
第１８号様式（規則第１３条関係） 

地域医療支援病院の業務に関する報告書 
 

  平成24年 10月 1日 
 
  相模原市長 あて 
 
                    住   所 横浜市中区海岸通1-2-2 
                開設者 
                    氏   名 神奈川県厚生農業協同組合連合会 
                         代表理事理事長  井 上  貢               

                             （法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名） 

                                        電話番号 045（680）3065 
 
 次のとおり報告します。 
 
１ 名 称  神奈川県厚生農業協同組合連合会 相模原協同病院 
 
２ 所在地  相模原市緑区橋本2丁目 8番 18号 
 
３ 紹介患者への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 
地域医療支援病院紹介率 61.6％ 算定期間 Ｈ23年 4月 1日～24年 3月 31日 

Ａ ： 紹 介 患 者 の 数 １４，５２０人 

Ｂ ： 救 急 患 者 の 数 １，８２６人 算 出 根 拠 

Ｃ ： 初 診 患 者 の 数 ２６，５３６人 
 

他の病院又は診療所に紹介した患者の数 １１，５５７人 
（６，８８５人） 

 
注意 
１ 地域医療支援病院紹介率欄は、ＡとＢの和をＣで除した数に１００を乗じて得た数を小数点以下第

１位まで記入してください。なお、それぞれの患者については、前年度の延べ数を記入してください。 
２ 地域医療支援病院紹介率が６０％以上８０％未満の病院にあっては、承認後２年間で地域医療支援

病院紹介率を８０％以上とするための具体的な年次計画を併せて提出してください。 
３ 他の病院又は診療所に紹介した患者の数については、括弧内に「Ａ：紹介患者の数」のうち、他の

病院又は診療所に紹介した患者の数を併せて記入してください。 



第１８号様式（規則第１３条関係） 

 
４ 救急医療の提供の実績 

救急用又は患者輸送用自動車により

搬 入 し た 救 急 患 者 の 数 
          ５，４３４人 

    （１，４０２人） 

上 記 以 外 の 救 急 患 者 の 数            ５，４６５人 
    （８７２人） 

合       計            １０，８９９人 
    （２，２７４人） 

注意 
 それぞれの患者の数については、前年度の延べ数を記入してください。なお、括弧内には、それぞれ

の患者の数のうち入院を要した患者の数を記載してください。 
  

救急用又は患者輸送用自動車          1 台 

 
添付書類 
１ 共同利用の実績に係る書類 
２ 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に係る書類 
３ 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の体系的な管理方法に係る書類 
４ 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及び閲覧の実績に係る書類 
５ 医療法施行規則第９条の19第１項に規定する委員会の開催の実績に係る書類 
６ 患者相談の実績に係る書類 
 



（様式例第９） 
 
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）の実績 
 
１ 共同利用の実績 
（１） 医療機器を用いた検査など診療型の共同利用 

共同利用を行った医療機関延べ数   4,734施設 
（二次医療圏内に関連医療機関なし） 

（２） 紹介元医療機関主治医と共同で行った患者指導など診療型の共同利用 
食事栄養指導を行った患者数          420名 

（３） 病床の共同利用 
     0件 
（４）図書室などの研究部門の共同利用 
    文献受付 0件 医療機関数  施設（登録医療機関  件） 
（５）研修会の開催 
    開催延べ数 18回    出席延べ数 666名（自院含まず） 
    出席施設延べ数 210施設 
注）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等を明記すること。 
 
 
２ 共同利用の範囲等 
 
（１）医療機器の共同利用 

 CT、MRI、一般・造影撮影、内視鏡（上部） 
 生理検査（心エコー図、トレッドミル負荷試験、頚動脈エコー、腹部エコー 
 肺機能検査、脳波、ABI、骨密度測定） 

（２）患者指導などの実施による共同利用 
 栄養指導 

（３）図書室など研究部門の共同利用 
 図書室 

 
 
 
 
 
 
