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日頃、市病院事業に対しまして、多大なるご理解とご協力を賜り、深く感謝を
申し上げます。
市におきましては、地域の皆様に安全・安心の医療を提供していくため、
平成 22年度に新病院建設事業に着手し、平成 30 年 12月にはいわき市医療
センターを開院したところでございます。その後も、旧病院の解体や敷地内駐車場
等の整備を進めてまいりましたが、それらの工事もほぼ完了し、このたびグラン
ドオープンを迎える運びとなりました。
皆様には工事期間中、敷地外の臨時駐車場をご利用いただく等、ご不便を
おかけしましたが、グランドオープン後におきましては、病院敷地内に約 700 台
分の来院者駐車場を確保するとともに、病院敷地内への路線バスの乗り入れも
始まる等、当センターの有する機能をフルに発揮できる環境が整い、来院され
る方々の更なる利便性の向上も図られるものと考えております。
今後におきましては、当センターの基本理念である「慈心妙手」の精神のもと、
他の医療機関等の皆様との連携をより一層深めながら、皆様の生命を守る「最後
の砦」として、高度・急性期医療の提供に全力を尽くすとともに、新型コロナウ
イルス感染症への対応や災害医療の提供等、地域から求められる役割を果たし、
皆様から信頼され、進歩し続ける病院を職員一丸となって目指してまいりますので、
引き続き皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

いわき市
病院事業管理者
兼院長

新谷　史明

ごあいさつ



日々、いのちと真摯に向き合い

明日の地域医療を守る

3



平成24年 3月 「いわき市新病院基本構想」の策定。新病院の役割や機能、適正な規模、立地などに加え、現地での建て
替えを決定

平成24年 12月 「いわき市新病院基本計画」の策定。新病院の基本方針や機能、診療科の構成、施設配置など新病院の
基本的な仕様を決定

平成26年 2月 「いわき市新病院基本設計」の公表。施設配置や建築計画、平面計画等を決定
平成26年 9月 建築実施設計及び施工の一括方式（デザイン・ビルド）による事業契約を締結
平成26年 12月 新病院建設敷地を先行造成するため、近隣に臨時駐車場を開設し、無料シャトルバスによる送迎開始
平成27年 11月 「いわき市新病院建設事業実施設計」の公表。新病院本体の完成目標を平成30年9月、事業全体の完了

を平成32年（令和2年）度末とすることを決定
平成28年 2月 病院本体建設工事に本格着手
平成29年 2月 「いわき市新病院医療機器等整備計画」の公表。新病院に整備する医療機器等を決定
平成30年 １月 新病院シンボルマークを決定
平成30年 3月 新病院名称「いわき市医療センター」の決定
平成30年 9月 第1期(新病院本体）工事の竣工とともに、12月の開院に向け、医療機器の設置や、引っ越しの準備などを開始
平成30年 11月 完成記念式典並びに、市民等を対象とした内覧会を開催
平成30年 12月 いわき市医療センター開院と併せて旧病院入院患者約250名を新病院に移送
平成31年 2月 旧病院の解体や敷地内駐車場の造成工事などを行う第2期工事に着手
令和 2年 11月 敷地内駐車場の一部供用を開始し、臨時駐車場を閉鎖

（約6年に亘り運行した無料シャトルバスの送迎終了）
令和 3年 3月末 グランドオープン（敷地内駐車場の全面供用、県道

20号側からの進入路の供用の開始など）

いわき市医療センターグランドオープンまでの歩み
　平成22年度から始まった新病院建設事業が令和３年３月末で完了し、いよいよグランドオープンを迎えます。
そこで、今回は、グランドオープンまでのこれまでの歩みを紹介します。

