也 天目　純平 〇佐藤　秀三 〇佐藤　秀三 天目　純平

浅野　智之 浅野　智之 藤田　雄也 松岡　直紀

初診 午前 午前 午前 午前 午前 〈分野別診療日〉

再診 佐藤　敦也 泰　慧 佐藤　孝紀 渡邉　凱 ◇腎臓・高血圧：月～金

024-547-1217 腎臓・高血圧 腎臓・高血圧 腎臓・高血圧 腎臓・高血圧 腎臓・高血圧 ◇腹膜透析：火

8:45-12:00 8:45-12:00 8:45-12:00 8:45-12:00 8:45-12:00 ◇のう胞腎：金

渡辺　秀平 ◎風間順一郎 齋藤　浩孝 小針　英理 ○田中　健一 ◇水曜日は緊急のみ

菅野　真理 東　淳子 佐藤　敦也 岩崎　剛史 木村　浩

腹膜透析 のう胞腎初診

(2/4週）9：00-14：00 13:00-13:30

担当医 ○田中　健一

℡
分野

4 リウマチ・膠原病内
科

初診

◇リウマチ・膠原病：月～金
℡

5 腎臓・高血圧内科

特殊検査・治療
（PM)

特殊検査・治療
（PM)

特殊検査・治療
（PM)

特殊検査・治療
（PM)

特殊検査・治療
（PM)

3 消化器内科 初診

℡

再診

2 血液内科 初診

℡ ◇造血細胞移植後フォローアップ：月
～金

024-547-1222

024-547-1215

再診

成人先天性心疾患
（PM)

肺高血圧（新患）
（AM)

肺高血圧（新患）
（AM)

成人先天性心疾患
（PM)

福島県立医科大学附属病院　外来診療担当医表（令和5年2月1日現在）
※全ての診療科が、初診、再診を問わず完全事前予約制となっています。かかりつけ医からの紹介状と事前予約が必要です。

　　　・予約をされている方は時間に余裕を持って受付をお願いします。予約の変更は直接診療科のにお問い合せください。）
　　　・当日の患者数、入院患者対応、手術・急患対応等により予約時間通りにならない場面が多々ありますので、ご了承ください。

診療科名

1 循環器内科 初診

℡
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（◎：診療担当部長、○：診療担当副部長、◆：内科新患統括責任者、◇：内科新患振分担当医）　※（　）内の数字は週数
内訳 月 火 水 木 金 備考

福島県立医科大学附属病院　外来診療担当医表（令和5年2月1日現在）
※全ての診療科が、初診、再診を問わず完全事前予約制となっています。かかりつけ医からの紹介状と事前予約が必要です。

　　　・予約をされている方は時間に余裕を持って受付をお願いします。予約の変更は直接診療科のにお問い合せください。）
　　　・当日の患者数、入院患者対応、手術・急患対応等により予約時間通りにならない場面が多々ありますので、ご了承ください。

