
 

（様式例第11） 

東邦大佐院第3-60号 

令和3年9月7日 

 

千葉県知事 熊谷 俊人 殿 

 

 

 

住 所 〒143-8540 

 東京都大田区大森西5丁目21番16号 

申請者 

                         氏 名 学校法人 東邦大学 

理事長  炭山 嘉伸    

 

 

東邦大学医療センター佐倉病院の地域医療支援病院の業務報告について 

 

 

 

標記について、医療法第12条の２の規定に基づき、2020年度の業務に関して報告します。 

 

 

記 

 

 

１ 開設者の住所及び氏名 

住所 
〒143-8540 

東京都大田区大森西5丁目21番16号 

氏名 
学校法人 東邦大学 

理事長 炭山 嘉伸 

 （注）開設者が法人である場合は、「住所」欄には法人の主たる事務所の所在地を、「氏名」欄には

法人の名称を記入すること。 

 

２ 名称 

 

３ 所在の場所 

〒285-8741 千葉県佐倉市下志津564番地1 

電話（043）462-8811（代表）    

  

４ 病床数 

精神病床 感染症病床 結核病床 療養病床 一般病床 合計 

床 床 床 床 447床 447床 

 

  

東邦大学医療センター佐倉病院 



 

５ 施設の構造設備 

施設名 設備概要 

集中治療室 
（主な設備）病床数8床 超音波診断装置、除細動器、人工呼吸器 

患者監視ﾓﾆﾀｰ、ICUﾓﾆﾀｰﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ、心電計、血ガス分析装置 

化学検査室 （主な設備）生化学自動分析装置 

細菌検査室 （主な設備）血液培養装置・微生物分類固定装置 

病理検査室 
（主な設備）生物顕微鏡、凍結切片作成装置、自動染色装置 

密閉自動固定包埋装置 

病理解剖室 （主な設備）上下式解剖台、遺体貯蔵庫、乾熱滅菌器、オートクレーブ 

研究室 
（主な設備）冷蔵庫、冷凍庫、実験台、遠心分離機、攪拌器、乾燥機 

電子天秤、純水器 

講義室 

 

室数 14室 

（病院）1階講義室1・2・3、 7階講義室、 7階講堂1・2・3、 会議室3-1 

（研修センター）1階会議室、1階講堂兼体育館、2階実習室4・5・6・7 

 

図書室 室数１室  蔵所数 7,000 冊程度 

救急用又は患者

搬送用自動車 

（主な設備） 

保有台数  1台 

医薬品情報管理室 
［専用室の場合］     床面積 62.77㎡ 

［共用室の場合］     薬剤部室と共用 

(注) 主な設備は、主たる医療機器、研究用機器、教育用機器等を記入すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（様式例第12）他の病院又は診療所から紹介された患者に対し医療を提供する体制が整備されている

ことを証する書類及び救急医療の提供実績 

 

１．地域医療支援病院紹介率及び地域医療支援病院逆紹介率 

(注) １ 「地域医療支援病院紹介率」欄は、ＡをＢで除した数に100を乗じて、小数点以下第１位ま

で記入すること。 

(注) ２ 「地域医療支援病院逆紹介率」欄は、ＣをＢで除した数に100を乗じて、小数点以下第１位

まで記入すること。 

(注) ３ それぞれの患者数については、前年度の延数を記入すること。 

 

  

地域医療支援病院 

紹介率 
86.3％ 

算定 

期間 
令和 2年 4月 1日 ～ 令和 3年 3月 31日 

地域医療支援病院 

逆紹介率 
116.5％ 

算出 

根拠 

Ａ：紹介患者の数 12,472人 

Ｂ：初診患者の数 14,456人 

Ｃ：逆紹介患者の数 16,836人 



No. 職種 氏名 勤務の態様 勤務時間 備考

1 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

内科

2 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

内科

3 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

内科

4 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

内科

5 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

内科

6 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

内科

7 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

内科

8 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

内科

9 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

内科

10 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

内科

11 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

内科

12 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

内科

13 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

内科

14 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

内科

15 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

内科

16 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

内科

17 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

内科

18 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

内科

19 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

内科

20 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

内科

21 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

内科

22 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

内科

23 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

内科

24 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

内科

（様式例第１３）　救急医療を提供する能力を有することを証する書類

１　重症救急患者の受入れに対応できる医療従事者の確保状況



25 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

内科

26 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

内科

27 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

内科

28 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

内科

29 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

内科

30 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

内科

31 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

内科

32 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

内科

33 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

内科

34 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

内科

35 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

内科

36 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

内科

37 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

内科

38 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

内科

39 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

内科

40 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

内科

41 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

内科

42 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

内科

43 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

内科

44 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

内科

45 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

内科

46 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

内科

47 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

内科

48 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

内科

49 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

内科

50 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

内科

51 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

内科



52 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

内科

53 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

内科

54 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

内科

55 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

内科

56 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

内科

57 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

内科

58 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

内科

59 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

内科

60 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

小児科

61 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

小児科

62 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

小児科

63 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

小児科

64 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

小児科

65 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

小児科

66 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

小児科

67 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

小児科

68 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

小児科

69 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

外科

70 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

外科

71 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

外科

72 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

外科

73 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

外科

74 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

外科

75 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

外科

76 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

外科

77 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

外科

78 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

外科



79 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

外科

80 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

外科

81 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

外科

82 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

外科

83 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

外科

84 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

外科

85 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

外科

86 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

外科

87 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

外科

88 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

外科

89 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

外科

90 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

脳神経外科

91 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

脳神経外科

92 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

脳神経外科

93 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

脳神経外科

94 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

脳神経外科

95 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

整形外科

96 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

整形外科

97 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

整形外科

98 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

整形外科

99 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

整形外科

100 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

整形外科

101 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

整形外科

102 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

整形外科

103 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

整形外科

104 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

整形外科

105 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

整形外科



106 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

整形外科

107 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

産婦人科

108 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

産婦人科

109 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

産婦人科

110 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

産婦人科

111 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

産婦人科

112 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

産婦人科

113 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

産婦人科

114 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

産婦人科

115 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

産婦人科

116 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

産婦人科

117 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

産婦人科

118 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

産婦人科

119 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

産婦人科

120 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

皮膚科

121 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

皮膚科

122 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

皮膚科

123 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

皮膚科

124 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

皮膚科

125 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

皮膚科

126 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

皮膚科

127 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

皮膚科

128 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

泌尿器科

129 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

泌尿器科

130 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

泌尿器科

131 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

泌尿器科

132 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

泌尿器科



133 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

泌尿器科

134 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

泌尿器科

135 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

泌尿器科

136 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

眼科

137 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

眼科

138 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

眼科

139 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

眼科

140 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

眼科

141 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

眼科

142 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

眼科

143 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

眼科

144 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

眼科

145 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

眼科

146 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

眼科

147 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

眼科

148 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

眼科

149 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

眼科

150 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

眼科

151 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

眼科

152 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

眼科

153 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

耳鼻咽喉科

154 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

耳鼻咽喉科

155 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

耳鼻咽喉科

156 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

耳鼻咽喉科

157 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

耳鼻咽喉科

158 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

耳鼻咽喉科

159 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

耳鼻咽喉科



160 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

耳鼻咽喉科

161 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

耳鼻咽喉科

162 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

耳鼻咽喉科

163 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

麻酔科

164 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

麻酔科

165 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

麻酔科

166 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

麻酔科

167 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

麻酔科

168 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

麻酔科

169 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

麻酔科

170 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

麻酔科

171 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

麻酔科

172 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

麻酔科

173 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

形成外科

174 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

形成外科

175 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

形成外科

176 医師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

形成外科

177 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

手術室

178 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

手術室

179 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

手術室

180 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

手術室

181 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

手術室

182 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

手術室

183 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

手術室

184 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

手術室

185 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

手術室

186 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

手術室

187 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

手術室



188 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

手術室

189 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

手術室

190 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

手術室

191 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

手術室

192 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

手術室

193 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

手術室

194 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

手術室

195 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

手術室

196 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

手術室

197 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

手術室

198 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

手術室

199 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

手術室

200 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

手術室

201 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

手術室

202 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

手術室

203 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

手術室

204 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

手術室

205 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

手術室

206 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

手術室

207 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

手術室

208 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

手術室

209 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

手術室

210 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

手術室

211 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

手術室

212 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

手術室

213 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

救急病棟

214 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

救急病棟

215 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

救急病棟



216 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

救急病棟

217 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

救急病棟

218 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

救急病棟

219 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

救急病棟

220 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

救急病棟

221 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

救急病棟

222 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

救急病棟

223 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

救急病棟

224 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

救急病棟

225 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

救急病棟

226 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

救急病棟

227 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

救急病棟

228 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

救急病棟

229 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

救急病棟

230 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

救急病棟

231 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

救急病棟

232 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

救急病棟

233 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

救急病棟

234 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

救急病棟

235 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

救急病棟

236 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

救急病棟

237 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

救急病棟

238 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

救急病棟

239 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

救急病棟

240 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

救急病棟

241 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

救急病棟

242 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

救急病棟



243 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

救急病棟

244 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

救急病棟

245 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

救急病棟

246 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

救急病棟

247 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

救急病棟

248 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

救急病棟

249 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
17:00～8:30

救急病棟

250 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
（8：30～21：00）
20:30～9:00

ICU

251 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
（8：30～21：00）
20:30～9:00

ICU

252 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
（8：30～21：00）
20:30～9:00

ICU

253 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
（8：30～21：00）
20:30～9:00

ICU

254 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
（8：30～21：00）
20:30～9:00

