公益財団法人福島県体育協会 スポーツ医・科学委員会 スポーツドクター部会名簿
H28・8・1現在
名 前

勤 務 先

〒

住

所

ＴＥＬ

診療科目等

FAX

1 小松 典男 小松医院

972-0161 いわき市遠野町上遠野字本町８４ 0246-89-2041

0246-89-2939

2 堀川 哲男 公立藤田総合病院

969-1793 伊達郡国見町塚野目三本木１４

024-585-2121

024-585-5892 整形外科

3 吉田 仁郎 ＡＲＣクリニックよしだ整形外科

960-8044

024-522-0321

024-522-0323 整形外科

スポーツ医学

4 星野 俊一 社会医療法人 福島第一病院

960-8251 福島市北沢又字成出１６－２

024-557-5111

024-557-5064

心臓血管外科

循環器科

5 設楽 厚司 医療法人 長沼クリニック

962-0203 須賀川市長沼殿町１１－３

0248-67-2930

0248-67-2931

小児科

内科

6 待井 一男

960-8073 福島市南中央１－７０

024-533-5578

024-533-5660 循環器科

966-0073 喜多方市字中町２８８９

0241-22-0212

0241-22-1290

8 室井 秀一 福島南循環器科病院

960-8163 福島市方木田字辻の内３－５

024-546-1221 024-46-5100 循環器科

9 村松 尚夫 松川クリニック

960-1231 福島市松川町沼袋字北原８４－１１

024-537-2055

024-537-2077

内科

10 金澤

寛 金澤医院

963-5118 東白川郡矢祭町大字東舘字反田１３－１

0247-46-2312

0247-46-2686

内科

11 佐久間

正 佐久間内科小児科医院

964-0904 二本松市郭内二丁目２８２番地４

0243-22-5162

0243-23-5162

内科

12 齋藤

昭 桜ヶ丘さいとう整形外科

7 斎藤

医療法人 待井循環器科内科クリニック

淳 斎藤医院

福島市早稲町４－１６ラヴィバレ一番丁１Ｆ

内科

内科

外科

小児科

循環器科 呼吸器科

0244-35-1333

0244-35-1322 整形外科

969-1793 伊達郡国見町塚野目三本木１４

024-585-2121

024-585-5892

外科

14 髙橋 和博 ユア・クリニックたかはし

963-8014

郡山市虎丸町１－５ ロイヤルライフ虎丸１Ｆ

024-990-0646

024-990-0647

小児科

15 中瀬

猛 中村病院

971-8111 いわき市小名浜大原字下小滝１４６－２

0246-53-3141

0246-54-1503 整形外科

16 兼谷

宏 兼谷胃腸科外科医院

969-1128 本宮市本宮舘町１７９－３

0243-33-4141

0243-33-4143

17 高橋

功

963-0207 郡山市鳴神３丁目１１０

024-961-3338

024-961-3751 整形外科

リハビリテーション科

18 菊池 一郎 公立藤田総合病院

969-1793 伊達郡国見町塚野目三本木１４

024-585-2121

024-585-5892 整形外科

リハビリテーション科

19 今野

修 福島赤十字病院

960-8530 福島市入江町１１－３１

024-534-6101

024-531-1721

20 松枝

朗 まつえ整形外科

963-4312 田村市船引町船引字源次郎１２５－３１

0247-81-1222

0247-81-1221 整形外科

21 水野 兼志 みずの内科クリニック

960-8036 福島市新町８－４ブレスビル１Ｆ

024-526-4855

024-526-4870

内科

循環器科

22 太田

心臓血管外科

宏

麻酔

内科

976-0042 相馬市中村字桜ヶ丘２０８

外科

リハビリテーション科

小児科

13 寺島 信也 公立藤田総合病院

郡山整形外科・リハビリテーション科

備考

内科

リハビリテーション科

内科

アレルギー科

胃腸科

外科
リハビリテーション科

スポーツドクター部会長

963-1383 郡山市熱海町熱海５－２４０

024-984-0088

024-984-3174

リハビリテーション科

23 斎藤 雅文 高田厚生病院

969-6264 大沼郡会津美里町高田甲２９８１

0242-54-2211

0242-54-6709

外科

24 岩井 和夫 福島労災病院

973-8403 いわき市内郷綴町沼尻３

0246-26-1111

0246-26-1322 整形外科 リウマチ科

25 佐藤 和典 医療生協わたり病院

960-8141 福島市渡利字中江町３４

024-521-1977

024-521-1979

内科

26 先崎 和則 せんざき医院

963-7765

0247-61-2777

0247-61-2788

外科

内科

肛門科

27 宇佐見啓治 うさみ内科

963-0201 郡山市大槻町字三角田８８－２

024-961-1114

024-961-1147

内科

消化器科

リハビリテーション科