診療科名
初診 猪狩　翔吾 佐藤　雅紘 山口　瑞希 滝口　善規 〈分野別診療日〉

◇糖尿病・内分泌・代謝：月～金

℡ ◇肥満：火、金（第2・4）

024-547-1217 分野

8:45-12:00 8:45-12:00 8:45-12:00 8:45-12:00 8:45-12:00

堀田　悠貴 鴻野　央征 滝口　善規 ◎島袋　充生 田辺　隼人

滝口　善規 堀田　悠貴 山口　瑞希

齋藤　悠 肥満

下村　健寿（第2･4）

午前 午前 午前 午前 午前

○谷野　功典 ◎柴田　陽光 斎藤　純平 二階堂　雄文 金沢　賢也

024-547-1219 午前 午前 午前 午前 午前

金沢　賢也 斎藤　純平 ○谷野　功典 ◎柴田　陽光 峯村　浩之

佐藤　佑樹 二階堂　雄文 鈴木　康仁 鈴木　康仁 河俣　貴也（午前）

力丸　真美（午前） 峯村　浩之

初診 13:00-16:00 第1週

℡ 再診 ◎小宮　ひろみ 14:00-16:00

024-547-1217 中島　大

第2･4週

13:00-16:00

三潴　忠道

第5週

14：00-16：00

◎小宮　ひろみ

第3週

14:30-16:00

北村　拓也

初診 午前 午前 午前 午前

再診 ◎濱口　杉大 ◎濱口　杉大 ◎濱口　杉大 ◎濱口　杉大

024-547-1426 高橋　世 中川　紘明 會田　哲朗 中川　紘明

長沼　透 高橋　世 中本　洋平 會田　哲朗

中本　洋平 長沼　透 中本　洋平

會田　哲朗

中本　洋平

午前 午前 午前 午前

〇松田　希 ◎金井　数明 中原　登志樹 井口　正寛

午前 午前 午前 午前

◎金井　数明 中原　登志樹 〇松田　希 吉澤　茉莉

井口　正寛 黒見　祐美子 阿部　暖 阿部亜妃子/板垣裕也

分野

午前 午前 午前 午前 午前

市川　優寛 〇藤井　正純 岩楯　兼尚 神宮字　伸哉 小島　隆生

黒見　洋介 蛭田　亮 神宮字　伸哉 前田　卓哉 飯島　綾子

長井　健一郎 伊藤　裕平 〈分野別診療日〉

分野 機能的脳外科 脳腫瘍 血管障害 脳血管内治療 ◇機能的脳外科：月

市川　優寛 藤井　正純 前田　卓哉 小島　隆生 ◇脳腫瘍：火・水

黒見　洋介 間脳下垂体腫瘍 小児神経外科 ◇間脳下垂体腫瘍：木

神宮字　伸哉 飯島　綾子 ◇小児神経外科：金

◇脳血管内治療：金

午前 午前 午前 午前 午前

担当医 担当医 担当医 担当医 担当医

午前 午前 午前 午前 午前

濱田　和幸 武藤　哲史 ◎鈴木　弘行 ◎鈴木　弘行 渡部　晶之

024-547-1221 峯　勇人 松村　勇輝 〇岡部　直行

午前 午前 午後 午前 午前

濱田　和幸 武藤　哲史 ◎鈴木　弘行 ◎鈴木　弘行 渡部　晶之

峯　勇人 松村　勇輝 〇岡部　直行

午前 午前 午前 午前 午前

担当医 担当医 担当医 担当医 担当医

024-547-1220 午前・午後 午前・午後 午前・午後 午前・午後 午前・午後 〈分野別診療日〉

斎藤　元伸 〇佐瀬　善一郎 坂本　渉 三村　耕作 千田　峻 ◇がんの遺伝：木

岡山　洋和 菊池　智宏 多田　武志 門馬　智之 花山　寛之

小野澤　寿志 13:00-16:00

◎河野　浩二
分野 がんの遺伝

13:00-15:00

門馬　智之

12 消化管外科 初診 ※場合によって､担当医が変更となる
ことがあります。

℡
再診

診療体制につきましては、｢27 心身医
療科」をご覧ください。

11 呼吸器外科 初診 月曜日は交代制

℡

再診

木曜日は定期の診察はなく、緊急対
応のみとなっております。

再診

脳神経外科 初診
再診

手術スケジュールの関係上、医師の日は変
更になることがありますので、特定の医師の
診察を希望される場合は事前に脳神経外科
までお問い合せ下さい。

8 漢方内科

9 総合内科

℡

10
脳
疾
患
セ
ン
タ
｜

℡024-
547-
1218

脳神経内科 初診

心身医療科 初診

糖尿病・
内分泌代謝

糖尿病・
内分泌代謝

７ 呼吸器内科 初診

℡
再診

6 糖尿病・内分泌・代
謝内科

糖尿病・
内分泌代謝

糖尿病・
内分泌代謝

糖尿病・
内分泌代謝
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（◎：診療担当部長、○：診療担当副部長、◆：内科新患統括責任者、◇：内科新患振分担当医）　※（　）内の数字は週数
内訳 月 火 水 木 金 備考

福島県立医科大学附属病院　外来診療担当医表（令和5年2月1日現在）
※全ての診療科が、初診、再診を問わず完全事前予約制となっています。かかりつけ医からの紹介状と事前予約が必要です。

　　　・予約をされている方は時間に余裕を持って受付をお願いします。予約の変更は直接診療科のにお問い合せください。）
　　　・当日の患者数、入院患者対応、手術・急患対応等により予約時間通りにならない場面が多々ありますので、ご了承ください。