これからも、わたしたちは、市民の健康と生命を守るため、安全で安心な医療を提供し、地域から信頼され、進歩し続ける病院を目指します。

事業契約締結（Ｈ２６. ９） 起工式（Ｈ２8. ２） 上棟式（Ｈ２9. １0）4



これからも、わたしたちは、市民の健康と生命を守るため、安全で安心な医療を提供し、地域から信頼され、進歩し続ける病院を目指します。

上棟式（Ｈ２9. １0） 完成記念式典（Ｈ３０. １１） 開院セレモニー（Ｈ３０. １２） 5



建物引き渡し　　　　　　　　　　 引っ越し準備（館内養生）　　　　　 患者さん移送リハーサル

内覧会

第 1 期造成工事～新病院棟完成
PHOTOGRAPHYグランドオープンまでの歩み

6



セミオープン（敷地内駐車場一部供用開始）

引っ越し・患者さん移送

第 2 期工事（旧病院解体・駐車場造成工事、院内保育所建設工事）

【 敷 地 面 積 】 73,036．14㎡　　【延べ面積】65,112.60㎡  　　【建築面積】13,391.66㎡（うち新病院棟 11,038.76㎡）
【 高　　　 さ 】 55.67 ｍ　　　　【階　　数】地上 13 階（屋上へリポート）、地下階なし
【 構　　　 造 】 鉄骨造（一部ＦＣＴ柱）一部鉄筋コンクリート造

〔病院棟〕鉄骨造（一部ＦＣＴ柱）13 階（免震構造）〔リニアック治療棟〕鉄筋コンクリート造 1 階（耐震構造）　
【敷地内駐車場】 715 台（第 1 駐車場：245 台　第 2 駐車場：213 台　第 3 駐車場：257 台）
【 病　 床　 数 】 700 床（一般病床：679 床　感染症病床：６床　結核病床：15 床）

いわき市医療センター施設概要
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駐車場利用案内図（令和3年4月1日から）
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※車いす利用者専用駐車場は、第1駐車場内に36台設置しています。

バス
乗り場

駐車場のご案内
～ 敷地内駐車場の全面供用を開始します ～

令和３年４月１日（木）より、
当センター敷地内駐車場の
全面供用を開始します。

当センターでは、現在、敷地内駐車場の整備
を進めており、令和 3 年 3 月末にすべての工
事が完了します。これにより、来院者駐車場を
約 700 台に拡大するとともに、県道 20 号側

（旧国道 6 号側）の進入路の供用を開始します。
また、路線バスの敷地内乗り入れも開始し

ます。

◉	供用開始日
　	令和３年４月１日（木）から

◉	車両による進入路　
　		県道20号（旧国道６号）及び市道番匠地・下馬場線（当センター東）
側からの進入となります。



院内トピックス
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情 報

情 報

ISO15189を取得しました

令和３年度　研修医マッチング結果発表

令和２年 10 月、当センターの中央検査室と病理診断センターが協力し、臨床検査に関する国際基準規格
「ISO15189」を取得しました。この「ISO」とは、国際的な取引を見据え、製品やサービスに関して同じ品質、同
じレベルのものを提供できるようにするための国際的な規格ですが、製品そのものだけでなく、企業（組織）の品質
活動や品質管理の仕組み（品質マネジメントシステム）も対象としています。

今回、当センターが取得した「ISO15189」は、検体検査や病理学的検査、生理学的検査といった臨床検査に
必要な検査技術能力と品質マネジメントシステムを評価するものであり、この取得を通じて、当センターが精確な検
査結果を出せる高い技術と品質マネジメントシステムを持っていることを対外的に証明することができました。

当センターは、国際的に通用する質の高い検査を行う病院として、安全で安心な医療の提供に取り組んでまいります。

令和 2 年 10 月、令和 3 年 4 月採用研修医のマッチング（組み合わせ）発表がありました。当センターでは、医科
12 名、歯科 1 名を募集し、昨年に引き続き、2 年連続のフルマッチとなりました。