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、共同利用を行った

ものを明記すること。 



登録医療機関の名簿

医療機関名 登録医名 住所 主たる診療科 備考 登録番号
矢島医院 矢島　　治 相模原市緑区橋本6-32-10 内科一般 1
山下医院 山下　友義 相模原市緑区日連585-1 内・小・外・整 2
宮田医院 宮田　重人 相模原市中央区田名5450-3 内科一般 5
桐生医院 桐生　三郎 相模原市中央区相模原3-6-6 内科・整形 6
老健施設・相模大野 檜山　榮一 相模原市南区豊町17-36 内科一般 7
相武台脳神経外科 松森　邦昭 相模原市南区相武台1-24-14脳神経外科 8
ソフィアレディスクリニック 佐藤　芳昭 相模原市中央区鹿沼台2-21-12産婦人科 9
増山外科医院 増山　一正 相模原市中央区相模原8-9-10外科一般 10
加藤マタニティクリニック 加藤　芳克 相模原市中央区横山2-7-4 産婦人科 11
真島医院 真島　元斎 相模原市南区古淵3-27-1 内科一般 12
竹村クリニック 竹村　克二 相模原市南区旭町23-13 内科一般 13
吉村医院 吉村喜久緒 相模原市南区古淵3-27-14 内・小・産 14
沓掛医院 沓掛　伸二 相模原市中央区共和1-6-30 内科一般 15
たむら診療所 田村　久子 相模原市南区相模大野9-15-31産婦人科 16
おくむら整形外科 奥村　信二 相模原市南区古淵1-18-31 整形外科 17
阿部外科胃腸科医院 阿部　　実 相模原市中央区鹿沼台2-18-20内・外・皮 18
小山医院 小山啓一郎 相模原市緑区橋本3-24-2 皮膚科 19
高井内科クリニック 高井　英一 相模原市中央区相模原5-7-20内科一般 20
しながわ小児クリニック 品川　洋一 相模原市中央区中央4-3-24 小児科 21
宮本耳鼻咽喉科 宮本　紀子 相模原市南区古淵2-14-12 耳鼻咽喉科 22
尾形内科・循環器科 尾形　長雄 相模原市中央区鹿沼台2-10-16循環器内科 23
小沼整形外科医院 小沼　三郎 相模原市緑区東橋本3-16-17整形外科 24
りつのクリニック 立之　英正 相模原市緑区鳥屋1162-1 内科・外科 25
松川医院 長尾　博重 相模原市南区相南4-21-12 整形・麻酔 26
橋本みなみ内科 柴原　奈美 相模原市緑区西橋本2-1-8 内科一般 27
さがみ循環器クリニック 吉田　　煦 相模原市南区相南4-21-15 循環器内科 28
ミオ医院 三尾　奎三 相模原市南区相模台2-16-21消化器内科 29
志村クリニック 志村　英俊 相模原市南区下溝673-1 内科・泌尿器 30
磯部クリニック 川野　信之 相模原市南区磯部941 内・外・脳 31
やまだ小児科医院 山田　　享 相模原市緑区橋本3-11-2 小児科 32
城山右田医院 右田　　裕 相模原市緑区久保沢1-2-7 内・小・外 33
城山右田医院 村田　恭子 相模原市緑区久保沢1-2-7 皮膚科 34
原当麻クリニック 浜　　一行 相模原市南区当麻1117-7 内科一般 35
おぐちこどもクリニック 小口　弘毅 相模原市中央区鹿沼台1-7-7 小児科 36
林間こどもクリニック 熊谷　健伸 相模原市南区東林間5-8-8 小児科 37
泉家メディカルクリニック 泉家　久直 相模原市南区東林間4-9-6 消・外 38
あおぞらクリニック 鏑木　　宏 相模原市中央区鹿沼台2-10-16精神科 39
西脇産婦人科医院 西脇　俊幸 相模原市緑区橋本4-5-12 内・小・産 40
中濱クリニック 中濱　昌夫 相模原市緑区橋本4-11-34 内・外・整 41
たてのクリニック 舘野　哲也 相模原市中央区上溝4-14-6 内科・外科 42
羽田内科クリニック 羽田　和正 相模原市中央区田名4434-4 内科一般 43
セントラルクリニック 河野　　洋 相模原市中央区中央5-8-6 内科一般 44
中川内科・胃腸科クリニック 中川　辰郎 相模原市緑区橋本4-18-13 内・消化器 45
さがみ永愛クリニック 永山　直道 相模原市中央区相模原3-8-26精神科 46
吉川整形外科 吉川　恭弘 相模原市中央区千代田6-3-22整形外科 47
牧野耳鼻咽喉科医院 牧野　良隆 相模原市南区相模台2-12-9 耳鼻咽喉科 48
矢田内科小児科医院 矢田　廣章 相模原市緑区橋本2-3-6 内・小 49
野呂医院 野呂　成子 相模原市中央区千代田6-7-3 小児科 50
真島医院 真島　輝明 相模原市緑区二本松4-24-32消化器外科 51
木村医院 志野原三津夫 相模原市南区相模大野7-12-9内・小 52
関医院 関　　知之 相模原市中央区上溝6-20-15内科一般 53
長谷川レディースクリニック 長谷川剛志 相模原市緑区橋本2-3-6 産婦人科 54
さくら眼科クリニック 松田　　弘 相模原市緑区橋本4-18-13 眼科 55
やじま泌尿器科クリニック 矢島　通孝 相模原市緑区橋本6-26-14 泌尿器科 56
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登録医療機関の名簿