診療科名

午前 午前 午前 午前 午前 〈分野別診療日〉

芳賀　淳一郎 ◎丸橋　繁 小船戸　康英 武藤　亮 佐藤　直哉 ◇肝胆膵：月～金

024-547-1220 ○石亀　輝英 ◇移植外科：火・金

＊移植外科はドナー外来を含みます。

午前・午後 午前・午後 午前・午後 午前・午後 午前・午後

芳賀　淳一郎 見城　明 小船戸　康英 木村　隆 見城　明

○石亀　輝英 武藤　亮 木村　隆

佐藤　直哉

分野 肝胆膵 肝胆膵 肝胆膵 肝胆膵 肝胆膵

芳賀　淳一郎 ◎丸橋　繁 小船戸　康英 武藤　亮 見城　明

○石亀　輝英 木村　隆

佐藤　直哉

移植外科 移植外科

◎丸橋　繁 佐藤　直哉

午前 午前

阿部　貞彦 ◎大竹　徹

024-547-1221 阿部　貞彦

午前・午後 午前・午後 午前・午後 午前・午後 午前

岡野　舞子 岡野　舞子 〇立花　和之進 岡野　舞子 阿部　貞彦

野田　勝 星　信大 野田　勝 星　信大

阿部　貞彦 星　信大

午前 午前 午前

○清水　裕史 滝口　和暁 南　洋輔

024-547-1227 午前 午前 午前

○清水　裕史 滝口　和暁 ◎田中　秀明

午後 午後 南　洋輔

○清水　裕史 ○清水　裕史

午前 午前 午前 午前 午前 〈分野別診療日〉
◎古屋　文彦（内
科）

齋藤　悠（内科） ◎古屋　文彦（内科） ◇甲状腺内分泌：月～金

○松本　佳子（外科） ○松本　佳子（外科） ◇癌の遺伝：木（要予約）

塩　功貴（外科） 塩　功貴（外科）

再診 午前 午前 午前 午前 午前

○松本　佳子（外科） ○鈴木　悟（内科） 齋藤　悠（内科） ◎古屋　文彦（内科） ○松本　佳子（外科）

田辺　隼人（内科） ○松本　佳子（外科） 岩舘　学（外科） 橋本　重厚（内科）

塩　功貴（外科） 塩　功貴（外科） 塩　功貴（外科）

鈴木　聡（外科）

分野 甲状腺内分泌 甲状腺内分泌 甲状腺内分泌 甲状腺内分泌 甲状腺内分泌

8:45-12:00 8:45-13:00 8:45-12:00 8:45-12:00 8：45-12：00
◎古屋　文彦（内
科）

鈴木　眞一（外科） ○松本　佳子（外科） ○鈴木　悟（内科） ○鈴木　悟（内科）

○松本　佳子（外科） 鈴木　聡（外科） 塩　功貴（外科） 志村　浩己（内科） ○松本　佳子（外科）

塩　功貴（外科） 中野　恵一（外科） 鈴木　聡（外科） 癌の遺伝（PM) 塩　功貴（外科）

○松本　佳子（外科） 角田　ますみ（外科）

塩　功貴（外科） ○松本　佳子（外科）

○水沼　廣（外科）

午前 午前 VAD外来 午前

◎横山斉（※） ◎横山斉（※） 午後 ◎横山斉（※）

024-547-1224 若松　大樹 高瀬　信弥 山本　晃裕 猪狩　次雄

瀬戸　夕輝 瀬戸　夕輝 新城　宏治 高瀬　信弥

山本　晃裕 新城　宏治 石田　圭一 若松　大樹

大血管 山本　晃裕

午前・午後～15：00 新城　宏治 〈分野別診療日〉

高瀬　信弥 石田　圭一 ◇大血管：水

瀬戸　夕輝 午後 ◇VAD外来：木（午後）

五十嵐　崇

（第1・第3(金)のみ）

※横山教授の診察を希望される場合は、事
前に心臓血管外科までお問い合わせくださ
い。
・２つの診察室で診療をしている関係上、医
師の日は固定しておりません。特定の医師
の診察を希望される場合は、事前に心臓血
管外科までお問い合わせください。

℡

16 甲状腺・内分泌診
療センター

初診

℡

024-547-1416

17 心臓血管外科 初診

再診

15 小児外科 初診

℡
再診

再診

※場合によって担当医が変更となるこ
とがありますので、ご了承ください。

14 乳腺外科 初診

℡

13 肝胆膵・移植外科 初診

℡
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（◎：診療担当部長、○：診療担当副部長、◆：内科新患統括責任者、◇：内科新患振分担当医）　※（　）内の数字は週数
内訳 月 火 水 木 金 備考

福島県立医科大学附属病院　外来診療担当医表（令和5年2月1日現在）
※全ての診療科が、初診、再診を問わず完全事前予約制となっています。かかりつけ医からの紹介状と事前予約が必要です。

　　　・予約をされている方は時間に余裕を持って受付をお願いします。予約の変更は直接診療科のにお問い合せください。）
　　　・当日の患者数、入院患者対応、手術・急患対応等により予約時間通りにならない場面が多々ありますので、ご了承ください。