日頃より熱心にご指導くださる院内外の指導医の先生方に改めて御礼申し上げます。
当センターは、今後も医学生・歯学生から研修の場として選ばれるよう努めてまいります。

え ん 「サポートサロン  えん」だより
がん患者さんや家族が、ゆったりとくつろぎ、安らげる場を提供し、また患者さん等が必要とする支援への橋渡し

を行うことを目的として、1 階に「サポートサロン えん」を設置しています。
昨年の 12 月には、入室時の検温や手指消毒、マスクの着用など、感染症対策を講じた中で「クリスマス特別演奏会」

を開催しました。ハープ演奏やフラダンスの披露、職員によるハンドベル演奏が行われ、参加された方からは
「とても素晴らしい演奏で心が和みました」との感想をい
ただきました。

「サポートサロン えん」は、平日であれば毎日ご利用いた
だけますので、お気軽にお立ち寄りください。

なお、毎月第 3 火曜日に開催している茶話会は、新型コ
ロナウイルス感染症の影響の状況により変更となる場合があ
りますので、参加を希望される方は、がん相談支援センター

（26-3117）にお問い合わせ下さい。



月曜日
午前 午後区　分 ブース名

火曜日
午前 午後

金曜日
午前 午後

木曜日
午前 午後

水曜日
午前 午後

月曜日
午前 午後

火曜日
午前 午後

金曜日
午前 午後

木曜日
午前 午後

水曜日
午前 午後ブース名

月曜日
午前 午後

火曜日
午前 午後

金曜日
午前 午後

木曜日
午前 午後

水曜日
午前 午後ブース名

B41 鈴木　　潤 森島　重弘 循 鈴木　　潤 （交　代） 1 鈴木　　潤 遠藤　起生 循 鈴木　　潤 遠藤　起生 循 鈴木　　潤
B52 塙　　淳美 石井　まり ア 鈴木保志朗 石井　まり ア 大原信一郎 （交　代） 藤江　弘美 神 藤江　弘美 藤江　弘美 神
B53 鈴木保志朗 吉原　　康 内 塙　　淳美 塙　　淳美 （交　代） 予 鈴木保志朗 （交　代） 吉原　　康 内
B54 鈴木保志朗 腎 遠藤　起生
B43 本田　義信 新 本田　義信 新

B44 （手　術） 神山　隆道 佐野　信行 （手　術） 神山　隆道 神山　隆道 （手　術） 佐野　信行

F42 非常勤 非常勤 非常勤

F33 遠藤　由樹 入江　嘉仁 入江　嘉仁 遠藤　由樹
F34 中野渡　仁 深田　靖久 北川　彰信 深田　靖久

B22 （手　術） 　 福原光朗（外）

B23 渡部晶之（外） 　 大　学（外）
（院内紹介）（第１・２・４・５）

B24 大　学（外）
（院内紹介）月１回

B25 大　学（内） 大　学（内）
B26 大沼菊夫（内） 　 大沼菊夫（内）

A16 新谷　史明 川口　信哉 橋本　明彦 川口　信哉 吉田　　寛

A17 交代 白相　　悟 根本　紀子
乳腺 遠山　慎吾 永井　　有

A18 吉田　　寛 橋本　明彦

A19 根本紀子
乳腺

九里　孝雄
甲状腺

乳腺外来・非常勤
（第2・4）

根本　紀子
乳腺

A14 土師　陽一 小久保　翔志
A13 藤川奈々子 藤川奈々子

◆ 小児科【午後（専門外来診察）は完全予約制】　※循=循環器　血=血液　内=内分泌　ア=アレルギー　新=新生児発達　1=1ヶ月児健診　予=予防接種　
　腎=腎臓　神=神経