ICU

255 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
（8：30～21：00）
20:30～9:00

ICU

256 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
（8：30～21：00）
20:30～9:00

ICU

257 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
（8：30～21：00）
20:30～9:00

ICU

258 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
（8：30～21：00）
20:30～9:00

ICU

259 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
（8：30～21：00）
20:30～9:00

ICU

260 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
（8：30～21：00）
20:30～9:00

ICU

261 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
（8：30～21：00）
20:30～9:00

ICU

262 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
（8：30～21：00）
20:30～9:00

ICU

263 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
（8：30～21：00）
20:30～9:00

ICU



264 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
（8：30～21：00）
20:30～9:00

ICU

265 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
（8：30～21：00）
20:30～9:00

ICU

266 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
（8：30～21：00）
20:30～9:00

ICU

267 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
（8：30～21：00）
20:30～9:00

ICU

268 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
（8：30～21：00）
20:30～9:00

ICU

269 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
（8：30～21：00）
20:30～9:00

ICU

270 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
（8：30～21：00）
20:30～9:00

ICU

271 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
（8：30～21：00）
20:30～9:00

ICU

272 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
（8：30～21：00）
20:30～9:00

ICU

273 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
（8：30～21：00）
20:30～9:00

ICU

274 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
（8：30～21：00）
20:30～9:00

ICU

275 看護師 常勤・専従
8:30～17:00
（8：30～21：00）
20:30～9:00

ICU

276 臨床検査技師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

277 臨床検査技師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

278 臨床検査技師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

279 臨床検査技師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

280 臨床検査技師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

281 臨床検査技師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

282 臨床検査技師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

283 臨床検査技師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

284 臨床検査技師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

285 臨床検査技師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり



286 臨床検査技師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

287 臨床検査技師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

288 臨床検査技師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

289 臨床検査技師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

290 臨床検査技師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

291 臨床検査技師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

292 臨床検査技師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

293 臨床検査技師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

294 臨床検査技師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

295 臨床検査技師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

296 臨床検査技師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

297 臨床検査技師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

298 臨床検査技師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

299 臨床検査技師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

300 臨床検査技師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

301 臨床検査技師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

302 臨床検査技師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

303 臨床検査技師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

304 臨床検査技師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

305 臨床検査技師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

306 臨床検査技師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

307 臨床検査技師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

308 放射線技師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

309 放射線技師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

310 放射線技師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

311 放射線技師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

312 放射線技師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり



313 放射線技師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

314 放射線技師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

315 放射線技師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

316 放射線技師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

317 放射線技師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

318 放射線技師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

319 放射線技師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

320 放射線技師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

321 放射線技師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

322 放射線技師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

323 放射線技師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

324 放射線技師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

325 放射線技師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

326 放射線技師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

327 放射線技師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

328 放射線技師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

329 放射線技師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

330 放射線技師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

331 放射線技師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

332 放射線技師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

333 放射線技師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

334 放射線技師 常勤・専従
8:30～17:00
日当直あり

335 薬剤師 常勤・専従
9:00～17:30
日当直あり

336 薬剤師 常勤・専従
9:00～17:30
日当直あり

337 薬剤師 常勤・専従
9:00～17:30
日当直あり

338 薬剤師 常勤・専従
9:00～17:30
日当直あり

339 薬剤師 常勤・専従
9:00～17:30
日当直あり



340 薬剤師 常勤・専従
9:00～17:30
日当直あり

341 薬剤師 常勤・専従
9:00～17:30
日当直あり

342 薬剤師 常勤・専従
9:00～17:30
日当直あり

343 薬剤師 常勤・専従
9:00～17:30
日当直あり

344 薬剤師 常勤・専従
9:00～17:30
日当直あり

345 薬剤師 常勤・専従
9:00～17:30
日当直あり

346 薬剤師 常勤・専従
9:00～17:30
日当直あり

347 薬剤師 常勤・専従
9:00～17:30
日当直あり

348 薬剤師 常勤・専従
9:00～17:30
日当直あり

349 薬剤師 常勤・専従
9:00～17:30
日当直あり

350 薬剤師 常勤・専従
9:00～17:30
日当直あり

351 薬剤師 常勤・専従
9:00～17:30
日当直あり

352 薬剤師 常勤・専従
9:00～17:30
日当直あり

353 薬剤師 常勤・専従
9:00～17:30
日当直あり

354 薬剤師 常勤・専従
9:00～17:30
日当直あり

355 薬剤師 常勤・専従
9:00～17:30
日当直あり

356 薬剤師 常勤・専従
9:00～17:30
日当直あり

357 薬剤師 常勤・専従
9:00～17:30
日当直あり

358 薬剤師 常勤・専従
9:00～17:30
日当直あり

359 薬剤師 常勤・専従
9:00～17:30
日当直あり

360 薬剤師 常勤・専従
9:00～17:30
日当直あり

361 薬剤師 常勤・専従
9:00～17:30
日当直あり

362 薬剤師 常勤・専従
9:00～17:30
日当直あり

363 薬剤師 常勤・専従
9:00～17:30
日当直あり

364 薬剤師 常勤・専従
9:00～17:30
日当直あり

365 薬剤師 常勤・専従
9:00～17:30
日当直あり

366 薬剤師 常勤・専従
9:00～17:30
日当直あり



367 薬剤師 常勤・専従
9:00～17:30
日当直あり

368 薬剤師 常勤・専従
9:00～17:30
日当直あり

369 臨床工学技士 常勤・専従
8:30～17:00
拘束あり

370 臨床工学技士 常勤・専従
8:30～17:00
拘束あり

371 臨床工学技士 常勤・専従
8:30～17:00
拘束あり

372 臨床工学技士 常勤・専従
8:30～17:00
拘束あり

373 臨床工学技士 常勤・専従
8:30～17:00
拘束あり

374 臨床工学技士 常勤・専従
8:30～17:00
拘束あり

375 臨床工学技士 常勤・専従
8:30～17:00
拘束あり

376 臨床工学技士 常勤・専従
8:30～17:00
拘束あり

377 臨床工学技士 常勤・専従
8:30～17:00
拘束あり

378 薬剤師 常勤・専従
9:00～17:30
日当直あり



 

２ 重症救急患者のための病床の確保状況 

優先的に使用できる病床 10床 

専用病床 0床 

(注) 一般病床以外の病床を含む場合は、病床区分ごとに記載すること。 

 

３ 重症救急患者に必要な検査、治療を行うために必要な診療施設の概要 

施 設 名 床面積 設  備  概  要 24時間  

ＩＣＵ・ＣＣＵ 317㎡ 

（主な設備）人工呼吸器、患者監視ﾓﾆﾀｰ、除細動器 

心電計、ﾄﾞﾌﾟﾗｰ血流計 

超音波診断装置、血液ｶﾞｽ分析装置 

 可   

ＭＲＩ（２室） 85.72㎡ 
（主な設備）3.0T G E OPTiMA  MR450W   

      1.5T ｼｰﾒﾝｽ MAGNETOM Skyra 
 可   

ＣＴ（３室） 88.83㎡ 

（主な設備）ＧＥ Revolution EVO 

      東芝 Aquilion TSX-101A/HA  

      東芝 Aquilion TSX-303A/21 

 可   

血管撮影室 41.71㎡ 
（主な設備）東芝 INFX-VC030A/J1 

（Ｈ28から１階は東芝 INFX-8000V） 
 可   

一般撮影室（３室） 81.88㎡ （主な設備）島津 UD150L-40（3台）  可   

検体検査室 168.47㎡ （主な設備）生化学自動分析装置  

内視鏡検査室 60.91㎡ 

（主な設備）内視鏡上部・下部・小腸十二指腸・気

管支鏡・超音波ｽｺｰﾌﾟ、超音波観測装

置、気腹装置、送水ポンプ 

 

救急室 193.42㎡ 

（主な設備）人工呼吸器、無影灯、除細動器 

超音波診断装置、血液ｶﾞｽ分析装置 

心電計 

 

救急ﾘｶﾊﾞﾘｰ室 

（10床） 
62.85㎡ （主な設備）患者監視ﾓﾆﾀｰ、除細動器  



 

手術室（８室） 469.22㎡ 

（主な設備）手術台、無影灯、殺菌水手洗装置 

治療用電気手術器、 手術顕微鏡ｼｽﾃﾑ 

高周波焼灼電源装置、超音波手術器 

      ｵﾘﾝﾊﾟｽﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ、ｽﾄﾙﾂﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ 

人工心臓肺 

ﾊｲｴﾝﾄﾞﾓﾊﾞｲﾙ型ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 

下肢静脈留治療用半導体ﾚｰｻﾞ 

 

心臓ｶﾃｰﾃﾙ室 50.66㎡ 

（主な設備）ｼｰﾒﾝｽ AXIOM Artis dBC、除細動器

IABP装置、PCPS体外式ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ 

血液凝固装置、ﾎﾟﾘｸﾞﾗﾌ、ﾛｰﾀﾌﾞﾚｰﾀ 

 

 

４ 備考 

救急告示病院（平成27年10月30日） 

(注) 特定の診療科において、重症救急患者の受入体制を確保する場合には、その旨を記載するこ

と。 

   既に、救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）に基づき都道府県知事の救急病院

の認定を受けている病院、救急医療対策の設備事業について（昭和52年７月６日付け医発第692号厚生

省医務局長通知）に基づき救急医療を実施している病院にあっては、その旨を記載すること。 

 