診療科名
分野 脊椎（側弯も含む） 股関節 骨粗鬆症 肩関節 〈分野別診療日〉

8:45-11:30 8:45-11:30 9:30-11:30 8:45-11:30 ◇脊椎：月

024-547-1223 ◎紺野　愼一 青田　恵郎（第2.4） 山田　仁 佐藤　亮平 ◇骨軟部腫瘍：月

矢吹　省司 大橋　寛憲（第.3） 横田　武尊 増子　遼介（不定期） ◇股関節：水

大谷　晃司 荒　文博 ◇膝関節：水

○二階堂　琢也 佐藤　法義（第1.2.4.5） ◇リウマチ：水

渡邉　和之 新田　夢鷹 ◇小児：水

加藤　欽志 草野　敬悟 8:45-11:30 ◇上肢スポーツ体外衝撃波：第1,3,5水

小林　洋 菅原　崇寛（第1.3.5） 江尻　荘一（第2） ◇骨粗鬆症：木

小林　良浩 膝関節 畑下　智 ◇肩関節：金

骨軟部腫瘍 8:45-11:30 佐々木　信幸 ◇手・再建/重度四肢外傷：金

8:45-11:30 沼崎　広法 亀田　拓哉 ◇麻痺・末梢神経：金

箱﨑　道之 吉田　勝浩 小林　一貴（第2） ◇足：金

金内　洋一 髙橋　洋二郎（第2､4） 佐藤　俊介 ※一般外来は行っておりません。

田地野　崇宏 リウマチ 伏見　友希

（第1.3.5） 8:45-11:30 麻痺・末梢神経

佐藤　弘一郎 8:45-12:30

小児（1､3､5） 関口　泰史

13:30-16:00 高橋　直人

武田　浩一郎（第3） 亀田　拓哉（第2）

松尾　洋平（第1､3､5） 平井　亨（第4）

内村　啓（第1､3､5） 足

8：45-11：30

大内　一夫（第1.3.5）

14：00-16：00 川原田　圭（第1.3.5）

猪狩　貴弘（第1,3） 結城　拓也（第1.3.5）

肩関節 佐藤　俊樹（第1､3､5）

15：00-17：00

宍戸　裕章（不定期）

初診 午前 午前 午前 午前 午前 〈分野別診療日〉
再診 北村　成紀 ◎小山　明彦 休診 休診 ◎小山　明彦（第3） ◇乳房再建：月（午前）

024-547-1225 佐藤　順紀 ○齋藤昌美（第1,3） （緊急に対応） （紹介・緊急に対応） ○齋藤昌美（第2,5） ◇顔面神経麻痺：月（午前）

永峰　恵介 北村　成紀(第2,3,4) ◇リンパ浮腫：木（午前）

曽根　良子 永峰　恵介(第1,2,4) ◇腫瘍・再建：火（午前）

半田　千紘 ◇唇裂・口蓋裂・小耳症：火（午前）

分野 午前 午前 午前 午前 午前 ◇レーザー：第2,4木(午後）

リンパ浮腫(第3） ◇赤ちゃんの頭の形診療：第3金（午前）

永峰　恵介 ◇顎顔面：第3金（午後）

北村　成紀 ◎小山　明彦 ◇胸郭変形：第3まはた4金（午後）

佐藤　順紀 曽根　良子 ◇血管腫･血管奇形：第2,4金（午前）

顔面神経麻痺 腫瘍・再建

北村　成紀 ○齋藤昌美（第1,3）

永峰　恵介 永峰　恵介

午後 午後

レーザー（第2,4）

北村　成紀

曽根　良子 ◎小山　明彦

◎小山　明彦 北村　成紀

曽根　良子

胸郭変形（第3または4）

望月　靖史

北村　成紀

佐藤　順紀

午前 午前 午前 午前 午前 〈分野別診療日〉

◎藤森　敬也 ◎添田　周 小宮　ひろみ ◎渡邉　尚文 ◎髙橋　俊文 ◇生殖・内分泌：月・水・木・金

024-547-1226 周産期 腫瘍 内分泌・思春期 腫瘍 生殖・内分泌・内視鏡 ◇周産期・遺伝：月

一般再診 一般再診(午前） 一般再診 一般再診(午前） 一般再診 ◇腫瘍：火・木

植田　牧子 佐藤　哲 遠藤　雄大 加茂　矩士/添田　周 加藤　麻美 ◇女性ホルモン：第2,4火

産科再診(午前） 産科再診(午前・午後） 産科再診(午前・午後） 産科再診(午前） 産科再診(午前） ◇内分泌・思春期：水

○山口　明子 今泉花梨/磯上弘貴 神保正利/福田冬馬 安田　俊 磯上　弘貴 ◇女性骨盤底再建：水

分野 生殖・内分泌 腫瘍 生殖・内分泌 生殖・内分泌 生殖・内分泌 ◇腫瘍・遺伝：木

9:00-16:00 9:00-12:00 9:00-13:30 9:00-16:00 9:00-10:00/13:00-14:00 ◇周産期：木

髙橋　俊文 ○添田　周 菅沼　亮太 菅沼　亮太 髙橋　俊文

菅沼　亮太 大越千弘/三浦秀樹 大越千弘/三浦秀樹 菅沼　亮太

大越　千弘 女性ホルモン 内分泌・思春期 腫瘍・遺伝 大越千弘/三浦秀樹

三浦　秀樹 （第2･4火曜）14:00-16:00 9:00-12:00 9:00-12:00 　

周産期・遺伝 小宮　ひろみ（第4） 山口　明子（第1.3） ◎渡邉　尚文

9:00-12:00 菅野　亜矢（第2） 小宮　ひろみ（第2.4） 腫瘍

◎藤森　敬也 生殖・内分泌 （第5は休診） 9:00-12:00

9:00-12:00 女性骨盤底再建 古川　茂宜

菅沼　亮太 9:00-12:00 周産期

野村　泰久 9:00-12:00

安田　俊

再診

◎小山　明彦

血管腫･血管奇形
（第2、4）

顎顔面（第3）

20 産科・婦人科 初診

℡

上肢スポーツ
体外衝撃波

19 形成外科
℡

乳房再建
唇裂・口蓋裂

小耳症
赤ちゃんの頭の形

（第3）

18 整形外科

℡

手・再建
重度四肢外傷
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（◎：診療担当部長、○：診療担当副部長、◆：内科新患統括責任者、◇：内科新患振分担当医）　※（　）内の数字は週数
内訳 月 火 水 木 金 備考

福島県立医科大学附属病院　外来診療担当医表（令和5年2月1日現在）
※全ての診療科が、初診、再診を問わず完全事前予約制となっています。かかりつけ医からの紹介状と事前予約が必要です。

　　　・予約をされている方は時間に余裕を持って受付をお願いします。予約の変更は直接診療科のにお問い合せください。）
　　　・当日の患者数、入院患者対応、手術・急患対応等により予約時間通りにならない場面が多々ありますので、ご了承ください。