◆ 小児外科　※月曜日午後の診察は、午前中の手術の状況により休診する場合もあります。

◆ 皮膚科　※火曜日の診察は10:00からになります。

◆ 心臓血管外科

◆ 呼吸器科　※内=内科　外=外科　　※呼吸器内科は、全て再来診察のみとなります。　※禁煙外来は、患者サポートセンターを通しての予約となります。

◆ 外科　

内 科 一 般（新） E09 油井　　満 油井　　満 油井　　満 油井　　満
禁煙外来14:00 （当番制） 油井　　満 油井　　満 （当番制）

消 化 器 内 科

E08 高橋　成一
池谷　伸一
須貝　吉樹
（交代）

佐々木敦宏
越後　紘治
（交代）

髙井　　智
猪狩　　剛
（交代）

土佐　正規
池田　智之
（交代）

F31 上野　孝治
E11 池田　智之 中山　晴夫 池田　智之 越後　紘治
E12 須貝　吉樹

（隔週） 髙井　　智 須貝　吉樹 池谷　伸一 猪狩　　剛

E13 土佐　正規
IBD専門 土佐　正規 高橋　成一

IBD専門 佐々木敦宏 高橋　成一

循 環 器 内 科
F22 山本　義人

（新患） 瀬川　将人 第1・3
ペースメーカー
第2・4　
ICD

山下　文男 山本　義人
（第1・3）

山本　義人
（第2・4）14:00 ～ 塙　健一郎

F23 工藤　　俊 杉　　正文 崔　　元吉 杉　　正文
（新患） 野木　正道

F24 渡邊　俊介

糖尿病・内分泌科

E15 渡辺　　崇
（糖）

E17 小野　利夫
（糖）

小野　利夫
（糖・内）

小野　利夫
（糖）

大　　　学
（交代）（糖）

E18 渡辺　　崇
（再診のみ）（糖）

渡辺　　崇
（糖）

齋藤　悠
（糖）

血 液 内 科 F32 阿久津和子 齋　　敏明 齋　　敏明 濱崎　洋一 濱崎　洋一 阿久津和子
14:00 ～ 齋　　敏明 齋　　敏明

脳 神 経 内 科 Ｅ15 大　　　学
（第1・3）（変更有）

心 療 内 科 Ｆ25 岩橋　成壽 岩橋　成壽 岩橋　成壽 岩橋　成壽 岩橋　成壽

◆ 内科　※IBD=炎症性腸疾患　　糖＝糖尿病科外来　　内＝内分泌科外来　　
※一つの欄に複数の名前がある場合は、記載の医師が当番制により担当します。　※禁煙外来は、患者サポートセンターを通しての予約となります。

F36 檜垣　仁志 檜垣　仁志 （当番制）14:00 ～ 檜垣　仁志 高橋　典子
F37 大脇　倫子 高橋　典子 高橋　典子 大脇　倫子
F38 沢田　　歩 大脇　倫子 沢田　　歩 加藤美野里
F42 加藤美野里 加藤美野里 沢田　　歩

F51 （交　代） 金杉　　優 西山　　浩 西山　　浩 西山　　浩
F55 （交　代） 本多つよし 本多つよし 本多つよし 本多つよし
F62 （交　代） 大関　健治 金杉　　優 大関　健治 大関　健治
F64 三瓶　　稔 清野　恭子 １ヶ月健診 三瓶　　稔 清野　恭子　 三瓶　　稔