５ 救急医療の提供の実績 

救急用又は患者輸送自動車により搬入した

救急患者の数 

3,365人 

（ 1,386人） 

上記以外の救急患者の数 
5,146人 

（ 2,335人） 

合計 
8,511人 

（ 3,721人） 

（注）それぞれの患者数については、前年度の延べ数を記入すること。 

 括弧内には、それぞれの患者数のうち入院を要した患者数を記載すること。 

 

６ 救急用又は患者輸送用自動車 

 

救急用又は患者輸送用自動車 

 

 

1台 



 

（様式例第 14）地域医療従事者による診療、研究又は研修のための利用（共同利用）のための体制が

整備されていることを証する書類 

 

１ 共同利用の実績 

別紙①参照 

 

(注) 前年度において共同利用を行った実績がある場合において、当該前年度の共同利用を行った医

療機関の延べ数、これらの医療機関のうち開設者と直接関係のない医療機関の延べ数、共同利用

に係る病床の病床利用率を明記すること。 

 

２ 共同利用の範囲等 

検査機器（CT・MRI・核医学・心臓エコー・下肢静脈エコー・下肢動脈エコー・頸動脈エコー・腹部
エコー・CAVI）、図書室、病床（5床） 
別紙②「東邦大学医療センター佐倉病院 連携医療機関証・連携医訪問カード 実施要領、東邦大学
医療センター佐倉病院 共同利用規定、東邦大学医療センター佐倉病院 共同利用病床運用規定、図
書室の利用」参照 

(注) 当該病院の建物の全部若しくは一部、設備、器械又は器具のうち、共同利用の対象とする予定

のものを明記すること。 

 

３ 共同利用の体制 

 ア 共同利用に関する規定の有無 有・無 

 イ 利用医師等登録制度の担当者 氏 名：  

                 職 種： 事務員（医療連携・患者支援センター） 

(注) 共同利用に関する規定が有る場合には、当該規定の写しを添付すること。 

 

４ 登録医療機関の名簿 

医療機関名 開 設 者 名 住   所 主たる診療科名 
地域医療支援病院開設者との経営上

の関係   

別紙③参照     

注 当該病院と同一の２次医療圏に所在する医療機関のみ記入すること。 

 

常時共同利用可能な病床数  5床 



 

（様式例第 15） 地域医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有することの証明 

 

１ 研修の内容 

・佐倉病院 臨床病理症例検討会            ： ９回（５５７名） 

・医療連携セミナー                ： ５回（３６５名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

２ 研修の実績 

（１）地域の医療従事者への実施回数 １４回 

（２）（１）の合計研修者数 ９２２人 

(注) １  研修には、当該病院以外の地域の医療従事者が含まれるものを記入すること。 

(注) ２  （２）には、前年度の研修生の実数を記入すること。 

  

３ 研修の体制 

 ア 研修プログラムの有無 有・無 

 イ 研修委員会設置の有無 有・無 

 ウ 研修指導者 

研修指導者氏名 職種 診療科 役 職 等 臨床 
経験数 特 記 事 項 

 医師 脳神経外科 病院長 ４０年   

 医師 外科 副院長／診療責任者 ３６年   

 医師 医療連携・患者
支援センター 副院長／部長 ３５年   

 医師 泌尿器科 副院長／診療責任者 ３０年   

 看護師 看護部 副院長／看護部長 ３５年   

 医師 病理診断科 院長補佐／部長 ３５年 教育責任者 

 医師 整形外科 院長補佐／診療責任者 ３０年   



 

 医師 臨床検査部 院長補佐／部長 ３７年   

 医師 外科 院長補佐／感染対策室
長 ３２年   

 医師 消化器センタ
ー 院長補佐／部長 ２４年   

 医師 メンタルヘル
スクリニック 診療責任者 ３６年   

 医師 小児科 診療責任者 ２８年   

 医師 皮膚科 診療責任者 ２６年   

 医師 眼科 診療責任者 ３３年   

 医師 耳鼻咽喉科 診療責任者 ３７年   

 医師 放射線科 診療責任者 ３５年   

 医師 麻酔科 診療責任者 ２４年   

 医師 形成外科 診療責任者 ３７年   

 医師 
外科学講座乳腺内
分泌外科学分野 

教授 ２６年   

 医師 心臓血管外科
／集中治療部 部長 ３５年   

 医師 リプロダクシ
ョンセンター 部長 ２０年   

 医師 難聴・めまい
回復センター 部長 ２３年   

 医師 臨床遺伝診療
センター 部長 ３２年   

 医師 炎症性腸疾患
センター 部長 ３９年   

 医師 臨床生理機能
検査部 部長 ３３年   

 医師 内科学講座神
経内科学分野 教授 ３６年   

 医師 輸血部 部長 ２８年   

 医師 
地域周産期母子
医療センター 部長 ３５年   

 医師 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部 部長 ２５年   

 医師 臨床工学部 部長 ２６年   

 薬剤師 薬剤部 部長代行 ２４年   

 事務部長 事務部 部長     

 (注) 教育責任者については、特記事項欄にその旨を記載すること。 



 

４ 研修実施のための施設及び設備の概要 

施  設  名 床 面 積 設   備   概   要 

【病院】   

東棟１階 講義室 1 52.55㎡ （主な設備）放送設備・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ 

     講義室 2 55.75㎡ （主な設備）放送設備・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ 

     講義室 3 51.53㎡ （主な設備）放送設備・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ 

７階 講 堂 1 122.01㎡ （主な設備）放送設備・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ 

     講 堂 2 91.36㎡ （主な設備）放送設備・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ 

講 堂 3 96.78㎡ （主な設備）放送設備・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ 

西棟３階  会議室  3-1 38.12㎡ （主な設備）テレビ会議システム 

７階  講義室 65.81㎡ （主な設備）テレビ会議システム 

   

【研修センター】   

１階 会議室 26.20㎡  

講堂兼体育館 264.88㎡ （主な設備）放送設備・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ 

  ２階 実習室４ 15.08㎡  

     実習室５ 25.00㎡  

実習室６ 18.20㎡  

   実習室７ 18.70㎡  

図書室 73.38㎡ 7,000冊程度、ネット検索ＰＣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（様式例第16） 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の管理方法 

 

管理責任者氏名 病院長  

管理担当者氏名  

 

  保管場所 分  類  方  法 

診療に関する諸記録 

 病院日誌、各科診療日誌、処方せん､手

術記録、看護記録、検査所見記録､エック

ス線写真、紹介状、退院した患者に係る入

院期間中の診療経過の要約 

診療録管理センター 一元連番方式 

病院の管

理及び運

営に関す

る諸記録 

共同利用の実績 
医療連携：患者支援

センター 
 

救急医療の提供の実績 医事課  

地域の医療従事者の資質の向上

を図るための研修の実績 
教育支援室  

閲覧実績 院長秘書室  

紹介患者に対する医療提供及び

他の病院又は診療所に対する患

者紹介の実績の数を明らかにす

る帳簿 

医療連携・患者支援

センター 
 

(注) 「診療に関する諸記録」欄には、個々の記録について記入する必要はなく、全体としての管理

方法の概略を記入すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（様式例第17） 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法に関する書類 

 

閲覧責任者氏名  病院長  

閲覧担当者氏名  総務課長  

閲覧の求めに応じる場所  総務課 

閲覧の手続の概要 

 

病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧を希望する者（連携医療機関）は、総務課に所定の閲覧

申請書を提出する。総務課長は病院長、副院長に回覧する。承認の場合は、閲覧希望資料を保管部

署から取り寄せ、申請者の都合のよい日時に来院してもらい（要事前連絡）、応接室または会議室等

で閲覧してもらう。閲覧可能日は月曜日から金曜日の１０時から１６時とし、祝日等の病院が休診

日は対応不可とする。不承認の場合は、その旨を申請者に回答する。 

  

 

前年度の総閲覧件数 ０件 

閲 覧 者 別 

医師 ０件 

歯科医師 ０件 

地方公共団体 ０件 

その他 ０件 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（様式例第18）  委員会の開催の実績 

 

(注) 委員会の開催回数及び議論の概要については、前年度のものを記載すること。 

 

 

 

委員会の開催回数 

 

 

 ２ 回 

 

 

委員会における議論の概要 

 

○第１回 令和２年８月１７日（月） 

 ①令和元年度(2019年度)報告 

 ②ご意見、ご要望について 

 

○第２回 令和２年１１月１３日（金） 

 ①第２回地域医療支援委員会資料の確認 

 ②地域医療支援委員会COVID-19関連報告 

③ご意見、ご要望について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（様式例第19）  患者相談の実績 

 

 

患者相談を行う場所 

 

 

相談窓口・相談室・その他（    ） 

主として患者相談を行った者 

（複数回答可） 

看護師、医療ソーシャルワーカー（MSW） 

 

 

患者相談件数 

 

 

 3,967 件 

  

患者相談の概要 

別紙④の患者相談窓口対応フローのとおり、コンシェルジュ（総合相談）にて行い、相談内容

によって適切な担当へ繋ぐことにより患者・患者家族が院内を迷うことなく相談できるような

体制を整備している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) 患者相談の概要については、相談内容を適切に分類し記載するとともに、相談に基づき講

じた対策等があれば併せて記載すること。また、個人が同定されないよう配慮すること。 

 

 

 

 

  



 

(様式第 20) 

その他の地域医療支援病院に求められる取組みに関する書類（任意） 

 

 

１  病院の機能に関する第三者による評価 

① 病院の機能に関する第三者による評価の有無 有・無 

 ・評価を行った機関名、評価を受けた時期 

公益財団法人 日本医療機能評価機構 機能種別版評価項目3rdG:Ver.2.0 

 2021年2月24日-25日 

 認定期間：2020年9月3日-2025年9月2日 

(注)医療機能に関する第三者による評価については、日本医療機能評価機構等による評価があるこ

と。 

 

