
          2021年10月1日現在

診察部屋
番　　号

月 火 水 木 金 土

水野 真之 水野 真之 草野 英二(10/14診察） 小池 荘介 小池 荘介
本間 俊裕(10/14休診）

河野 知典 河野 知典 河野 知典 清水 聰一郎 武田 大樹 本間 俊裕

河野 知典
(予約制)

武田 大樹 国福大病院
(10/13･27診察)

水野 真之 本間 俊裕 嶋田 善久 萩原 優 田中 裕紀

河野 知典 武田 大樹 国福大病院 清水 聰一郎 佐々木 信博
(予約制) (10/13･27診察) (受付午後2時まで) 予約制(腎臓病外来)

会田 征彦 会田 征彦 嶋田 善久 萩原 優 田中 裕紀

橘髙 一(10/7診察)
野村 邦朗(10/14･28診察)

星野 正美 福島医大 加賀谷 丈紘 福島医大 星野 正美
(10/5･19診察) (10/8休診)

Ａ３(月･金) 総合外来 福島医大 加賀谷 丈紘 福島医大 総合外来
Ａ６(火･水･木) (10/5･19診察)

長谷川美規 会田 北斗 会田 北斗 会田 北斗
予約制(受付11時まで)

石井 洋次郎 伊藤 栄 須田 雄三

石井 洋次郎 伊藤 栄
(受付午後3時まで) (受付午後3時まで)

福島医大
(10/13･27診察)

Ａ５(火･金) 伊澤 仁之 新井 佑輔 泉山 仁
Ａ８(木曜日) （10時から診察） (10/1･15診察)

泉山 仁
(10/1･15診察)

瀬下 治孝

瀬下 治孝
(新患のみ)

髙崎 克哲 岩佐 秀一 川上 敬子
(10/11･25診察)

髙崎 克哲 川上 敬子
(受付午後2時30分まで)

加倉井 慎一 加倉井 慎一 加倉井 慎一 加倉井 慎一 加倉井 慎一

加倉井 慎一 加倉井 慎一 加倉井 慎一 加倉井 慎一

牧野 義文 牧野 義文 武田 大樹 担当医師 担当医師 担当医師
重福 俊佑
牧野 義文 担当医師 担当医師 担当医師 泉山 仁
重福 俊佑 本間 俊裕

科　  　            　　  曜日

内 科

午前(１診) Ａ１

午前(２診) Ａ２

午前(３診) Ａ３

午前(５診) Ａ５

午　後 Ａ３

午　後 Ａ２

呼 吸 器 科 午　前 Ａ３

心 療 内 科 午　前 Ａ５

外 科
午　前 Ａ６

午　後

整 形 外 科
午　前

Ａ７
午　後

眼 科
午　前

Ａ８
午　後

泌 尿 器 科 午　前 Ａ１１

脳 神 経 外 科
午　前

午　後 Ａ５

午　後

皮 膚 科
午　前

Ａ１０
午　後

婦 人 科
午　前

Ａ１２
午　後

リハビリテーション科
午　前

リハビリ棟
２階

午　後

耳 鼻 咽 喉 科
午　前

Ａ１５

受付時間 平日 午前 8:00～11:30 午後 1:00～4:30
　　　　 土曜 午前 8:00～11:30 　

　

TEL:０２４８－４２－２１２１



公益財団法人 会田病院（こうえきざいだんほうじん あいだびょういん） 

〒969-0213  西白河郡矢吹町本町 216 番地 
TEL ０２４８－４２－２１２１（代） 
Fax ０２４８－４２－２３４８ 
http://www.aida-hp.or.jp/ 
E-mail: ahp@aida-hp.or.jp 

健診センター（人間ドック・一般健診等） 
TEL ０２４８－４２－３５９２（直） 

地域連携室 
TEL ０２４８－４２－２１７６（直） 

訪問診療室（往診）※お問合せは地域連携室まで 

関連施設 

・ すみれ介護相談センター   ℡0248-42-3755 
〒969-0213 西白河郡矢吹町本町 198番地 

・ すみれ訪問看護ステーション ℡0248-44-2566 
〒969-0213 西白河郡矢吹町本町 198番地 

・ 会田通所リハビリテーション ℡0248-42-2260 
〒969-0213 西白河郡矢吹町本町 260番地 

・ 会田病院指定居宅療養管理指導事業所 ℡0248-42-5407 
〒969-0213 西白河郡矢吹町本町 198番地 

送迎バスについて（迎え）無料 

自宅から病院までの予約送迎、曜日ごとの 

ルート送迎を行なっております。 

予約送迎連絡先 

０２４８－４２－２１４２（運転部） 

０２４８－４２－２１２１（運転部不在の場合） 

※ 送迎の予約は前日午後 4 時 30 分までにお願いします。  

当日は時間指定できません。 

※ 道路状況により遅れることがあります。予めご了承下さい。 

送迎バス（送り時間）※予約は不要です 

平 日 土曜日 

午前１１時００分 午前１０時３０分 

午後 ０時００分 午前１１時３０分 

午後 １時３０分 午後 ０時３０分 

午後 ２時３０分  

午後 ３時３０分  

午後 ４時３０分  
  