A01 鎌田 久美 股 － 安永　亨
14:00 ～ 16:00 ス 菅野 敦子

（第２・４） 骨粗鬆症 安永 　亨 膝 － 川前 恵史 手 外 安永 　亨 膝 －

A02 勝盛 健雄 膝 － 川前 恵史 手 外 笹島 功一 外 足 笹島 功一 外 足 沼倉 裕堅 肩 股

A06 小林 良浩 脊 － 江尻 荘一 手 麻痺
原田 健登

（第1・3・5）
箱崎 道之
（第2・4）

肩 
腫

股 
－ 江尻 荘一 手 麻痺 小林 良浩 脊 －

A07 相澤 利武 肩 股 相澤 利武 肩 股 相澤 利武
15:00 ～ 16:00 肩 股

A08 松澤 　岳 肩 股 利木 成広 手 外 松澤 　岳 肩 股 利木 成広 手 外 鎌田 久美 股 －

A09 交　代 交　代 交　代 交　代 大谷 晃司
（第１・３・５）腫 －

A12 鈴木　保宏 （手　術） 鈴木　保宏 （手　術） 鈴木　保宏
A13 増山　祥二 （手　術） 増山　祥二 （手　術） 増山　祥二

B31 竹田　篤史 徳山　　聡 徳山　　聡 （手　術） 徳山　　聡 竹田　篤史
B32 （手　術） 上野　誠司 竹田　篤史 （手　術） 上野　誠司 上野　誠司

B33 （手　術） 赤井　太郎
上野　誠司
赤井　太郎
（交代）

（手　術） 赤井　太郎 赤井　太郎

E04 三浦　直晃 （検査治療） 三浦　直晃 （手　術） 三浦　直晃 （検査治療） 三浦　直晃 （手　術） 三浦　直晃 （検査治療）
E03 油井理恵子 （検査治療） 油井理恵子 （手　術） 油井理恵子 （検査治療） 油井理恵子 （手　術） 油井理恵子 （検査治療）
E02 大　学 （検査治療） （手　術） （検査治療） （手　術） （検査治療）

G02 森田　真吉

腫瘍外来

森田　真吉

検　　査

（交　代） 森田　真吉
処置

小手術

（交　代）
G03 久岡　巧麻 久岡　巧麻 （交　代） 久岡　巧麻 （交　代）
G04 鹿島　和孝 鹿島　和孝 （交　代） 鹿島　和孝 （交　代）
G05 山内　康成 山内　康成 （交　代） 山内　康成 （交　代）

G16 （交　代）
（小手術） （手　術）

内藤　博之
（小手術）

佐藤　浩子
（小手術）

鈴木　翔太
（小手術）G14 （交　代） 鈴木　翔太 鈴木　翔太 佐藤　浩子

G17 （交　代） 佐藤　浩子 内藤　博之 内藤　博之

4階
01 術前評価（交代） 術前評価（交代） 術前評価（交代） 術前評価（交代）

4階
02

飯嶋　千裕
（毎月最終金曜日）

04 藤本　圭介 藤本　圭介 藤本　圭介 非常勤（新患） 非常勤（再診） 藤本　圭介

A18 阿部　道夫 池谷　伸一
A12 渡邉　睦弥

F31 小柴　貴明 小柴　貴明

◆ 産婦人科　※初診の場合は、かかりつけ医からの紹介状が必要です。

◆ 整形外科　※脊=脊椎　外=外傷・骨折　手=手・外傷　足=足・外傷　肘=肘・外傷　肩=肩・股関節　股=足・股関節　膝=膝関節・スポーツ　ス=スポーツ　腫＝腫瘍　　
※初診の場合は、かかりつけ医からの紹介状が必要です。

◆ 脳神経外科

◆ 泌尿器科　※水曜日は、新患の診察は行っておりません。

◆ 眼科　※火曜日と木曜日の受付時間は、10:00までになります。月・水・金曜日の午後は、予約検査・治療のみとなります。

◆ 耳鼻咽喉科【完全予約制】　

◆ 歯科口腔外科　※午後は予約診療となります。

◆ 麻酔科　※01=術前評価　02=ペインクリニック　　※当番制=麻酔科医師が当番制で担当します。　　※月〜木曜は、日にち予約となります。

◆ 放射線治療科　

◆ 緩和ケア内科　

◆ 透析センター外科　

⃝学会や緊急手術等により急遽変更になる場合がありますので、予めご了承願います。
⃝�当センターでは予約診察を行っており、表中の　　 部は予約優先（一部完全予約制）となります。
詳細は各診療科でご確認ください。

令和3年3月～

　　　 ＝予約診察
いわき市医療センター 外来担当医一覧

◆ 形成外科　※形成外科は日にち予約となります。　　
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月曜日
午前 午後区　分 ブース名