診療科名
初診 午前 午前 午前 午前 午前 〈分野別診療日〉

再診 ◎細矢　光亮 小野　敦史 佐藤　晶論 大原　喜裕 浅野　裕一朗 ◇神経・感染症：月

024-547-1227 前田　亮 城田　淳 林　真理子 ◇新生児：月・木・金

分野 ◇循環器：火・水・金

9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00

前田　亮 小野　敦史 小野　敦史
久米　庸平（第1除
く）

陶山　和秀 ◇神経：月・火・水

神経・感染症 循環器 神経 発達障害 循環器 ◇感染症：水

9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00

◎細矢　光亮 青柳　良倫 加藤　朝子 横山　浩之(第1除く） 桃井　伸緒

神経 神経 感染症 新生児 感染症・ワクチン ◇感染症・ワクチン：金

9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00 ◇神経特別検査：金

野寺　真樹 鈴木　雄一 佐藤　晶論 佐藤　真紀 浅野　裕一朗

新生児 循環器 新生児

9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00

郷　勇人 富田　陽一 前田　創

発達障害

9：00-12：00 神経特別検査

横山浩之（第1のみ） 鈴木雄一（第1・3・5）

野寺真樹（第2・4）

初診 9：00-13:00 9：00-13:00 〈分野別診療日〉

再診 佐野　秀樹 佐野　秀樹 ◇造血細胞移植後フォローアップ：火・木

024-547-1227 小林　正悟 伊藤　正樹 ◇長期フォローアップ：火・木

望月　一弘 ◇化学療法：火・木

分野 移植後ﾌｫﾛｰｱｯﾌ 移植後ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ ◇血液：火・木

長期ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ 長期ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ

化学療法 化学療法

血液 血液

小児がん 小児がん

9：00-15：00 9：00-15：00

初診 13:30-15:30 9:00-13:00

再診 ◎菊田　敦 伊藤　正樹

13:30-15:30

024-547-1416 藁谷　朋子

初診 午前 午前 午前 午前 午前 〈分野別診療日〉

再診 ◎石龍　鉄樹 ◯向井　亮 ◎石龍　鉄樹 ◯向井　亮 ◎石龍　鉄樹 ◇黄斑・網膜・硝子体：月・水

024-547-1228 ◯向井　亮 笠井　彩香 ◯向井　亮 笠井　彩香 板垣　可奈子 ◇加齢黄斑変性：月・水

板垣　可奈子 前原  紘基 板垣　可奈子 前原　紘基 菅野　幸紀 ◇斜視・弱視・小児眼科：火

菅野　幸紀 飯髙　佑介 菅野　幸紀 飯髙　佑介 笠井　暁仁 ◇眼窩外科・腫瘍：木

笠井　暁仁 田中　啓一郎 笠井　暁仁 野地　裕樹(第3) ◇緑内障：木

笠井　彩香 飯髙　佑介 加藤　寛 ◇角膜・ドライアイ：木

前原　紘基 加藤　寛 本庄　純一郎 ◇コンタクトレンズ：第3木

加藤　寛 松本　翔平 ◇神経：金

本庄　純一郎 ◇網膜：第2金

分野

　 8:45-16:00 8:45-16:00 8:45-16:00 8:45-16:00 8:45-16:00

◎石龍　鉄樹 ◯向井　亮 ◎石龍　鉄樹 ◯向井　亮 本庄　純一郎

菅野　幸紀 橋本 禎子(第2・4) 菅野　幸紀 眼腫瘍外来 鈴木　美佐子

新田　美和 笠井　暁仁 8:45-12:00 郷　佐江（第2）

笠井　彩香 古田 実(第1・2・3・5)

田中　啓一郎

緑内障

加齢黄斑変性 加齢黄斑変性 8:45-16:00

8:45-16:00 8:45-16:00 飯髙　佑介

板垣　可奈子 板垣　可奈子 松本　翔平

笠井　暁仁 本庄　純一郎 佐柄 英人(第1・3・4・5)

角膜・ドライアイ

　 8:45-16:00 網膜

前原　紘基 14：00-16：00（第2）

コンタクトレンズ 丸子　一朗

14:00-16:00（第3）

塩谷　浩

大口　泰治

神経

23 眼科

℡

黄斑・網膜・硝子体
斜視・弱視
・小児眼科

黄斑・網膜・硝子体 眼窩外科・腫瘍

℡

◇小児がん（脳、眼、骨軟部、肝、腎、
神経、白血病、リンパ腫、その他）：火・
木
※H31.4.23より、小児・AYAがん長期
支援センター外来が開始になりました
（場所が異なります）。

22-2 小児・AYAがん
長期支援センター

℡

腎臓・ｱﾚﾙｷﾞｰ・
膠原病・内分泌

腎臓・ｱﾚﾙｷﾞｰ・
膠原病・内分泌 ◇腎臓・ｱﾚﾙｷﾞｰ・膠原病・内分泌：月

（最終月曜日を除く）・火・水・木・金

◇発達障害：第1以外の木、第1のみ
水

22 小児腫瘍内科

21 小児科

℡

腎臓・ｱﾚﾙｷﾞｰ・
膠原病・内分泌

腎臓・ｱﾚﾙｷﾞｰ・
膠原病・内分泌

腎臓・ｱﾚﾙｷﾞｰ・
膠原病・内分泌
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（◎：診療担当部長、○：診療担当副部長、◆：内科新患統括責任者、◇：内科新患振分担当医）　※（　）内の数字は週数
内訳 月 火 水 木 金 備考

福島県立医科大学附属病院　外来診療担当医表（令和5年2月1日現在）
※全ての診療科が、初診、再診を問わず完全事前予約制となっています。かかりつけ医からの紹介状と事前予約が必要です。

　　　・予約をされている方は時間に余裕を持って受付をお願いします。予約の変更は直接診療科のにお問い合せください。）
　　　・当日の患者数、入院患者対応、手術・急患対応等により予約時間通りにならない場面が多々ありますので、ご了承ください。