 

２  果たしている役割に関する情報発信 

① 果たしている役割に関する情報発信の有無 有・無 

 ・情報発信の方法、内容等の概要 

ＣＰＣの開催、公開講座、広報紙「こうほう佐倉」、病院のご案内（年1回）、 

 広報誌の発行（年4回）、外来診療担当医表（年2回）、ホームページ 

 

 

３ 退院調整部門 

① 退院調整部門の有無 有・無 

退院調整部門は平成20年度に設置し平成30年度には入院前支援機能を加えこの時から“入退院支援部門”と

なった。入院支援看護師7名・退院支援看護師6名・社会福祉士3名を配置した。 

 

入院支援では、予約入院患者に面談し早期から問題の把握と解決に向けて多職種と連携して患者が最良の状

態で入院に臨めるよう支援している。面談の対象者は65歳以上、がん病名、維持透析導入予定の患者さんと

した。2020年度の面談実施率は73.7％（全予約入院6685名・面談数4762名）であった。 

退院支援では、入院時に退院支援依頼スクリーニングシートを使用し、退院支援対象者を抽出し、2020年度

のスクリーニング抽出率は40.5％（4098件）であった。初期アセスメント、多職種によるカンファレンスを

実施して退院支援部門の介入が必要となったのはスクリーニングで抽出されたうちの34.5％（1405件）であ

った。地域医療機関等との連携にかかわる「介護支援連携等指導料」「共同指導料」「退院前後訪問指導料」

は合計220件であった。退院支援に当たっては、退院支援部門だけでなく病棟看護師・外来看護師・他職種も

活発に対応している。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

４  地域連携を促進するための取組み 

① 地域連携クリティカルパスの策定 有・無 

千葉県共用地域医療連携パス…脳卒中・胃がん・大腸がん 

その他の地域連携パス…………大腿骨頚部骨折・認知症 
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No. 医療機関名称 連携医療機関の有無 共同利用項目 件数

1 志津さくら内科クリニック 有 83
ＣＴ 70

ＭＲＩ 11

循内エコー 2

2 西志津おおば内科 有 37
ＣＴ 1

ＭＲＩ 19

消内エコー 16

循内エコー 1

3 さくらがわクリニック 有 35
ＣＴ 18

循内エコー 17

4 ゆりのきクリニック 有 31
ＣＴ 22

ＭＲＩ 8

循内エコー 1

5 みはま佐倉クリニック 有 23
ＣＴ 2

ＭＲＩ 19

ＲＩ 2

6 日吉台病院 有 22
ＭＲＩ 16

ＲＩ 5

循内エコー 1

7 宍戸内科医院 有 38
ＭＲＩ 20

循内エコー 17

消内エコー 1

8 だて内科クリニック 有 19
ＣＴ 1

ＭＲＩ 8

循内エコー 10

9 みずきが丘クリニック 有 14
ＣＴ 11

循内エコー 3

10 大地整形外科 無 14
ＭＲＩ 14

11 みのり耳鼻咽喉科 有 14
ＭＲＩ 14

12 山﨑内科 有 13
ＣＴ 7

ＭＲＩ 6

13 工藤外科内科 有 12
ＣＴ 1

ＭＲＩ 11

14 古谷内科 有 8
ＣＴ 1

ＭＲＩ 7

15 天本クリニック 有 7
ＣＴ 2

ＭＲＩ 5

16 般若クリニック 無 6
循内エコー 6

17 四街道駅クリニック 有 5

東邦大学医療センター佐倉病院　共同利用実績
（令和2年4月1日～令和3年3月31日　開設者と直接関係なし）



No. 医療機関名称 連携医療機関の有無 共同利用項目 件数

ＭＲＩ 5

18 長岡産婦人科クリニック 有 5
ＭＲＩ 5

19 八街整形外科内科 有 5
ＭＲＩ 5

20 金子メディカルクリニック 有 5
ＣＴ 2

ＭＲＩ 3

21 栗山中央病院 有 4
ＲＩ 4

22 深川ギャザリアクリニック 無 2
ＲＩ 2

23 鬼倉循環器内科クリニック 有 2
ＭＲＩ 2

24 常富内科クリニック 有 2
ＣＴ 1

ＭＲＩ 1

25 セントマーガレット病院 有 1
ＲＩ 1

26 川島内科医院 有 1
ＭＲＩ 1

27 石神整形・リウマチクリニック 有 1
ＭＲＩ 1

28 露仙堂クリニック 有 1
ＭＲＩ 1

29 浜野胃腸科外科医院 無 1
ＭＲＩ 1

30 上野整形外科 有 1
ＭＲＩ 1

31 さくら胃と腸のクリニック 無 1
ＣＴ 1

32 桜田内科 無 1
循内エコー 1

33 大和田駅前クリニック 有 1
ＭＲＩ 1

34 千葉在宅診療クリニック 無 1
ＭＲＩ 1

総件数 416

件数

0

14

26

5

10

2

0

0

57

共同利用項目

総計

病床

図書室

消内エコー

循内エコー

ＲＩ

ＭＲＩ

ＣＴ

ＣＡＶＩ
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東邦大学医療センター佐倉病院 連携医療機関証・連携医訪問カード 

実施要領 

 

 

1. 目的 

日頃より東邦大学医療センター佐倉病院（以下「当院」）の医療連携にご協力頂き、今   

後の更なる医療連携の推進にご賛同頂ける医療機関様に「東邦大学医療センター佐倉病

院医療機関証（以下「連携医療機関証」）を発行させて頂き、当院施設の共同利用が可

能となります。 

また、ご同意頂けた医療機関に所属し、ご希望される先生に「連携医訪問カード」を発

行し、ご来院時にスムーズな対応をいたします。 

 

２、登録について 

「連携医療機関証」の発行に同意される医療機関様は、別紙様式により当院の医療連携

患者支援センターに申請をお願いいたします。「連携医訪問カード」の発行を希望され

る場合は、同じ書式の指定欄に医師名・フリガナ・御役職を御記入の上、顔写真と共に

申請して下さい。顔写真は JPEG 形式を E-mail にてお送り下さい。 

（送信先アドレス：renkei@sakura.med.toho-u.ac.jp） 

データでご用意できない場合は写真をご郵送下さい。（縦 3.0cm×横 2.4cm） 

 

３、内容 

  （１）連携医療機関証 

     ご同意頂いた医療機関様に、郵送にてお送りさせて頂きます。 

  （２）当院施設の共同利用 

     当院の規定に定める共同利用とさせて頂きます。 

      ① 外来・入院診療、及び手術への参加 

      ② 共同利用のための病床（一般病床５床） 

      ③ ＣＴ，ＭＲＩ装置などの高度診断機器・装置 

      ④ 図書室，会議室など 

     当院の規定の詳細につきましては、共同規定等をご参照ください。 

  （３）連携医訪問カード 

     「連携医療機関証」を発行した医療機関に所属し、希望される先生毎に発行さて

頂きます。サイズはＩＤカードサイズで、来院時にそのまま使用できるようカー

ドホルダーに入れてお送りいたします。カードには、医療機関名・医師名・役職・

顔写真を掲載させて頂きます。 

      ◎紹介患者のお見舞いや研修会・講演会など当院にお越しの際は、防災センタ

ーにてカードを提示して頂くことにより、入館手続きが不要となります。 

      ◎駐車場使用を申し出て頂くと防災センター職員より無料券をお渡しいたし

ます。 

      ◎院内では、必ずカードホルダーに入れて着用をお願いいたします。 

 

 

mailto:renkei@sakura.med.toho-u.ac.jp
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東邦大学医療センター佐倉病院共同利用規定 

 

（目的） 

第１条 本規定は、東邦大学医療センター佐倉病院（以下、「病院」という）の施設及び医療機器等

を、連携医療機関の医師、看護師、薬剤師、その他医療従事者が、円滑且つ適正に共同利

用を行われることを目的とする。 

（共同利用施設等） 

第２条 本規定の共同利用に供する施設等は、下記に定める範囲とする。ただし、本規定の定めのな

い施設等について共同利用の要請があった場合は、病院長の認める範囲とする。 

① 外来・入院診療、及び手術への参加 

② 共同利用のための病床（一般病床５床）：共同利用病床運営規定参照 

③ CT、MRI 装置などの高度診断機器・装置 

④ 共同利用対象施設：図書室、会議室など 

（登録医療機関） 

第３条 病院の共同利用を希望する医療機関は、連携医療機関登録を行わなければならない。 

２．連携医療機関の登録は、別紙に連携医療機関証・連携医訪問カード実施要領に定める。 

３．連携医療機関登録の手続きは医療連携・患者支援センター 医療連携部門（以下医療連携

部門）が行なう。 

（共同利用の受付） 

第４条 本規定の定める病床、機器・装置、施設等の共同利用に関する申し込みについては、医療連

携部門を窓口とし、院内外の関係部署との連絡及び調整を医療連携部門が行う。 

（利用者の義務） 

第５条 本規定に定める院内病床、医療機器・装置、施設等の共同利用する利用者は、病院の諸規定

を遵守しなければならない。 

（個人情報） 

第６条 本規定に定める院内病床、医療機器・装置、施設等の共同利用する利用者は、共同利用時に

知り得た個人情報を正当な理由なく、第三者へ開示あるいは漏洩してはならない。 

（庶務） 

第７条 本規定の運用に関する庶務は、医療連携部門で行う。 

（その他） 

第８条 円滑な共同利用の推進するために必要な事項は、地域医療支援委員会において協議し、決定

するものとする。 

 

