
平成22年度全国中学校体育大会 第48回全国中学校スキー大会

医療・救護要項【猪苗代会場】

本大会に参加する選手団（選手・監督・コーチ・引率者）及び一般観覧者並びに大会運営に従事す

る者に対する医療救護に万全を期するため，次の通り基本的な事項を定める。

１ 基本的事項

本大会実行委員会は，医師会・医療機関・保健所・消防署等と十分な連絡調整を行い，密接な連

携のもとに業務を遂行するものとする。

(1) 大会期間中バックアップ病院を指定し，大会関係者の受診の便宜を図る。

(2) 医療機関へは，「保険証」を必ず携行し，都道府県の責任者または監督・引率者が付き添うも

のとする。

(3) 医療機関での受診に要する費用は，すべて受診者の負担とする。

(4) 必要に応じて救急自動車を要請する。

２ 救護所における救護

(1) 救護所の設置

① 競技会場

大会期間中の平成２３年２月７日（月）から２月１０日（木）まで，下記の会場に救護所を

設置する。

◎クロスカントリー会場 … 猪苗代町クロスカントリースキーコース

◎アルペン会場 … 猪苗代スキー場ミネロ

② 開・閉会式会場（猪苗代町体験交流館）

開会式・閉会式の際，会場に救護所を設置する。

◎開会式 … ２月 ７日（月）

◎閉会式 … ２月１０日（木）

(2) 救護所には救護係を配置する。

(3) 救護所では，応急処置のみ行うものとし，必要に応じて医療機関に移送する。

(4) 救護所には応急処置に万全を期すため，ＡＥＤ，医薬品・医療器具・その他必要な物品を備え

るものとする。

(5) 練習中など，救護所が未開設時に負傷発病した場合は，競技会場の係員等に申し出ること。

３ 宿舎等における医療及び救護

宿泊する施設等で発病または負傷し，医療機関で受診する場合は，宿舎に申し出た上，都道府県

の責任者または監督・引率者が最寄りの医療機関と連絡を取り受診するものとする。

４ インフルエンザ等への対応

最新の情報を随時提供し，国や県・市などの対策に則って対応する。

５ 救急『１１９番』

猪苗代消防署 猪苗代町梨木西１９－１



６ 医療機関

〈医療機関一覧〉※医療マップを参照ください。
病 院 名 住 所 電 話 番 号 診療科目 診 療 時 間

太田熱海病院 郡山市熱海町熱海 (０２４)９８４ 総合病院 受付は9:00～17:00だが、診療時間は各科によって

マ ５－２４０ －００８８ (小児科なし) 異なる為、事前に問い合わせること。

ッ 会津中央病院 会津若松市鶴賀 (０２４２) 総合病院 受付は7:30～16:30だが、診療時間は各科によって

プ １－１ ２５－１５１５ 異なる為、事前に問い合わせること。（日・祭日

な 救急救命センター ・第３土曜日 休診）

し ２５－１５９９ 救急救命センターは24時間体制

竹田綜合病院 会津若松市山鹿町 (０２４２) 総合病院 診療時間は8:30～16:30だが、各科によって異なる

３―２７ ２７ー５５１１ 為事前に問い合わせること。救急室は２４時間体

【救急室】 制。（日・祭日・第２・４土曜日休診）

２９－９９１１

猪苗代町立 猪苗代町字梨木西 (０２４２) 内科（毎日）外科 午前 ９：００～１２：００（受付１１：３０）

猪苗代病院 ６５ ６２－２３５０ 整形外科 午後 １４：００～１７：００（受付１６：３０）

１ 耳鼻科 耳鼻科：木曜午後診察 １３：３０～１５：３０

整形：毎週水曜午後、土曜午前診察

外科：水曜午後休診（日・祭日・第３土曜日休診）

六角医院 猪苗代町本町４４ (０２４２) 泌尿器科 午前 ９：００～１２：００

２ ６２－２６４０ 整形外科・外科 午後 １４：３０～１８：００（木午後16時～）

内科・皮膚科 （土曜午後、日・祝祭日休診）

浅見クリニック 猪苗代町芦原 (０２４２) 循環器科 午前 ９：００～１２：００(金曜１３：００)

３ ８４－１ ６３－２２００ 内科・小児科 午後 １４：００～１８：００

（金曜午後、土曜日、祝日休診 日曜日診療）

矢吹医院 猪苗代町古城町 (０２４２) 胃腸科 午前 ９：００～１２：００

４ ９９－１ ６２－２１６９ 内科・小児科 午後 １４：００～１７：３０

（日曜日のみ休診、土曜日は１３：００まで）

かねこ内科外科 猪苗代町千代田字 (０２４２) 内科・小児科 午前 ９：００～１３：３０（受付１２：００）

５ クリニック 二百苅６９－２ ７２－０６６０ 外科・循環器科 午後 １５：００～１８：００（受付１７：３０）

精神科 （土曜午後、日・祝祭日休診）

小川医院 猪苗代町カキ田 (０２４２) 内科・眼科 午前 ８：３０～１２：３０

６ ３９３ ６２－２１３２ 整形外科 午後 １３：３０～１７：３０

（火・木曜午後、金曜休診 土・日診療）

野崎医院 猪苗代町川桁字西 (０２４２) 内科・外科 午前 ８：００～１２：００

７ 幸野２１９１ ６６－２２４５ 整形外科 午後 １３：３０～１７：００

（土曜午後 日休診）

ケアテルマリア 猪苗代町川桁字 (０２４２) 内科・外科 午前 ９：００～１２：００

クリニック 天王坂2413-16 ６６－２７００ 泌尿器科・皮膚科 午後 １３：３０～１７：００

８ ・形成外科 （土曜午後・日・祝日休診）

９ 長谷川歯科医院 猪苗代町裏町 (０２４２) 歯科 午前 ９：００～１０：３０ 予約制

４４７ ６２－３２１７ （日・祝祭日・第２土曜日休診）

１１ 長谷川歯科駅前分院 猪苗代町千代田 (０２４２) 歯科 午前 ９：００～１１：３０

字ドウフケ４７ ６２－２５２５ 午後 １４：００～１８：３０（日・祝祭日休診）

１２ 佐藤歯科医院 猪苗代町新町 (０２４２) 歯科 月・木 9:00～12:00 14:00～19:00

４９１７ー１ ６２－３０５５ 火･水･金 9:00～13:00 14:00～18:00

土 9:00～13:00

１３ 大竹歯科医院 猪苗代町新町 (０２４２) 歯科 午前 ９：３０～１２：００(日・祝祭日休診)

４８５８ ６２－３７０８ 午後 １４：００～１８：３０（木；１７：００

まで土の午後は１４：００～１５:００

木；１７：００まで

１４ 斎藤歯科医院 猪苗代町川桁字西 (０２４２) 歯科 午前 ８：３０～１１：３０

幸野２１４７ ６６ー２３４１ 午後 １４：００～１７：００

あしはら歯科医院 猪苗代町芦原 (０２４２) 歯科 午前 ９：３０～１２：００

１５ ９１－１ ６２－５３１１ 午後 １４：００～１８：３０（午後は予約制）

（日・月・祝祭日休診）

夜間救急指定病院（太田熱海病院・会津中央病院・竹田綜合病院） 各宿舎より連絡し、確認後、移送する。