診療科名

9：00-11：00 9：00-11：00 9:00-11:00 9：00-11：00 9:00-11:00 〈初診担当医主な専門分野〉

○大塚　幹夫 ◎山本　俊幸 花見　由華 ◎山本　俊幸 ◎山本　俊幸 ◇山本俊幸：膠原病、乾癬



024-547-1229 山本　美友貴 草野　美沙希 向山　竜人 遠藤　麻衣 向山　竜人 ◇大塚幹夫：悪性腫瘍

草野　美沙希 ◇花見由華：アレルギー

9：00-12：00 9：00-12：00 9:00-12:00 9：00-12：00 9：00-12：00 ※初診医指定で診察御希望の場合は

伊藤　崇 遠藤　麻衣 草野　美沙希 猪狩　翔平 　事前診察申込書の受診希望日欄に

平岩　朋子 石川　真郷 平岩　朋子 平岩　朋子 平岩　朋子 　希望医師の担当曜日を記入して

花見　由華 向山　竜人 菊池　信之 花見　由華 　 FAXして下さい。

入江　絹子 山本　美友貴

分野 皮膚テスト検査 乾癬 皮膚テスト判定 乾癬 皮膚テスト相談 〈分野別診察日〉

14：00-16：00 14：00-16：00 9：00-10：00 14：00-15：30 14：00-16：00（第2･4） ◇皮膚テスト検査：月（午後）

花見　由華 菊池　信之 花見　由華 菊池　信之 花見　由華 ◇膠原病：月・木（午後）

平岩　朋子 草野　美沙希 平岩　朋子 猪狩　翔平 平岩　朋子 ◇アトピー：月（午後）

山本　美友貴 山本　俊幸 向山　竜人 草野　美沙希 山本　美友貴 ◇乾癬：火・木（午後）

遠藤　麻衣 ◇脱毛症：火（午後）

膠原病 脱毛症 掌蹠膿疱症 膠原病 フットケア ◇光線・白斑：火・木（午後）

14：00-16：00 14：00-16：00 9：00-10：00 14：00-15：30 14：00-16：00（第2・4） ◇皮膚テスト判定：水（午前）

伊藤　崇 石川　真郷 平岩　朋子 石川　真郷 石川　真郷 ◇掌蹠膿疱症：水（午前）

草野　美沙希 遠藤　麻衣 山本　俊幸 山本　俊幸 猪狩　翔平 ◇腫瘍：木（午後）

アトピー 光線・白斑 光線・白斑 レーザー ◇皮膚テスト相談：第2・4金（午後）

14：00-16：00 14：00-16：00 14：00-15：30 14：00-16：00（第1･3･5） ◇フットケア：第2・4金（午後）

菊池　信之 猪狩　翔平 猪狩　翔平 平岩　朋子 ◇レーザー：第1・3・5金（午後）

入江　絹子 遠藤　麻衣 向山　竜人 猪狩　翔平

山本　美友貴 向山　竜人 腫瘍 山本　美友貴

花見　由華 14：00-15：00 向山　竜人

山本　俊幸 猪狩　翔平

伊藤　崇

午前 午前 午前 午前 午前 〈分野別診療日〉

◎小島　祥敬 担当医 担当医 担当医 担当医 ◇腎疾患：月（午前）

午前 午前 午前 午前 ◇腎移植：月（午後）

024-547-1230 丹治　亮 担当医 担当医 ◇前立腺・排尿障害Ⅰ：火（午前）

分野 腎疾患 前立腺疾患Ⅰ 前立腺疾患Ⅱ 膀胱・尿路疾患

9：00-11：00 9:00-11:00 9:00-11:00 9:00-11:00

胡口　智之 9:00-11:00 片岡　政雄 星　誠二 小名木　彰史 ◇前立腺疾患Ⅰ：水（午前）

松岡　香菜子 膀胱・排尿機能 男性泌尿器 ◇前立腺疾患Ⅱ：木（午前）

9:00-11:00 9:00-11:00 ◇膀胱・排尿機能：木（午前）

9:00-11:00 赤井畑　秀則 佐藤　雄一 ◇膀胱・尿路疾患：金（午前）

腎移植 片岡　政雄 小児 ◇男性泌尿器：金（午前）

14:00-16:00 14：00-16：00 ◇小児：金（午後）
秦　淳也・松岡　優
太

佐藤　雄一

午前 午前 午前 午前 午前 〈分野別診療日〉

佐藤　廣仁 菊地　大介 ◎室野　重之 佐藤　廣仁 室野　重之

佐藤　廣仁 ◇頭頸部腫瘍：月、火

午前 午前 午前 午前 午前 ◇鼻・副鼻腔：火

024-547-1231 鈴木　聡崇 佐藤　廣仁 佐藤　廣仁 鈴木　聡崇 鈴木　聡崇 ◇音声治療：火(午後)※

分野 頭頸部腫瘍 頭頸部腫瘍 中耳 音声 ◇中耳：水

9:00-11:00 9:00-11:00 9:00-11:00 9:30-11:00 ◇音声：木

◎室野　重之 池田　雅一 今泉　光雅 川瀬　友貴 ◇嚥下：木

池田　雅一 川瀬　友貴 尾股　千里 ◇難聴：木

川瀬　友貴 斎藤　友紀子 菊地　大介 嚥下 ◇耳鳴・補聴器：木

13:30-15:00

鼻・副鼻腔 今泉　光雅

9:00-11:00

野本　美香 難聴

佐藤　廣仁 9:30-11:00

垣野内　景 野本　美香