附 則 この規定は、平成 28年 3 月 1 日から施行する。 

この規定は一部改正のうえ、平成 28 年 7 月 1 日から施行する。 

この規定は一部改正のうえ、平成 29 年 11 月 10 日から施行する。 
 

共同利用に関する問い合わ せ 

東邦大学医療センター佐倉病院 

医療連携・患者支援センタ ー 

TEL：043-462-8811（内線:2497） 
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東邦大学医療センター佐倉病院共同利用病床運用規定 

 

（目的） 

第１条 この規程は、東邦大学医療センター佐倉病院共同利用規定第２条に定める、東邦大学医療セン

ター佐倉病院（以下「病院」という）が有する共同利用病床の運用に関する事項を定めるもの

とする。 

（共同利用病床） 

第２条 共同利用病床とは共同診療を目的とした病床である。 

  2. 病院は共同利用病床利用の申込みがあれば最大 5床まで受け入れる。 

（入院申込み） 

第３条 連携医療機関証を発行している医療機関（以下連携医療機関と略す）の医師が、共同利用病床

の利用を希望するときは、診療情報提供書にその旨を記載し、医療連携・患者支援センターへ

申込みを行なう。 

  2. 医療連携・患者支援センターは当該診療科責任者と協議を行ない、担当医を決定し、それを申

込み者に通知する。 

（緊急入院） 

第４条 連携医療機関の医師が休日および時間外に緊急で共同利用病床の利用を希望するときは、管理

当直医師に直接連絡をとり、協議の上入院を決定する。 

（診療・退院） 

第５条 共同利用病床への患者の入院および入院中の治療方針は、担当医と連携医療機関の医師を含め

た協議により決定する。 

  2. 入院患者の直接の診療行為は担当医が行い、その責務を負う。 

  3. 連携医療機関の医師は、患者の同意のもと、当院の各診療科責任者もしくは担当医と共に、紹

介患者の検査、手術、カンファレンス等に立ち会うことができる。 

  4. 退院は、担当医と連携医療機関の医師を含めた協議により決定する。 

  5. その他入退院に関わる運用については、病院の諸規定に順ずる。 

（運営に関する協議） 

第６条 この規程に定めるものの他、必要な事項及び共同利用病床の効率的かつ円滑な運営を図るため

の協議は、「東邦大学医療センター佐倉病院地域医療支援委員会」で行う。 

（付則） 

この規定は、平成 28 年 3月 1 日から施行する。 

この規定は一部改正のうえ、平成 28 年 7 月 1 日から施行する。 

この規定は一部改正のうえ、平成 29 年 11 月 10 日から施行する。 

 

 

共同利用に関する問い合わ せ 

東邦大学医療センター佐倉病院 

医療連携・患者支援センタ ー 

TEL：043-462-8811（内線:2497） 
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図書室の利用 
 
病院図書室では、病院により登録された連携医療機関に勤務する医師・看護師等の医療従事者（地域医

療従事者）に開放する。利用者登録は訪問者個々に行い、登録が終われば佐倉病院図書室の他、医学メ

ディアセンター本館（大森キャンパス）、大橋病院図書室の利用も可能となる。 
佐倉病院図書室の利用可能時間は平日 9：00～17：30、土曜 9：00～14：00 の図書室スタッフ在室時

とし、提供するサービスは以下の通りとする。 
 

 資料の図書室内閲覧 
 コピー機の利用（モノクロ 1 枚 10 円、カラー１枚 50 円） 
 学内外からの複写物取り寄せ（※ 複写物は図書室カウンターで実費精算により引き渡し） 
 東邦大学の医学メディアセンター本館、看護学部図書室、習志野メディアセンター、大橋病院図

書室からの資料取り寄せ 
 PC 利用（※ ただしインターネットは一般公衆回線利用とし、東邦大学が契約する有料データベ

ース等の利用および印刷は不可とする） 
 レファレンスサービス（資料探索や文献検索等の調査相談に応じるサービス） 
 詳細は佐倉病院図書室ホームページ”地域医療従事者の方へのサービス” 

（http://www.mnc.toho-u.ac.jp/sakura/community_3.php）を参照のこと。 
 
利用申請について 

 利用者登録には、利用申請書の提出をする。 

勤務先身分証（顔写真付き）、もしくは勤務先を証明できるものと顔写真付き身分証（運転免許証、

パスポート）を持参の上、図書室カウンターで所定の利用申請書を提出すること。 

 利用申請書をもとに、医学メディアセンターから各部署に対し確認を行い、許可が得られた場合

は後日、利用許可証と利用カードを発行する。 

 佐倉病院図書室、大橋病院図書室および医学メディアセンター本館を利用する際は、利用カード

を持参・提示すること。 

 年度ごとに更新手続きを必要とする。更新の際には、あらためて身分証等と利用カードを提示し、

利用申請書を提出すること。 

 

 

附 則 この規定は、平成 28年 3 月 1 日から施行する。 

この規定は一部改正のうえ、平成 29 年 11 月 10 日から施行する。 

 

 

図書室に関するお問い合わせ 

東邦大学医療センター佐倉病院 

佐 倉 病 院 図 書 室 

TEL：043-462-8811 

 （内線：2713） 

 

http://www.mnc.toho-u.ac.jp/sakura/community_3.php
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返信用ＦＡＸ用紙 

 

返信先 ＦＡＸ ０４３－４６１－２７２１ 

（東邦大学医療センター佐倉病院 医療連携・患者支援センター） 

 

貴院名                    院長名             

 

住所                                     

 

TEL                  FAX 送信者                

 

１、「連携医療機関証」発行にご同意頂けますか？ 

  ○をおつけ下さい。 

 

（   同意する    ・   同意しない ） 

 

２、「連携医訪問カード」発行をご希望の場合は、下記に御記入下さい。 

  また、顔写真データ（JPEG 形式）を E-mail にてお送り下さい。 

（送信先アドレス：renkei@sakura.med.toho-u.ac.jp） 

  データでご用意できない場合は写真をご郵送下さい。（縦 3.0cm×横 2.4cm） 

 

お 名 前 フ リ ガ ナ   職 種，役 職 

   

   

   

   

 

 

mailto:renkei@sakura.med.toho-u.ac.jp
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No. 医療機関名称 開設者名 住所 主たる診療科
地域医療支援病院開設者

との経営上の関係

1 コウノ歯科医院 河野　通子 千葉県佐倉市ユーカリが丘1-3-12   小児歯科歯科歯科口腔外科 なし

2 工藤外科内科 工藤　秀徳 千葉県佐倉市ユーカリが丘2-2-4             内   科外   科胃腸科肛門科皮膚科泌尿科小児科整   形アレルギー科循環器呼吸器科放射線科糖尿病科 なし