28 大歳 憲一 福島県立医科大学

960-1295 福島市光ケ丘１番地

024-547-1276

024-548-5505 整形外科

29 渡辺善二郎 鹿島厚生病院

979-2442 南相馬市鹿島区横手字川原２

0244-46-5125

0244-46-4870

30 長総 義弘 ながおさ整形外科

960-8165 福島市吉倉字八幡８－１

024-544-1852

024-573-4670 整形外科

31 吉田 孝司

医療法人むつき会 大槻内科小児科クリニック

963-0201 郡山市大槻町字蝦夷坦69-1

024-961-5467

024-953-4840

32 品田 尚孝

（医）光仁会あいづ整形外科リハビリテーションクリニック

965-0841 会津若松市門田町日吉字対馬館３３－２

0242-28-1205

0242-27-7756 整形外科

33 和田 敏末 和田医院

964-0313 二本松市小浜字新町２０

0243-55-2303

0243-55-2501

34 大平 繁男 おおひら整形外科クリニック

963-6131 東白川郡棚倉町大字棚倉字町裏５３－８

0247-33-9468

0243-33-9467 整形外科

35 藤岡

963-0197 郡山市安積町長久保１－１０－１３

024-946-0808

024-946-0836

36 志波 知彦 志波医院

965-0035 会津若松市馬場町２－２１

0242-22-0289

0242-22-0277 整形外科

リハビリテーション科

37 太田 健二 太田整形外科クリニック

963-8042 郡山市不動前１－３８－１

024-921-1114

024-933-4506 整形外科

リハビリテーション科

38 菊池信太郎 医療法人仁寿会菊池医院 963-8871 郡山市本町１－１４－２１

024-932-0154

024-932-0245

39 野口まゆみ

024-525-6388

024-525-6390

薫

（財）太田綜合病院附属太田熱海病院

慈山会医学研究所付属 坪井病院

西口クリニック婦人科

田村郡三春町字大町３２みはる壱番館１Ｆ

960-8053 福島市三河南町１０－５

外科

内科

内科

呼吸器外科

41 佐藤 久芳 あすなろ南矢野目クリニック 960-0112 福島市南矢野目字清水前３４－１６

024-555-5766

024-555-5767

42 渡邉 和之 福島県立医科大学

960-1295 福島市光ケ丘１番地

024-547-1276

024-548-5505 整形外科

43 安永

973-8555 いわき市内郷御厩町久世原１６

0246-26-3151

0246-27-2148 整形外科

内科

964-0917

45 土屋

963-5405 東白川郡塙町大字塙町字林木町１０－１

0247-43-2250

0247-43-2251 整形外科

スポーツ医学

リハビリテーション

外科

整形外科

リハビリテーション科

内科

外科

呼吸器科

スポーツドクター副部会長

46 加藤 欽志 福島県立医科大学

960-1295 福島市光ケ丘１番地

024-547-1276

024-548-5505 整形外科

47 猪狩 貴弘 福島県立医科大学

960-1295 福島市光ケ丘１番地

024-547-1276

024-548-5505 整形外科

48 片倉 響子 福島県立医科大学

960-1295 福島市光ケ丘１番地

024-547-1202

024-548-2055

内科

49 菊池健二郎 医療法人仁寿会菊池医院 963-8871 郡山市本町１－１４－２１

024-932-0154

024-932-0245

小児科

50 佐藤 園美 南東北福島病院

960-2122 福島市荒井北３丁目１－１３

024-593-5122

51 佐藤 昌宏 公立藤田総合病院

969-1793 伊達郡国見町塚野目三本木１４

024-585-2121

52 手塚

960-8252 福島市御山清水尻５１

024-535-0550

53 矢澤美穂子 明治病院

960-8102 福島市北町２－４０

024-521-0805

024-521-2600 産婦人科

54 山家 勝利 やんべ整形外科

960-8153 福島市黒岩字榎平６５－１

024-572-7725

024-572-7726 整形外科

外科

スポーツ外来

リハビリテーション科

リハビリテーション科

リウマチ科

内科

二本松市本町１丁目８１ 本町駅前ビル306号室

消化器内科

脳神経外科

024-585-5892

＊このスポーツドクター部会は、県内の（公財）日本体育協会公認スポーツドクターで組織しています。
また、HPへの掲載に関しては、ご本人から承諾をいただいて掲載しています。

小児科

整形外科

44 堀川 章仁 夜の森中央医院

徹 手塚クリニック

リハビリテーション科

婦人科

024-951-0250

原 つちやクリニック

総合診療科

小児科

40 松尾 洋平 福島県総合療育センター 963-8401 郡山市富田町上ノ台４－１

亨 いわき市立総合磐城共立病院

老年医学

脳神経外科

リハビリテーション科

内科

外科

リハビリテーション科

肛門科