火曜日
午前 午後

金曜日
午前 午後

木曜日
午前 午後

水曜日
午前 午後

月曜日
午前 午後

火曜日
午前 午後

金曜日
午前 午後

木曜日
午前 午後

水曜日
午前 午後ブース名

月曜日
午前 午後

火曜日
午前 午後

金曜日
午前 午後

木曜日
午前 午後

水曜日
午前 午後ブース名

B41 鈴木　　潤 森島　重弘 循 鈴木　　潤 （交　代） 1 鈴木　　潤 遠藤　起生 循 鈴木　　潤 遠藤　起生 循 鈴木　　潤
B52 塙　　淳美 石井　まり ア 鈴木保志朗 石井　まり ア 大原信一郎 （交　代） 藤江　弘美 神 藤江　弘美 藤江　弘美 神
B53 鈴木保志朗 吉原　　康 内 塙　　淳美 塙　　淳美 （交　代） 予 鈴木保志朗 （交　代） 吉原　　康 内
B54 鈴木保志朗 腎 遠藤　起生
B43 本田　義信 新 本田　義信 新

B44 （手　術） 神山　隆道 佐野　信行 （手　術） 神山　隆道 神山　隆道 （手　術） 佐野　信行

F42 非常勤 非常勤 非常勤

F33 遠藤　由樹 入江　嘉仁 入江　嘉仁 遠藤　由樹
F34 中野渡　仁 深田　靖久 北川　彰信 深田　靖久

B22 （手　術） 　 福原光朗（外）

B23 渡部晶之（外） 　 大　学（外）
（院内紹介）（第１・２・４・５）

B24 大　学（外）
（院内紹介）月１回

B25 大　学（内） 大　学（内）
B26 大沼菊夫（内） 　 大沼菊夫（内）

A16 新谷　史明 川口　信哉 橋本　明彦 川口　信哉 吉田　　寛

A17 交代 白相　　悟 根本　紀子
乳腺 遠山　慎吾 永井　　有

A18 吉田　　寛 橋本　明彦

A19 根本紀子
乳腺

九里　孝雄
甲状腺

乳腺外来・非常勤
（第2・4）

根本　紀子
乳腺

A14 土師　陽一 小久保　翔志
A13 藤川奈々子 藤川奈々子

◆ 小児科【午後（専門外来診察）は完全予約制】　※循=循環器　血=血液　内=内分泌　ア=アレルギー　新=新生児発達　1=1ヶ月児健診　予=予防接種　
　腎=腎臓　神=神経