3 工藤歯科医院 工藤  純一 千葉県佐倉市ユーカリが丘4-1-1E・2F   歯科矯正歯科小児歯科 なし

4 高橋レディースクリニック 高橋　具視 千葉県佐倉市ユーカリが丘4-1-1イーストタワー2F 婦人科 なし

5 常富内科クリニック 常富　重幸 千葉県佐倉市ユーカリが丘4-1-1イーストタワー2F  内   科消化器科 なし

6 ゆり耳鼻咽喉科 鏡　由里子 千葉県佐倉市ユーカリが丘4-1イーストタワー2F 耳鼻科 なし

7 大木眼科 大木　聰 千葉県佐倉市ユーカリが丘4-1イーストタワー2F 眼   科 なし

8 天本クリニック 天本　安一 千葉県佐倉市ユーカリが丘6-4-7アールビル2F   内   科小児科理学療法 なし

9 榎澤歯科医院 榎澤　宗司 千葉県佐倉市井野1438    歯科矯正歯科小児歯科歯科口腔外科 なし

10 古谷内科 古谷　正伸 千葉県佐倉市井野1552     内   科循環器糖尿病科消化器科呼吸器科 なし

11 勝田台フルヤ歯科 古谷　彰伸 千葉県佐倉市井野1554-3   歯科矯正歯科小児歯科 なし

12 佐倉中央病院 岩淵　康雄 千葉県佐倉市栄町20-4      内   科消化器科整   形脳外科泌尿科リハビリテーション科 なし

13 黒須整形外科 黒須　悦樹 千葉県佐倉市栄町21-8   整   形リハビリテーション科リウマチ科 なし

14 さくら駅前歯科医院 森本　功 千葉県佐倉市栄町9-2   歯科小児歯科歯科口腔外科 なし

15 宍戸内科医院 宍戸　英樹 千葉県佐倉市王子台1-18-7    消化器科内   科循環器糖尿病科 なし

16 レイクピア歯科医院 安田　太郎 千葉県佐倉市王子台1-23臼井ショッピングセンター1階    歯科矯正歯科小児歯科歯科口腔外科 なし

17 長谷川皮膚科医院 長谷川　隆 千葉県佐倉市王子台1-24-37SSビル2F 皮膚科 なし

18 渡辺歯科医院 渡邉  修 千葉県佐倉市王子台1-24-5 歯科 なし

19 石井内科 石井　英世 千葉県佐倉市王子台1-27-5   内   科胃腸科循環器 なし

20 王子台耳鼻咽喉科・眼科 田井　晴美 千葉県佐倉市王子台1-6-15  眼   科耳鼻科 なし

21 秀島歯科医院 秀島  潔 千葉県佐倉市王子台2-12-17    歯科小児歯科矯正歯科歯科口腔外科 なし

22 長岡産婦人科クリニック 長岡　貞雄 千葉県佐倉市王子台3-16-1 産婦人科 なし

23 臼井にしざわクリニック 西澤　正彦 千葉県佐倉市王子台3-1-7臼井駅前谷ビル1F    外   科内   科消化器科肛門科 なし

24 はやし眼科臼井クリニック 林　昌宣 千葉県佐倉市王子台3-1-8うめやビル1階 眼   科 なし

25 プラムデンタルオフィス 塚本　亮一 千葉県佐倉市王子台3-1-8うめやビル1階    歯科小児歯科矯正歯科歯科口腔外科 なし

26 麗皮フ科・形成外科クリニック 大地　麗 千葉県佐倉市王子台3-1-8うめやビル2F   皮膚科形成外科アレルギー科 なし

27 椎葉内科 椎葉　邦人 千葉県佐倉市王子台3-8-7      内   科放射線科胃腸科呼吸器科小児科循環器 なし

28 佐倉歯科医院 出澤  政隆 千葉県佐倉市王子台3-8-8    歯科矯正歯科小児歯科歯科口腔外科 なし

29 宮田歯科医院 宮田　幸忠 千葉県佐倉市王子台6-4-7 歯科 なし

30 南ヶ丘病院 藤原　敬悟 千葉県佐倉市下志津218    内   科脳外科循環器呼吸器科 なし

31 佐倉ウェルネス歯科医院 堀尾　暁裕 千葉県佐倉市下志津595-10    歯科小児歯科歯科口腔外科矯正歯科 なし

32 みはま佐倉クリニック 永川　修 千葉県佐倉市下志津602-1  泌尿科人工透析科 なし

33 頌栄歯科・矯正歯科医院 盧  俊雄 千葉県佐倉市海隣寺町5-9    歯科矯正歯科小児歯科歯科口腔外科 なし

34 宮ノ台歯科 田中  宏 千葉県佐倉市宮ノ台3-15-1  歯科小児歯科 なし

35 スマイルキッズクリニック 臼井　信男 千葉県佐倉市宮ノ台6-4山万ビオトピアプラザ2階 小児科 なし

36 長谷川内科 岡田　修 千葉県佐倉市宮前3-23-2    内   科循環器呼吸器科アレルギー科 なし

37 いとうクリニック 伊藤　加寿子 千葉県佐倉市山王1-39-6  内   科小児科 なし

38 山王歯科クリニック 林  知音 千葉県佐倉市山王1-39-7  歯科小児歯科 なし

39 サトウ歯科医院 佐藤  俊則 千葉県佐倉市山崎151-5    歯科小児歯科歯科口腔外科矯正歯科 なし

40 はるんクリニック佐倉 香村　衡一 千葉県佐倉市寺崎北1-4-2  内   科泌尿科 なし

41 やまゆり皮膚科クリニック 永山　博敏 千葉県佐倉市寺崎北1-6-1  皮膚科アレルギー科 なし

42 アイリス歯科クリニック 鈴木　顕人 千葉県佐倉市寺崎北1-6-8ロマージュさくら1階1区画   歯科歯科口腔外科小児歯科 なし

43 かみにし内科医院 上西　徹二 千葉県佐倉市上座1252    内   科呼吸器科循環器消化器科 なし

44 すが歯科クリニック 須加　敦雄 千葉県佐倉市上座590-46NAビル1F    歯科小児歯科歯科口腔外科矯正歯科 なし

45 ながうしクリニック 長牛　慶順 千葉県佐倉市上座794-2  精神科心療内科 なし

46 上志津中央歯科 秤屋  尚生 千葉県佐倉市上志津1656-6蜂谷ビル1・2F  歯科小児歯科 なし

47 安藤眼科 安藤　充利 千葉県佐倉市上志津1660-20三藤ビル2F 眼   科 なし

48 清水歯科医院 清水  友 千葉県佐倉市上志津1663寺岡ビル3F 歯科 なし

49 大塚内科クリニック 大塚　克好 千葉県佐倉市上志津1665  内   科消化器科 なし

50 湯沢歯科医院 湯澤　清孝 千葉県佐倉市上志津1669-1ハチヤプラザ3F 歯科 なし

51 成尾医院 成尾　昌欣 千葉県佐倉市上志津1669-50     内   科小児科産婦人科皮膚科婦人科 なし

52 志津クリニック 志津　雄一郎 千葉県佐倉市上志津1669ヴァンベール志津201    内   科神経科心療内科精神科 なし

53 みはらデンタルクリニック 三原　栄一 千葉県佐倉市上志津1673-106ハイホーム第二1F   歯科矯正歯科小児歯科 なし

54 はやし歯科矯正歯科 林　浩仁 千葉県佐倉市上志津1673-27    歯科矯正歯科小児歯科歯科口腔外科 なし

55 角田皮膚科 角田　真理 千葉県佐倉市上志津1688-6 皮膚科 なし

56 いわい歯科医院 岩井　貴之 千葉県佐倉市上志津1708-24    歯科歯科口腔外科小児歯科矯正歯科 なし

57 アーク歯科クリニック 中井川　修 千葉県佐倉市上志津1785-3  歯科小児歯科 なし

58 志津さくら内科クリニック 青木　博 千葉県佐倉市上志津1786-1  消化器科内   科 なし

59 小林整形外科 小林　英夫 千葉県佐倉市上志津1796-1   整   形リハビリテーション科リウマチ科 なし

60 志津歯科医院 金森  誠二 千葉県佐倉市上志津1822 歯科 なし

61 だて内科クリニック 伊達　太郎 千葉県佐倉市上志津2007-1    内   科循環器呼吸器科糖尿病科 なし

62 みつば脳神経クリニック 大木　剛 千葉県佐倉市城343-3プチモンドさくら1-A  内   科神経内科 なし

63 さくら泌尿器科クリニック 江越　賢一 千葉県佐倉市城343-3プチモンドさくら1-B    泌尿科内   科外   科糖尿病科 なし

64 いろどり歯科クリニック 中村　泰三 千葉県佐倉市城343-3プチモンドさくら1-C    歯科矯正歯科小児歯科歯科口腔外科 なし

65 かえで歯科医院 岩舘　秀樹 千葉県佐倉市城802-6  歯科小児歯科 なし

66 かなた歯科医院 青野　淳子 千葉県佐倉市新臼井田19-11   歯科小児歯科歯科口腔外科 なし

67 小林クリニック 小林　照久 千葉県佐倉市新臼井田7-24     内   科外   科消化器科整   形リハビリテーション科 なし

68 大木歯科医院 大木　大輔 千葉県佐倉市新町68 歯科 なし

69 ドルフィンデンタルクリニック 中原　達郎 千葉県佐倉市生谷1337-1    矯正歯科小児歯科歯科口腔外科歯科 なし

70 上野整形外科 上野　正純 千葉県佐倉市生谷1555-17   整   形リハビリテーション科リウマチ科 なし

71 檀上歯科医院 檀上　貴弘 千葉県佐倉市西ユーカリが丘3-1-12    歯科口腔外科小児歯科矯正歯科歯科 なし

72 セントルーククリニック　ユーカリが丘 佐藤　学 千葉県佐倉市西ユーカリが丘4-1-21   内   科整   形リハビリテーション科 なし

73 みのり耳鼻咽喉科 須田　稔士 千葉県佐倉市西ユーカリが丘4-1-5  耳鼻科アレルギー科 なし

74 ユーカリ血管クリニック 田代　秀夫 千葉県佐倉市西ユーカリが丘6-12-3西街区2階W211-3  心臓血管外科外   科 なし

75 ユーカリが丘とくやま内科クリニック 德山　宏丈 千葉県佐倉市西ユーカリが丘7-2-2  内   科糖尿病科 なし

76 秋場歯科医院ユーカリが丘 秋場　岳史 千葉県佐倉市西ユーカリが丘7-6-5   小児歯科歯科歯科口腔外科 なし

77 みやけクリニック 三宅　潔 千葉県佐倉市西志津3-2-2   婦人科内   科麻酔科 なし

78 ミカエル歯科 林  英昭 千葉県佐倉市西志津4-1-1マルエツ新志津店2F 歯科 なし

79 うぶか眼科クリニック 産賀　真 千葉県佐倉市西志津4-27-3 眼   科 なし
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80 西志津おおば内科 大場　崇芳 千葉県佐倉市西志津6-2-17     内   科循環器呼吸器科糖尿病科アレルギー科 なし