尾股　千里 菊地　大介

橋本　千織 垣野内　景

音声治療（※） 耳鳴・補聴器

14:00-16:00 14:00-16:00

川瀬　友貴 菊地　大介

垣野内　景

※音声治療については、リハビリテー
ションセンターの言語聴覚士と連携を
図りながら対応しております。

女性のための
泌尿器科外来

26 耳鼻咽喉科・頭頸
部外科

初診

℡ 再診

25 泌尿器科・副腎内
分泌外科

初診

℡ 再診

前立腺
排尿障害Ⅰ

◇女性のための泌尿器科外来：水（午
前）

24 皮膚科 初診

℡

再診
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（◎：診療担当部長、○：診療担当副部長、◆：内科新患統括責任者、◇：内科新患振分担当医）　※（　）内の数字は週数
内訳 月 火 水 木 金 備考

福島県立医科大学附属病院　外来診療担当医表（令和5年2月1日現在）
※全ての診療科が、初診、再診を問わず完全事前予約制となっています。かかりつけ医からの紹介状と事前予約が必要です。

　　　・予約をされている方は時間に余裕を持って受付をお願いします。予約の変更は直接診療科のにお問い合せください。）
　　　・当日の患者数、入院患者対応、手術・急患対応等により予約時間通りにならない場面が多々ありますので、ご了承ください。

診療科名

新患（午前） 新患（午前） 新患（午前） 新患（午前） 新患（午前） 〈分野別診療日〉

川勝　忍 ○三浦　至 板垣　俊太郎 刑部　有祐 ◎矢部　博興 ◇もの忘れ：月

024-547-1232 光トポグラフィ新患 ◇児童：水・金

板垣　俊太郎 ◇てんかん：第2･4木

板垣　俊太郎 ◇こどもの心診療センター：水

佐藤　亜希子

鈴木　雄一 林　博史

和田　知紘

横倉　俊也

赤間　孝洋

小林　有里

坪田　朝子

千代田　高明

急患対応 急患対応 急患対応 急患対応

鈴木　悠平 森　湧平 志賀　哲也 一瀬　瑞絵

細貝　優人 川崎　由希子 旗野　将貴

玉木　大数

川勝　忍 午前・午後 午前・午後 午前・午後 午前・午後

佐藤　亜希子 刑部　有祐 ◎矢部　博興 丹羽　眞一

玉木　大数 一瀬　瑞絵 板垣　俊太郎 ○三浦　至

鈴木　悠平 森　湧平

分野 もの忘れ 児童 てんかん 児童

13:00-16:00 13:00-16:00 9:00-16:00 13:00-16:00

小林　直人 増子　博文 上島雅彦(2・4週） 添田　博也

佐藤　亜希子

鈴木　雄一

横倉　俊也

和田　知紘

赤間　孝洋

木村　聡

千代田　高明

午前 午前 午前 〈分野別診療日〉

○黒岩　大地 関野　啓史 伊藤　浩 ◇画像診断：火・木

024-547-1233 午前 ◇核医学診断：金

関野　啓史 ・血管造影検査

分野 画像診断 IVR 核医学診断 ・ＣＴ透視下穿刺検査

8:30-11:00 8:30-11:00 8:30-11:00

長谷川　靖 関野　啓史 伊藤　浩

伊藤　浩 石井　士朗 福島　賢慈

石井　士朗 黒岩　大地

関野　啓史

初診 佐藤　久志 梅宮　和真 佐藤　久志 田巻　倫明 〇吉本　由哉 〈分野別診療日〉

再診 竹原　由佳 佐藤　久志 田巻　倫明 竹原　由佳 ◎鈴木　義行 ◇小線源治療：月

024-547-1590 分野 小線源治療 粒子線治療相談 ◇粒子線治療相談：木

〇吉本　由哉 ◎鈴木　義行

初診 RI内用療法 RI内用療法 RI内用療法 〈分野別診療日〉

10:00-12:00 10:00-12:00 ◇RI内用療法：月～水

024-547-1567 志賀　哲 ◎織内　昇

菅原　茂耕 志賀　哲

菅原　茂耕

14:00-16:00 14:00-16:00 14:00-16:00

◎織内　昇 ◎織内　昇 ◎織内　昇

志賀　哲 志賀　哲 菅原　茂耕

再診 10:00-12:00 10:00-12:00 10:00-12:00

志賀　哲 菅原　茂耕 ◎織内　昇

菅原　茂耕 14:00-16:00 菅原　茂耕

14:00-16:00 ◎織内　昇

◎織内　昇 志賀　哲

志賀　哲

分野 ペインクリニック ペインクリニック ペインクリニック ペインクリニック ペインクリニック 〈分野別診療日〉

8:45-12:00 8:45-12:00 8:45-11:00 8:45-12:00 8:45-12:00 ◇ペインクリニック：月～金

024-547-1234 大石　理江子 中野　裕子（再診のみ) 小原　伸樹（1.3.5週) 小原　伸樹 中野　裕子 ◇緩和医療：月～金

中野　裕子（2.4週)