◆ 小児外科　※月曜日午後の診察は、午前中の手術の状況により休診する場合もあります。

◆ 皮膚科　※火曜日の診察は10:00からになります。

◆ 心臓血管外科

◆ 呼吸器科　※内=内科　外=外科　　※呼吸器内科は、全て再来診察のみとなります。　※禁煙外来は、患者サポートセンターを通しての予約となります。

◆ 外科　

内 科 一 般（新） E09 油井　　満 油井　　満 油井　　満 油井　　満
禁煙外来14:00 （当番制） 油井　　満 油井　　満 （当番制）

消 化 器 内 科

E08 高橋　成一
池谷　伸一
須貝　吉樹
（交代）

佐々木敦宏
越後　紘治
（交代）

髙井　　智
猪狩　　剛
（交代）

土佐　正規
池田　智之
（交代）

F31 上野　孝治
E11 池田　智之 中山　晴夫 池田　智之 越後　紘治
E12 須貝　吉樹

（隔週） 髙井　　智 須貝　吉樹 池谷　伸一 猪狩　　剛

E13 土佐　正規
IBD専門 土佐　正規 高橋　成一

IBD専門 佐々木敦宏 高橋　成一

循 環 器 内 科
F22 山本　義人

（新患） 瀬川　将人 第1・3
ペースメーカー
第2・4　
ICD

山下　文男 山本　義人
（第1・3）

山本　義人
（第2・4）14:00 ～ 塙　健一郎

F23 工藤　　俊 杉　　正文 崔　　元吉 杉　　正文
（新患） 野木　正道

F24 渡邊　俊介

糖尿病・内分泌科

E15 渡辺　　崇
（糖）

E17 小野　利夫
（糖）

小野　利夫
（糖・内）

小野　利夫
（糖）

大　　　学
（交代）（糖）

E18 渡辺　　崇
（再診のみ）（糖）

渡辺　　崇
（糖）

齋藤　悠
（糖）

血 液 内 科 F32 阿久津和子 齋　　敏明 齋　　敏明 濱崎　洋一 濱崎　洋一 阿久津和子
14:00 ～ 齋　　敏明 齋　　敏明

脳 神 経 内 科 Ｅ15 大　　　学
（第1・3）（変更有）

心 療 内 科 Ｆ25 岩橋　成壽 岩橋　成壽 岩橋　成壽 岩橋　成壽 岩橋　成壽

◆ 内科　※IBD=炎症性腸疾患　　糖＝糖尿病科外来　　内＝内分泌科外来　　
※一つの欄に複数の名前がある場合は、記載の医師が当番制により担当します。　※禁煙外来は、患者サポートセンターを通しての予約となります。

F36 檜垣　仁志 檜垣　仁志 （当番制）14:00 ～ 檜垣　仁志 高橋　典子
F37 大脇　倫子 高橋　典子 高橋　典子 大脇　倫子
F38 沢田　　歩 大脇　倫子 沢田　　歩 加藤美野里
F42 加藤美野里 加藤美野里 沢田　　歩

F51 （交　代） 金杉　　優 西山　　浩 西山　　浩 西山　　浩
F55 （交　代） 本多つよし 本多つよし 本多つよし 本多つよし
F62 （交　代） 大関　健治 金杉　　優 大関　健治 大関　健治
F64 三瓶　　稔 清野　恭子 １ヶ月健診 三瓶　　稔 清野　恭子　 三瓶　　稔

A01 鎌田 久美 股 － 安永　亨
14:00 ～ 16:00 ス 菅野 敦子

（第２・４） 骨粗鬆症 安永 　亨 膝 － 川前 恵史 手 外 安永 　亨 膝 －

A02 勝盛 健雄 膝 － 川前 恵史 手 外 笹島 功一 外 足 笹島 功一 外 足 沼倉 裕堅 肩 股

A06 小林 良浩 脊 － 江尻 荘一 手 麻痺
原田 健登

（第1・3・5）
箱崎 道之
（第2・4）

肩 
腫

股 
－ 江尻 荘一 手 麻痺 小林 良浩 脊 －

A07 相澤 利武 肩 股 相澤 利武 肩 股 相澤 利武
15:00 ～ 16:00 肩 股

A08 松澤 　岳 肩 股 利木 成広 手 外 松澤 　岳 肩 股 利木 成広 手 外 鎌田 久美 股 －

A09 交　代 交　代 交　代 交　代 大谷 晃司
（第１・３・５）腫 －

A12 鈴木　保宏 （手　術） 鈴木　保宏 （手　術） 鈴木　保宏
A13 増山　祥二 （手　術） 増山　祥二 （手　術） 増山　祥二

B31 竹田　篤史 徳山　　聡 徳山　　聡 （手　術） 徳山　　聡 竹田　篤史
B32 （手　術） 上野　誠司 竹田　篤史 （手　術） 上野　誠司 上野　誠司

B33 （手　術） 赤井　太郎
上野　誠司
赤井　太郎
（交代）

（手　術） 赤井　太郎 赤井　太郎

E04 三浦　直晃 （検査治療） 三浦　直晃 （手　術） 三浦　直晃 （検査治療） 三浦　直晃 （手　術） 三浦　直晃 （検査治療）
E03 油井理恵子 （検査治療） 油井理恵子 （手　術） 油井理恵子 （検査治療） 油井理恵子 （手　術） 油井理恵子 （検査治療）
E02 大　学 （検査治療） （手　術） （検査治療） （手　術） （検査治療）

