
平成 24 年 10 月 9 日

会 員 各 位

社団法人全日本病院協会

災害対策本部

本部長 西澤 寬俊

3.11 東日本大震災・福島県会員病院支援のお願い

－福島県会員病院への医療従事者派遣について－

平素より本会事業活動につきまして、ご理解・ご協力を賜り厚く御礼申し上

げます。

3.11 東日本大震災から 1 年半以上が経過いたしました。この震災で犠牲と

なられた方々のご冥福をお祈りするとともに、現在も避難生活を余儀なくされ

ていらっしゃる方々に改めてお見舞い申し上げます。

当協会は震災直後から被災地支援のため、医療救護班等の派遣、物資の支援

など、被災地の支援を継続して参りました。

この度、原発事故に伴う風評被害等が続いている福島県の会員病院へ支援の

必要性等についてアンケートを実施した結果、医師、看護師等の医療従事者が

不足しており、医療従事者の確保について支援して欲しいとの要請が数多くご

ざいました。

本件について、当協会災害対策本部にて検討しました結果、同県の会員病院

に医療従事者を派遣していただける施設を募集することといたしました。

つきましては、別紙のとおり、派遣募集一覧表を纏めましたので、ご賢察の

上ご協力いただける施設がございましたら、当本部までご連絡をお願い申し上

げます。

ご多忙の折、大変恐縮に存じますが、ご協力を賜りますよう何卒よろしくお

願い申し上げます。

また、派遣先の処遇等につきましては、貴院のご連絡先を聴取の上、派遣先

から詳細についてご連絡申し上げます。

問合先：(社)全日本病院協会災害対策本部（担当：浦川、小室）

東京都千代田区三崎町 3-7-12 清話会ビル７Ｆ

TEL：03-3234-5165 FAX：03-3237-9366



No 病院住所 病床種別 病床数 必要医師-診療科 人数
希望派遣
期間

住宅

循環器科 1 半年以上

糖尿病科 1 半年以上

泌尿器科 1 半年以上

外科 1 半年以上

3 福島県須賀川市 療養病床 60 整形外科 1 半年以上 有り

4 福島県福島市 精神病床 181 精神科 1 半年以上 有り

5 福島県郡山市 精神病床 484 精神科 1 半年以上 有り

6 福島県会津若松市 一般病床+精神病床 1035 麻酔科 2 半年以上 有り

消化器内科 2 半年以上

乳腺外科 1 半年以上

8 福島県福島市 一般病床+療養病床 168 脳外科 1 半年以上 有り

内科 2 半年以上

外科 2 半年以上

整形外科 2 半年以上

10 福島県南相馬市 精神病床 254 精神科 1 半年以上 有り

内科 1 半年以上

整形外科 1 半年以上

循環器科 1 半年以上

内科 3 半年以上

神経内科 2 半年以上

腎臓内科 2 半年以上

皮膚科 1 半年以上

13 福島県福島市 一般病床+療養病床 205 内科 1 半年以上 有り

14 福島県いわき市 一般病床+療養病床 65 内科 1 半年以上 有り

15 福島県須賀川市 一般病床+療養病床 120 内科 1 半年以上 有り

1

有り

199 有り

7

無し・通勤希望

2 福島県南相馬市

有り・来年3月以降に社宅新築

一般病床+療養病床

1029

11 一般病床

一般病床

12 福島県郡山市

9

福島県郡山市

226

福島県南相馬市 175

49

240一般病床

福島県伊達市

一般病床

医師 長期派遣希望

一般病床+精神病床

無し・住宅手当支給

有り

福島県いわき市



No 病院住所 病床種別 病床数 必要医師-診療科 人数
希望派遣
期間

住宅

1 福島県郡山市 一般病床 480 内科 2土日・日当直 有り

2 福島県本宮市 一般病床+療養病床 173 内科 1
1週間毎の交代
勤務でも可 有り

3 福島県福島市 一般病床+療養病床 243 内科 2土日・日当直 有り

内科 2土日・日当直

外科 1土日・日当直

内科 1
1週間毎の交代
勤務でも可

小児科 1
1週間毎の交代
勤務でも可

6 福島県郡山市 一般病床+療養病床 250 内科 1土日・日当直 有り

腎臓内科 2土日・日当直

消化器外科 1土日・日当直

消化器内科 1土日・日当直

7 福島県いわき市 180一般病床+療養病床

4 福島県西白河郡

5 福島県喜多方市

一般病床+療養病床

一般病床+療養病床

193

160

有り

医師 短期派遣希望

有り

有り



No 病院住所 病床種別 病床数 人数
希望派遣
期間

住宅

1 福島県福島市 一般病床 429 30 半年以上 有り

2 福島県須賀川市 一般病床+療養病床 82 5 半年以上 有り

3 福島県福島市 一般病床+療養病床 243 3 半年以上 有り

4 福島県郡山市 精神病床 484 5 半年以上 無し・不動産業者を紹介

5 福島県会津若松市 一般病床+精神病床 1035 5 半年以上 無し

6 福島県西白河郡 一般病床+療養病床 193 2 半年以上 有り

7 福島県南相馬市 一般病床 175 10 半年以上 有り・来年3月以降に社宅新築

8 福島県伊達市 一般病床 226 5 半年以上 有り

9 福島県いわき市 一般病床+療養病床 180 10 半年以上 有り

10 福島県いわき市 一般病床+療養病床 65 2 半年以上 有り

11 福島県須賀川市 一般病床+療養病床 120 5 半年以上 有り

看護師 長期派遣希望



No 病院住所 病床種別 病床数 人数
希望派遣
期間

住宅

1 福島県本宮市 一般病床+療養病床 173 10
1週間毎の交代
勤務でも可 有り

看護師 短期派遣希望



No 病院住所 病床種別 病床数 人数
希望派遣
期間

住宅

1 福島県いわき市 精神病床 215 2 半年以上 無し・通勤希望

2 福島県福島市 一般病床+療養病床 243 1 半年以上 有り

3 福島県郡山市 一般病床 240 1 半年以上 有り

4 福島県南相馬市 一般病床 175 2 半年以上 有り・来年3月以降に社宅新築

5 福島県いわき市 一般病床+療養病床 180 2 半年以上 有り

薬剤師 長期派遣希望



No 病院住所 病床種別 病床数 人数
希望派遣
期間

住宅

1 福島県白河市 一般病床+療養病床 99 1
1週間毎の交代
勤務でも可 有り

2 福島県喜多方市 一般病床+療養病床 160 1
1週間毎の交代
勤務でも可 有り

薬剤師 短期派遣希望



No 病院住所 病床種別 病床数 人数
希望派遣
期間

住宅

1 福島県福島市 一般病床+療養病床 243 1 半年以上 有り

2 福島県南相馬市 一般病床 175 3 半年以上 有り・来年3月以降に社宅新築

臨床検査技師 長期派遣希望



No 病院住所 病床種別 病床数 人数
希望派遣
期間

住宅

1 福島県南相馬市 一般病床 175 1 半年以上 有り・来年3月以降に社宅新築

臨床工学技士 長期派遣希望



No 病院住所 病床種別 病床数 人数
希望派遣
期間

住宅

1 福島県白河市 一般病床+療養病床 99 1 半年以上 有り

理学療法士 長期派遣希望



No 病院住所 病床種別 病床数 人数
希望派遣
期間

住宅

1 福島県いわき市 一般病床+療養病床 180 1 半年以上 有り

医療秘書 長期派遣希望