医療機関名 登録医名 住所 主たる診療科 備考 登録番号
関口整形外科診療所 関口　武男 相模原市中央区相生4-5-4 漢方・針灸 57
平井クリニック 平井　三郎 相模原市南区相模大野3-11-5内科・外科 58
野見山医院 野見山　浩 相模原市南区相模大野3-3-11内・消 59
上原医院 上原吉三郎 相模原市南区相南4-21-12 内科一般 60
角張医院 角張　雄二 相模原市南区東林間3-16-14内科一般 61
塚田医院 塚田　久雄 相模原市緑区橋本1-17-20 内・外・整 62
三宅整形外科 三宅　　詢 相模原市中央区清新7-10-4 整形外科 63
根本眼科医院 根本　　祐 相模原市緑区橋本6-14-7 眼科 64
二本松医院 中島　　克 相模原市緑区相原5－1－26 内・小 65
箕岡医院 箕岡　真子 相模原市中央区横山3－10－5 内科一般 66
くぬぎ台クリニック 西岡　直子 相模原市南区上鶴間7－2－12 内科一般 67
佐野川クリニック 大嶋　大知 相模原市緑区佐野川3441 内科一般 68
グリーンヒルズ相模原 河合　光正 相模原市緑区大島1583－1 整形外科 69
宮崎クリニック 宮崎雄一郎 相模原市南区古淵3－18－13 内・麻 70
岡井レディースクリニック 岡井　良至 相模原市南区古淵2－16－1 産婦人科 71
久保寺整形外科 久保寺大也 相模原市中央区鹿沼台1－15－9整形外科 72
鈴木内科・循環器科 鈴木　研欽 相模原市緑区橋本6－2－2 内・循 73
相模原クリニック 永岡　　隆 相模原市中央区相模原7－5－5 内科一般 74
西村クリニック 西村　　浩 相模原市中央区すすきの町36－17内・小 75
青木眼科 青木　　繁 相模原市南区相模大野3－17－21眼科 76
佐藤医院 佐藤　禮介 相模原市南区若松4－17－18 内科一般 77
青根診療所 永井　輝明 相模原市緑区青根1837－1 内科一般 78
大塚内科医院 大塚　龍彦 相模原市中央区氷川町13－1 内科・小児科 79
内田内科医院 内田　邦彦 相模原市南区双葉2－2－12 内科一般 80
中野医院 中野　敬三 相模原市南区麻溝台5－17－10外・麻 81
山尾内科医院 山尾　久義 相模原市中央区星が丘4－17－16内科一般 82
田原メディカルクリニック 田原　　博 相模原市南区若松3－48－17 内・外・泌 83
松崎医院 松崎　　誠 相模原市中央区光が丘3－7－6 内科一般 84
相模湖町国民健康保険診療所 土肥　直樹 相模原市緑区若柳1207 内・外・小 85
やむきウィメンズクリニック 八向　　勉 相模原市中央区鹿沼台2－24－34産婦人科 86
うめざわクリニック 梅澤　慎一 相模原市中央区田名塩田2－16－33内科一般 87
まつざわクリニック 松澤　敏明 相模原市中央区上溝2179－4 内・皮・麻 88
中村医院 中村　秀雄 相模原市中央区南橋本1－5－19内・皮・眼 89
にかい皮膚科 神部　隆之 相模原市緑区橋本6－2－3 皮膚科 90
小俣医院 小俣　明宏 相模原市緑区橋本8－3－37 内・小・婦 91
相原病院 川村　洋和 相模原市緑区相原5－12－5 内科一般 92
あいクリニック 安井　　正 相模原市緑区橋本3－31－5 精神科 93
さがみリハビリテーション病院 吉野　靖 相模原市中央区下九沢54-2 内・整・リハ 94
橋本クリニック 桜井　健治 相模原市緑区橋本3－21－5 腎・泌 95
橋本クリニック 齋藤　毅 相模原市緑区橋本3－21－5 腎・泌 96
梨本病院 梨本　　剛 相模原市中央区光が丘1－8－7 内・外・整 97
社会保険相模野病院 河西　紀昭 相模原市中央区渕野辺1－2－30 98
あるて眼科クリニック 奥脇　賢一 相模原市緑区橋本6－2－2 眼科 99
いずみレディースクリニック 和泉　　滋 相模原市中央区相模原5－7－20産婦人科 100
田名整形外科クリニック 木内　哲也 相模原市中央区田名1953 整形外科 101
国保日連診療所 村中清一郎 相模原市緑区日連1037 内・小 102
にいの整形外科 新野　正憲 相模原市中央区相模原3－12－9内・整・麻 103
東芝林間病院 大庭　　浩 相模原市南区上鶴間7－9－1 内・整・消 105
佐藤内科クリニック 佐藤　公明 相模原市中央区渕野辺1－1－12内・消 106
さがみ整形外科 小林　茂明 相模原市南区南台5－12－28 整形外科 107
相模ヶ丘病院 小羽　俊士 相模原市南区下溝4378 精神科 108
晃友内科整形外科 鳥越　俊旨 相模原市緑区大島1585－5 整・内・リハ 109
城山すずきクリニック 鈴木　俊夫 相模原市緑区川尻1424-1 内 110
矢吹整形外科 矢吹　正彦 相模原市緑区原宿南2－48－18整形外科 111
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登録医療機関の名簿