緩和医療 緩和医療 緩和医療 緩和医療 緩和医療

8:45-12:00 8:45-12:00 8:45-12:00 8:45-12:00 8:45-12:00
佐藤　薫 佐藤　薫 佐藤　薫 佐藤　薫 佐藤　薫

℡

29 放射線治療科

℡

30 核医学科
℡

31 麻酔・疼痛緩和科

再診

28 放射線科 初診

℡
再診

上記検査につきましては、事前に放射
線科までご相談ください

27 心身医療科 初診

℡

こどもの心
診療センター

認知症疾患
医療センター
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（◎：診療担当部長、○：診療担当副部長、◆：内科新患統括責任者、◇：内科新患振分担当医）　※（　）内の数字は週数
内訳 月 火 水 木 金 備考

福島県立医科大学附属病院　外来診療担当医表（令和5年2月1日現在）
※全ての診療科が、初診、再診を問わず完全事前予約制となっています。かかりつけ医からの紹介状と事前予約が必要です。

　　　・予約をされている方は時間に余裕を持って受付をお願いします。予約の変更は直接診療科のにお問い合せください。）
　　　・当日の患者数、入院患者対応、手術・急患対応等により予約時間通りにならない場面が多々ありますので、ご了承ください。

診療科名
初診 午前 午前 午前 午前 午前 〈分野別診療日〉

再診 ◎金子　哲治 山﨑　森里生 北畠　健裕 ○菅野　千敬 ◇口腔腫瘍：月・火・水

024-547-1235 栁沼　貞之進 小島　百代 藤石　ひかり 金谷　佳明 ◇インプラント：月･火･水

分野 口腔腫瘍 口腔腫瘍 口腔腫瘍
口腔ケア(院内の

み）
◇顎変形症：火

◎金子　哲治 ◎金子　哲治 ◎金子　哲治 交代制 ◇口唇口蓋裂：火・水

○菅野　千敬 ○菅野　千敬 ◇口腔外科：火・水・木

山﨑　森里生 山﨑　森里生 ◇口腔ケア（院内のみ）：金

インプラント インプラント インプラント

◎金子　哲治 ◎金子　哲治 ◎金子　哲治

北畠　健裕

口唇口蓋裂 口唇口蓋裂

佐久間　知子 佐久間　知子

口腔外科 口腔外科 口腔外科

◎金子　哲治 ◎金子　哲治 ◎金子　哲治

佐久間　知子

顎変

栁沼　貞之進

午前 午前 午前 午前 午前 「カ」＝カウンセリング

婦人科〔カ・初・再〕 脳神経内科〔初・再〕 婦人科〔カ・初・再〕 婦人科〔初・再〕 「初」＝初診

024-547-1407 小宮　ひろみ 服部　香寿美(1) 佐藤　麻里 小宮ひろみ(2,４） 「再」＝再診

歯科口腔科 糖尿病・内分泌代謝 ※（）内の数字は週数を表す

佐久間　知子(2) 〔カ・初・再〕

鈴木　恵綾(隔月3)

心身医療科〔カ・初・再〕

高野　佳寿子(4)

午後 午後 午後

婦人科〔カ・初・再〕 乳腺外科〔初・再〕 甲状腺･内分泌外科

佐藤　麻里（2､4） 吉田　清香(1) 〔初・再〕

松本　佳子(1)

心身医療科

川崎　由希子(2)

糖尿病・内分泌代謝

〔カ・初・再〕

鈴木　恵綾(隔月3)

婦人科〔初・再〕

小宮　ひろみ(4)

生殖医療センター 9:00-16:00 9:00-12:00 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00 〈分野別診察日〉

○髙橋　俊文 ◎菅沼　亮太 ◎菅沼　亮太 ◎菅沼　亮太 ○髙橋　俊文 ◇子宮卵管造影検査：火・木（13：00～）

024ｰ547ｰ1451 ◎菅沼　亮太 大越　千弘 大越　千弘 大越　千弘 ◎菅沼　亮太

大越　千弘 大越　千弘

初診 午前 午前 午前 午前 午前

再診 徳田　恵美 木村　礼子 徳田　恵美 ◎佐治　重衡 徳田　恵美

名取　穣 名取　穣

午後 午後

◎佐治　重衡 木村　礼子

初診 9:00-11:00 9:00-11:00 9:00-11:00 9:00-11:00 9:00-11:00

再診 ◎大井　直往 〇大内　一夫 ◎大井　直往 佐藤　真理 ◎大井　直往

〇大内　一夫 佐藤　真理 〇大内　一夫

佐藤　真理 佐藤　真理

13:00-15:00 13:00-15:00 13:00-15:00 13:00-15:00 13:00-15:00

◎大井　直往 〇大内　一夫 ◎大井　直往 ◎大井　直往 〇大内　一夫

佐藤　真理 佐藤　真理 佐藤　真理 佐藤　真理

放射線健康相談科

公立大学法人福島県立医科大学附属病院 〒960-1295　福島市光が丘１番地　代表電話番号 024-547-1111

・患者サポートセンター（事前予約受付）　平日 9:00-19:00　土曜 9:00-12:00　電話　024-547-1074　FAX　024-547-1075

・患者サポートセンター（地域連携担当）　電話　024-547-1073/1885

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）　

※　性差医療センターの案内につきましては、附属病院ホームページからご参照ください。http://www.fmu.ac.jp/byoin/index.html

℡

腫瘍内科
当院の各診療科からのコン
サルテーションとして予約を
受け付けております。

リハビリテーション科

2020年3月末で終了しました

32 歯科口腔外科

℡

性差医療センター

℡
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