81 さわいこどもクリニック 澤井　清 千葉県佐倉市西志津8-7-27 小児科 なし

82 てらだ歯科 寺田　陵 千葉県佐倉市石川657 歯科 なし

83 金子メディカルクリニック 金子　昌裕 千葉県佐倉市染井野3-2-1     内   科外   科消化器科肛門科胃腸科 なし

84 スター歯科 山田　浩平 千葉県佐倉市染井野4-7-1    歯科小児歯科歯科口腔外科矯正歯科 なし

85 みずきが丘クリニック 鹿野　純生 千葉県佐倉市染井野5-1-1   内   科外   科循環器 なし

86 西川整形外科 西川　悟 千葉県佐倉市大崎台1-14-2   整   形リハビリテーション科リウマチ科 なし

87 春成祥子レディースクリニック 春成　祥子 千葉県佐倉市大崎台1-9-2  婦人科産婦人科 なし

88 大崎台歯科クリニック 鈴木  基容 千葉県佐倉市大崎台3-1-13    歯科矯正歯科小児歯科歯科口腔外科 なし

89 佐倉整形外科病院 稲垣　知由 千葉県佐倉市大崎台4-3-5      整   形外   科眼   科リウマチ科リハビリテーション科麻酔科 なし

90 タナカ歯科 田中  良明 千葉県佐倉市中志津1-6-8 歯科 なし

91 ライオン歯科医院 堀　勝 千葉県佐倉市中志津2-14-4   歯科歯科口腔外科小児歯科 なし

92 望月クリニック 望月　由貴人 千葉県佐倉市中志津4-2-4     内   科循環器呼吸器科消化器科アレルギー科 なし

93 中島歯科医院 中島  一郎 千葉県佐倉市中志津5-13-18 歯科 なし

94 佐倉ゆうゆうの里診療所 柳下　次雄 千葉県佐倉市鏑木町270-1  内   科泌尿科 なし

95 佐倉厚生園病院 遠山　正博 千葉県佐倉市鏑木町320        内   科神経内科消化器科呼吸器科リハビリテーション科糖尿病科整   形脳外科 なし

96 内田医院 内田　朝彦 千葉県佐倉市鏑木町384-1     外   科内   科胃腸科皮膚科整   形 なし

97 三輪整形外科 三輪　隆 千葉県佐倉市田町116-3     整   形リウマチ科リハビリテーション科麻酔科内   科 なし

98 トップヒルズクリニック 志津　雄一郎 千葉県佐倉市南ユーカリが丘1-1スカイプラザ・ステーションタワー2F  心療内科神経科 なし

99 さくらホームクリニック 近藤　精二 千葉県佐倉市南ユーカリが丘15-26  神経内科内   科 なし

100 曙ユーカリが丘クリニック 鮫島　康高 千葉県佐倉市南ユーカリが丘2-1プレシオ南ユーカリが丘1F 内   科 なし

101 なめかわ内科クリニック 滑川　尚史 千葉県佐倉市南臼井台6-3     内   科循環器呼吸器科アレルギー科リウマチ科 なし

102 白銀クリニック 都祭　敦 千葉県佐倉市白銀3-3-2    泌尿科内   科脳外科外   科 なし

103 亀井歯科医院 亀井　照彦 千葉県佐倉市白銀3-3-7  歯科小児歯科 なし

104 たて産婦人科佐倉分院 村山　直子 千葉県佐倉市表町1-14-2 小児外科 なし

105 佐倉眼科医院 川島　重信 千葉県佐倉市表町1-17-7 眼   科 なし

106 兼坂耳鼻咽喉科医院 鈴木　誉 千葉県佐倉市表町2-8-2 耳鼻科 なし

107 佐倉順天堂医院 佐藤　仁 千葉県佐倉市本町81  内   科循環器 なし

108 加納歯科診療所 加納　博 千葉県佐倉市野狐台町75-2    歯科歯科口腔外科小児歯科矯正歯科 なし

109 中谷歯科医院 中谷　修 千葉県四街道市さちが丘1-11-19   歯科矯正歯科小児歯科 なし

110 つくし座クリニック 吉汲　宏毅 千葉県四街道市つくし座2-2-3   内   科リハビリテーション科消化器科 なし

111 ひかりが丘歯科 宮本　壮基 千葉県四街道市めいわ4-3-19  小児歯科歯科 なし

112 めいわ皮フ科クリニック 木村　雅明 千葉県四街道市めいわ4-3-27 皮膚科 なし

113 ライオン皮フ科 米山　啓 千葉県四街道市もねの里2-7-7 皮膚科 なし

114 もねの里クリニック 中尾　圭太郎 千葉県四街道市もねの里2-7-8   内   科消化器科胃腸科 なし

115 四街道徳洲会病院 酒井　欣男 千葉県四街道市吉岡1830-1           内   科外   科整   形脳外科泌尿科歯科口腔外科小児科眼   科形成外科皮膚科糖尿病科 なし

116 中山歯科医院 中山　富実夫 千葉県四街道市栗山1051-34 歯科 なし

117 栗山中央病院 藤平　威夫 千葉県四街道市栗山906-1                   内   科外   科消化器科肛門科循環器呼吸器科整   形皮膚科泌尿科人工透析科神経内科糖尿病科胃腸科呼吸器外科リウマチ科リハビリテーション科形成外科耳鼻科アレルギー科 なし

118 陽光医院 鈴木　直人 千葉県四街道市山梨761-1     内   科消化器科循環器リハビリテーション科呼吸器科 なし

119 よつかいどう眼科 村田　茂之 千葉県四街道市四街道1-1ＪＲ四街道駅ビル4F 眼   科 なし

120 四街道駅クリニック 藤野　真歩 千葉県四街道市四街道1-1四街道駅ビル4F      内   科整   形リハビリテーション科小児科アレルギー科皮膚科 なし

121 誠クリニック 梅岡　誠 千葉県四街道市四街道1-4-19プレアデスビル1F-101  内   科呼吸器科 なし

122 愛恵歯科医院 小川　和男 千葉県四街道市四街道1521-15   歯科矯正歯科小児歯科 なし

123 いしげ耳鼻咽喉科医院 石毛　俊行 千葉県四街道市四街道1551-25 耳鼻科 なし

124 松島皮膚科医院 松島　弘典 千葉県四街道市四街道1-6-1フェイスビル2階 皮膚科 なし

125 下野医院 下野　聡 千葉県四街道市四街道2-17-16      内   科外   科胃腸科肛門科皮膚科消化器科 なし

126 北総歯科 岡田　博子 千葉県四街道市鹿渡1015-9    歯科矯正歯科小児歯科歯科口腔外科 なし

127 木村内科 平　晃一 千葉県四街道市鹿渡728-17     内   科循環器呼吸器科消化器科糖尿病科 なし

128 近藤歯科医院 近藤　功 千葉県四街道市鹿渡933-296　123ビル201号 歯科 なし

129 柴眼科 柴　迪子 千葉県四街道市鹿渡933-82 眼   科 なし

130 しばクリニック 柴　忠明 千葉県四街道市鹿渡933-82　2階  内   科外   科 なし

131 独立行政法人　国立病院機構　下志津病院 重田　みどり 千葉県四街道市鹿渡934-5             内   科神経内科消化器科アレルギー科リウマチ科小児科外   科整   形リハビリテーション科放射線科麻酔科歯科セカンドオピニオン なし

132 秋草産婦人科藤原小児科医院 秋草　克彦 千葉県四街道市大日288-10   小児科内   科産婦人科 なし

133 島田耳鼻咽喉科医院 島田　健一 千葉県四街道市大日428-38 耳鼻科 なし

134 こばやしクリニック 小林　信義 千葉県四街道市大日429M2プラザ3F    内   科外   科麻酔科消化器科 なし

135 れいわクリニック 林　克英 千葉県四街道市大日593-1  内   科人工透析科 なし

136 さくらい歯科医院 櫻井　真人 千葉県四街道市鷹の台2-35-5  歯科小児歯科 なし

137 喜田歯科医院 喜田　友太郎 千葉県四街道市鷹の台4-18-1  歯科小児歯科 なし

138 潤生堂医院 蜂谷　公敏 千葉県四街道市和良比254-20      内   科外   科皮膚科リハビリテーション科消化器科胃腸科 なし

139 あおぞら歯科 平山　麻記子 千葉県四街道市和良比766-5パレスフローレ201  歯科小児歯科 なし

140 ユキ・デンタルクリニック 坂巻　由紀子 千葉県印西市原山2-11   歯科小児歯科矯正歯科 なし

141 すこやか内科クリニック印西 山本　浩仁郎 千葉県印西市戸神604-16  内   科糖尿病科 なし

142 川村歯科医院 川村　成章 千葉県印西市小林浅間1-3-7   歯科矯正歯科小児歯科 なし

143 牧の原なのはな耳鼻咽喉科 増野　聡 千葉県印西市草深2220-31  耳鼻科アレルギー科 なし

144 いいづか歯科クリニック 飯塚　真司 千葉県印西市草深2419-9    歯科矯正歯科小児歯科歯科口腔外科 なし

145 千葉北総内科クリニック 松信　精一 千葉県印西市草深字原2221-3  内   科人工透析科 なし

146 大越歯科医院 大越　学 千葉県印西市大森4470-14  歯科小児歯科 なし

147 内野歯科医院 武士田　政文 千葉県印西市内野1-5-2    歯科矯正歯科小児歯科歯科口腔外科 なし

148 Dr.K.クリニック 黄川　昭雄 千葉県印西市平賀3780  整   形リハビリテーション科 なし

149 アマリア歯科クリニック 木村　領太 千葉県印西市平賀学園台3-2-1    歯科矯正歯科歯科口腔外科小児歯科 なし

150 印西総合病院 原崎　弘章 千葉県印西市牧の台1-1-1     内   科産婦人科小児科整   形外   科 なし

151 ばんどうクリニック 坂東　功一 千葉県印西市竜腹寺349-1    内   科消化器科外   科肛門科 なし

152 ミモト歯科医院 三本　雅樹 千葉県印旛郡栄町竜角寺台5-21-2  歯科小児歯科 なし

153 しすいホームクリニック 矢嶋　玲 千葉県印旛郡酒々井町中央台1-28-1      内   科循環器糖尿病科泌尿科整   形リハビリテーション科 なし

154 梅村歯科医院 梅村　義成 千葉県印旛郡酒々井町中央台2-16-6 歯科 なし

155 東葉クリニックエアポート 菅谷　明子 千葉県富里市七栄字西内野127-10      外   科胃腸科泌尿科皮膚科人工透析科消化器科 なし

156 成田富里徳洲会病院 荻野　秀光 千葉県富里市日吉台1-1-1               内   科呼吸器科循環器神経内科消化器科糖尿病科外   科心臓血管外科整   形脳外科小児科泌尿科リハビリテーション科放射線科麻酔科 なし