医療機関名 登録医名 住所 主たる診療科 備考 登録番号
おおたけ眼科 大竹　博司 相模原市南区古淵2－10－1 眼科 112
小原医院 小原　信夫 相模原市南区南台6－17－4 泌尿器科 113
阪クリニック 阪　　　聡 相模原市南区古淵2－17－3 腎内・循 114
吉武内科医院 吉武　泰俊 相模原市緑区原宿2－10－6 内科一般 115
細田クリニック 細田　　稔 相模原市南区鵜野森1－29－8 内・小・神内 116
さがみホームクリニック 山本　雅巳 相模原市南区相模大野3－19－11内科一般 117
森田病院 森田　忠夫 相模原市緑区三ケ木627 118
日本金属工業㈱相模原事業所 石井　昭郎 相模原市緑区大山町1-30 内科 119
菅産婦人科医院 菅　雄一朗 相模原市南区上鶴間2601－3 産婦人科 120
相模原記念クリニック 萩原　洋子 相模原市中央区中央4－12－3 消・内・皮 121
相模原伊藤病院 伊藤　良仁 相模原市中央区相模原4－11－4外 122
相模原伊藤病院 石田　晋 相模原市中央区相模原4－11－4整 123
相模原伊藤病院 林　京子 相模原市中央区相模原4－11－4内・外 124
青山内科医院 青山　宏太 相模原市中央区矢部3-16-14内・代謝 125
老健施設・青葉の郷 兵頭　行夫 相模原市中央区青葉3-36-1 内・小 126
河原歯科医院 河原　武彦 相模原市緑区橋本5－2－5 歯科 127-D
鈴木歯科医院 鈴木　　豊 相模原市南区相模台2－18－3 歯科 128-D
後藤歯科医院 後藤　哲哉 相模原市中央区渕野辺3－21－11歯科 129-D
中山歯科医院 中山　栄一 相模原市緑区東橋本2－15－9 歯科 130-D
グリーンパーク歯科 松井　克之 相模原市南区新磯野1－8－8 歯科 131-D
田歯科医院 田　　成培 相模原市緑区大島169－6 歯科 132-D
アキチ歯科医院 秋知　　明 相模原市南区上鶴間301－58 歯科 133-D
大森歯科医院 大森　一昌 相模原市中央区矢部1－19－14歯科 134-D
種市歯科クリニック 種市　浩志 相模原市南区東林間4－33－5 歯科 135-D
ねこみや歯科医院 猫宮　龍彦 相模原市南区新戸3020－5 歯科 136-D
寺崎歯科クリニック 寺崎　浩也 相模原市南区古淵1－6－10 歯科 137-D
八木歯科医院 八木　忠幸 相模原市緑区二本松3－19－12歯科 138-D
関歯科医院 関　　英夫 相模原市南区相模大野5－32－5歯科 139-D
井上歯科医院 井上　俊彦 相模原市南区下溝1662－1 歯科 140-D
小山歯科医院 小山　道夫 相模原市南区松が枝町23－3－202歯科 141-D
イマイ歯科医院 今井　　睦 相模原市中央区相模原2－7－16歯科 142-D
さとう歯科クリニック 佐藤　文彦 相模原市中央区橋本6－2－3 歯科 143-D
金井歯科医院 金井　雅仁 座間市相模が丘4-23-11 歯科 144-D
片桐内科消化器科クリニック 片桐　次郎 相模原市緑区西橋本5-1-1 内・消 145
やまもとクリニック 山本　晴章 相模原市南区東林間5－13－8 内科一般 146
橋本医院 尾畑　仁貴 相模原市緑区橋本5－13－2 内・小・皮 147
相模原ステーションクリニック 徳永　信弘 相模原市中央区相模原1－1－19－203内・肛門 148