G02 森田　真吉

腫瘍外来

森田　真吉

検　　査

（交　代） 森田　真吉
処置

小手術

（交　代）
G03 久岡　巧麻 久岡　巧麻 （交　代） 久岡　巧麻 （交　代）
G04 鹿島　和孝 鹿島　和孝 （交　代） 鹿島　和孝 （交　代）
G05 山内　康成 山内　康成 （交　代） 山内　康成 （交　代）

G16 （交　代）
（小手術） （手　術）

内藤　博之
（小手術）

佐藤　浩子
（小手術）

鈴木　翔太
（小手術）G14 （交　代） 鈴木　翔太 鈴木　翔太 佐藤　浩子

G17 （交　代） 佐藤　浩子 内藤　博之 内藤　博之

4階
01 術前評価（交代） 術前評価（交代） 術前評価（交代） 術前評価（交代）

4階
02

飯嶋　千裕
（毎月最終金曜日）

04 藤本　圭介 藤本　圭介 藤本　圭介 非常勤（新患） 非常勤（再診） 藤本　圭介

A18 阿部　道夫 池谷　伸一
A12 渡邉　睦弥

F31 小柴　貴明 小柴　貴明

◆ 産婦人科　※初診の場合は、かかりつけ医からの紹介状が必要です。

◆ 整形外科　※脊=脊椎　外=外傷・骨折　手=手・外傷　足=足・外傷　肘=肘・外傷　肩=肩・股関節　股=足・股関節　膝=膝関節・スポーツ　ス=スポーツ　腫＝腫瘍　　
※初診の場合は、かかりつけ医からの紹介状が必要です。

◆ 脳神経外科

◆ 泌尿器科　※水曜日は、新患の診察は行っておりません。

◆ 眼科　※火曜日と木曜日の受付時間は、10:00までになります。月・水・金曜日の午後は、予約検査・治療のみとなります。

◆ 耳鼻咽喉科【完全予約制】　

◆ 歯科口腔外科　※午後は予約診療となります。

◆ 麻酔科　※01=術前評価　02=ペインクリニック　　※当番制=麻酔科医師が当番制で担当します。　　※月〜木曜は、日にち予約となります。

◆ 放射線治療科　

◆ 緩和ケア内科　

◆ 透析センター外科　

⃝学会や緊急手術等により急遽変更になる場合がありますので、予めご了承願います。
⃝�当センターでは予約診察を行っており、表中の　　 部は予約優先（一部完全予約制）となります。
詳細は各診療科でご確認ください。

令和3年3月～

　　　 ＝予約診察
いわき市医療センター 外来担当医一覧

◆ 形成外科　※形成外科は日にち予約となります。　　
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編集後記

みまや通信

令和３年４月のグランドオープンまで、いよいよ残り約１ヶ月と
なりました。今号では、10 年にも及ぶ新病院建設事業の着手から
グランドオープンまでの歩みなどについて特集しましたが、振り返
るとあっという間だったように感じます。

こうしてグランドオープンを迎えることができるのは、市民の皆
さんやこれまで尽力いただきました皆さんのおかげであり、心より
感謝申し上げます。

当センターはグランドオープン後も引き続き、地域の中核病院と
して安全・安心な医療を提供できるよう努めてまいります。

（写真は当センターの前身である総合磐城共立病院）

基本方針
１.	浜通り地区の中核病院としての役割を担います。
２.	地域と連携し、高度医療、先進医療、救急医療の充実に努めます。
３.	明日を担う医療従事者を育成します。
４.	患者さんと職員との信頼関係を築くことに努めます。
５.	安全で安心な医療を提供するため「チーム医療」を実践します。
６.	自治体病院として良質な医療の提供と健全経営に努めます。

基本理念
「慈心妙手」
わたしたちは、市民の健康と生命を守るため、安全で安心な

医療を提供し、地域から信頼され、進歩し続ける病院を目指します。

※	「慈心」（じしん：相手を慈しみ思いやる気持ち）で患者さんに接し、
	 「妙手」（みょうしゅ：優れた医療技術）で診察、治療を行うことです。	
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