157 日吉台病院 今村　正成 千葉県富里市日吉台1-6-2       産婦人科内   科外   科整   形耳鼻科泌尿科小児科 なし

158 川村歯科医院 川村　隆博 千葉県富里市日吉台2-20-12  歯科小児歯科 なし

159 いとう歯科クリニック 伊藤　慎 千葉県富里市日吉台3-24-6    歯科矯正歯科小児歯科歯科口腔外科 なし

160 池田歯科西診療所 池田　信子 千葉県成田市囲護台3-8-3 歯科 なし

161 成田病院 藤崎　康人 千葉県成田市押畑896                      内   科神経科呼吸器科リハビリテーション科外   科整   形眼   科精神科小児科循環器泌尿科歯科口腔外科脳外科皮膚科神経内科消化器科歯科胃腸科人工透析科糖尿病科耳鼻科婦人科 なし
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162 グランド歯科医院 萩原　研一 千葉県成田市花崎町959森田ビル4F    歯科小児歯科歯科口腔外科矯正歯科 なし

163 来光台歯科診療所 入田　雅之 千葉県成田市吉岡来光台977-4   歯科矯正歯科小児歯科 なし

164 成田整形外科 松﨑　時夫 千葉県成田市橋賀台1-15-2   整   形リハビリテーション科リウマチ科 なし

165 さいとう矯正歯科クリニック 齊藤　政治 千葉県成田市橋賀台1-45-1-2F    歯科矯正歯科小児歯科歯科口腔外科 なし

166 小田内科医院 小田　龍二 千葉県成田市玉造4-42-3   内   科小児科アレルギー科 なし

167 山崎眼科クリニック 宇高　靖 千葉県成田市吾妻3-50-1 眼   科 なし

168 いけみ耳鼻咽喉科クリニック 池宮城　慶寛 千葉県成田市吾妻3-52-2 耳鼻科 なし

169 公津の杜あべ歯科クリニック 阿部　智之 千葉県成田市公津の杜2-14-1セキード・セキ公津の杜1F    歯科矯正歯科小児歯科歯科口腔外科 なし

170 いしがみ医院 石神　博昭 千葉県成田市公津の杜2-17-7    胃腸科外   科循環器リハビリテーション科 なし

171 松岸レディスクリニック 松岸  威伸 千葉県成田市公津の杜3-43-1 産婦人科 なし

172 聖マリア記念病院 太田　不二雄 千葉県成田市取香446        内   科小児科放射線科リハビリテーション科精神科神経科歯科心療内科 なし

173 ボンベルタ歯科クリニック 栗田　隆史 千葉県成田市赤坂2-1-10ボンベルタ成田5階    歯科矯正歯科小児歯科歯科口腔外科 なし

174 歯医者のそらクリニック 石坂　拓也 千葉県成田市赤坂2-1-42ステラ赤坂101    歯科矯正歯科小児歯科歯科口腔外科 なし

175 ちば整形外科 千葉　光裕 千葉県成田市東町133イオンタウン成田富里2階  整   形リハビリテーション科 なし

176 成田リハビリテーション病院 小林　士郎 千葉県成田市南三里塚18-1    リハビリテーション科脳外科内   科歯科 なし

177 菅谷クリニック 菅谷　芳樹 千葉県成田市馬橋1-17    外   科内   科胃腸科肛門科 なし

178 みはま成田クリニック 村上　康一 千葉県成田市飯田町129-1  泌尿科人工透析科 なし

179 さくら歯科クリニック 伊東　総一郎 千葉県成田市美郷台1-4-15   歯科小児歯科歯科口腔外科 なし

180 美郷台整形外科 小倉　一久 千葉県成田市美郷台3-2-3  整   形リハビリテーション科 なし

181 木俣歯科医院 木俣　茂 千葉県八街市榎戸923-2  歯科小児歯科 なし

182 わかな歯科 若菜　則孝 千葉県八街市大木670-75 歯科 なし

183 川野歯科医院 川野　壽彦 千葉県八街市朝日539    歯科小児歯科矯正歯科歯科口腔外科 なし

184 古川歯科医院 古川　益弘 千葉県八街市八街い77-120   歯科矯正歯科小児歯科 なし

185 高瀬眼科 高瀬　一嘉 千葉県八街市八街に121-43 眼   科 なし

186 八街整形外科内科 田中　由紀夫 千葉県八街市八街に75   内   科整   形リハビリテーション科 なし

187 長谷川病院 浅野　美和子 千葉県八街市八街に85       内   科リハビリテーション科皮膚科外   科整   形泌尿科循環器 なし

188 伊予歯科医院 伊豫　哲也 千葉県八街市八街ほ1029  歯科小児歯科 なし

189 新八街総合病院 髙橋　伸明 千葉県八街市八街ほ137-1            内   科胃腸科整   形脳外科神経科眼   科耳鼻科小児科婦人科皮膚科小児歯科歯科口腔外科 なし

190 湯澤クリニック 湯澤　晃雄 千葉県八街市八街ほ227-1     内   科外   科小児科リハビリテーション科胃腸科 なし

191 塩野谷歯科医院 塩野谷　暢利 千葉県八街市八街ほ244    歯科歯科口腔外科小児歯科矯正歯科 なし

192 鈴木クリニック 鈴木　康生 千葉県八街市八街ほ265  麻酔科内   科 なし

193 遠藤内科医院 遠藤　保利 千葉県八街市八街ほ836-2  内   科胃腸科 なし

194 沖永歯科医院 沖永　忠通 千葉県八街市八街ほ945-3古谷ビル2階  歯科小児歯科 なし

195 みやした歯科・矯正歯科 松村　栄治 千葉県八街市文違301-133    歯科矯正歯科小児歯科歯科口腔外科 なし

196 トータル歯科医院 佐藤　英史 千葉県白井市笹塚2-2-2-201  歯科矯正歯科 なし

197 白井眼科クリニック 呂林　欣諭 　 千葉県白井市清水口3-25-2 眼   科 なし

198 鈴木歯科クリニック 鈴木　好徳 千葉県白井市冨士137-76大野ビル1階   歯科矯正歯科小児歯科 なし

199 高野台歯科 北田　岳彦 千葉県白井市冨士58-1    小児歯科歯科歯科口腔外科矯正歯科 なし

200 千葉白井病院 前村　誠 千葉県白井市復1439-2          内   科循環器消化器科小児科皮膚科アレルギー科整   形麻酔科放射線科リハビリテーション科 なし



別紙④

❏患者相談窓口　対応フロー 2020年3月31日更新

相談者

初期対応
窓口

患 者 ・ 患者家族

コンシェルジュ（総合相談）

相談内容

受診科選択の相談
院内施設や機能

の案内
近隣施設の案内

退院後の在宅療養
に関する相談

生活問題全般
についての相談

転院・施設入所
についての相談

経済的問題に関する相談 がん患者相談
クレーム対応

（暴言暴力対応）

・紹介状が無いた
め何科にかかれば
よいかがわからな
い

・外来、検査室、設
備、窓口の場所

・再来機、精算機の
取り扱い方法

・各種手続き方法

等々

・近隣医療機関

・郵便局・銀行・駅
の場所

・公共交通機関の
時刻表

・自宅からの道案内

等々

・在宅介護体制

・悪性腫瘍終末期
療養

・訪問看護導入

・介護保険申請

・外来転医希望

・家事、育児、教
育、職場等の問題

・家族、患者同士、
職員、学校、職場、
近隣住民との人間
関係の調整

・遺族への精神的
ケア、生活再設計
援助

・診断・治療に関す
る心理的、社会的
問題

・診断・治療に関す
る不安に対する理
解促進援助

・転院、施設入所

・住居の確保、改造
等住居問題の解
決、援助

・病院、老健などの
種類の選定、転院
先などを選定する
ために情報提供な
どを行い、援助する

・医療費制度

・生活費等に関する
制度

・医療費の概算

・医療費の内容

・支払い方法

・がんに関する一般
的な医療情報

・療養生活や介護

・つらい症状や治療
に伴う副作用症状

・気持ちの辛さ

・医療費や生活費

・仕事に関する悩
み、心配

・緩和ケア

・患者会や患者サ
ロン

・セカンドオピニオ
ン

・医師からの説明に
同席してほしい

・教職員の態度や
対応に対するもの

・医療行為に関する
もの

・施設・設備に関す
るもの

（患者暴言・暴力）

担当部署
など

医療連携・患者支
援センター

看護師

医療連携・患者支援センター 医事課

がん相談支援セン
ター

警備室

【医療連携・外来支援部門】 【入・退院支援部門】
【外来係】

【入退院センター】

警備室が
解決困難
な場合の
ながれ

医師への
クレーム

看護師への
クレーム

外来クラークへの
クレーム

その他職員への
クレーム

医療行為
（事故・過誤）
に関するもの

病院長への報告

施設・設備への
クレーム

犯罪または院内
で対応困難な

暴言・暴力

診療部長へ報告
対応を検討頂く
当事者への指導
を依頼

看護部長へ報告
対応を検討頂く
当事者への指導
を依頼

医事課長へ報告
対応を検討頂く
当事者への指導
を依頼

該当部署の責任者
へ報告
対応を検討頂く
当事者への指導
を依頼

医療安全管理室
へ報告
対応を検討頂く

用度管財課長
へ報告
対応を検討頂く

総務課長と連携
して警察に通報