梶原医院 梶原　功嗣 相模原市緑区与瀬1091 内・小・整 149
原田医院 原田　　工 相模原市緑区与瀬本町21－3 小児科 150
りつの本医院 立之　英世 相模原市緑区東橋本1－5－12 内・小 151
つじクリニック 辻　　孝彦 相模原市緑区上九沢4 内・外・整 152
三菱重工業㈱診療所 井戸田照義 相模原市中央区田名3000 内科一般 153
永尾歯科医院 永尾　光治 相模原市中央区渕野辺4－11－1歯科 154-D
小島歯科医院 小島　正裕 相模原市緑区川尻4176 歯科 155-D
井上歯科医院 井上　　誠 相模原市緑区三ケ木356-5 歯科 156-D
萩原歯科医院 萩原　益男 相模原市緑区太井599－1 歯科 157-D
野﨑歯科医院 野﨑　勝也 相模原市緑区小渕1614－4 歯科 158-D
関戸歯科医院 関戸　幹夫 相模原市緑区青山2525－4 歯科 159-D
宗正歯科 宗正　有功 相模原市緑区二本松4－31－9 歯科 160-D
小林内科クリニック 小林　逸郎 相模原市南区相模大野5－27－28内科一般 161
野村歯科医院 野村　篤 相模原市緑区中野966-5 歯科 162-D
落合歯科医院 落合　義彦 相模原市緑区小渕1677 歯科 163-D
島田歯科医院 島田　成人 相模原市緑区久保沢2－3－32 歯科 164-D
江藤歯科医院 江藤　満 相模原市緑区寸沢嵐931 歯科 165-D
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馬場内科クリニック 馬場　博康 相模原市中央区相模原1－2－4 内科一般 166
宮嵜歯科医院 宮嵜　秀樹 相模原市緑区城山2－1－1 歯科 167-D
せきね小児科クリニック 関根　徹 相模原市中央区上溝3175－1 小児科 168
上溝内科クリニック 関　　鉄也 相模原市中央区上溝3175－1 内科一般 169
すぎむら歯科医院 杉村　信寿 相模原市緑区青野原2036－18歯科 170-D
城山歯科クリニック 内田　典行 相模原市緑区川尻1709-3 歯科 171-D
さよう歯科医院 佐用　安祥 相模原市中央区淵野辺4-37-20歯科 172-D
中村歯科医院 中村　孝 相模原市緑区西橋本5-1-2ハタノ第2ビル2Ｆ 歯科 173-D
レアルデンタルクリック 大嶺　秀樹 相模原市中央区千代田3-3-2 歯科 174-D
小沼歯科医院 小沼　博 相模原市中央区宮下本町3-40-11歯科 176-D
小町歯科クリニック 豊浦　宣行 相模原市中央区小町通1-1-3 歯科 177-D
まるさき歯科クリニック 一戸　巧 相模原市中央区上溝1681-8 歯科 178-D
島田歯科医院 島田　恒夫 相模原市緑区相原6-5-24 歯科 179-D
おやなぎ歯科 小柳　輝昭 相模原市南区若松5-19-10アイル若松2Ｆ歯科 180-D
沢田歯科 澤田　勝次 相模原市南区大野台5-4-23 歯科 181-D
相澤歯科医院 相澤　亘 相模原市中央区小山3-16-5 歯科 182-D
ひらおか歯科 平岡　英治 相模原市中央区相模原8-1-4リベラビル1Ｆ 歯科 183-D
古谷田歯科医院 古谷田泰夫 相模原市南区南台5-16-18 歯科 184-D
Ｙ．ＤＥＮＴＡＬ 山倉　成人 相模原市緑区橋本2-3-6吉美ビル2Ｆ 歯科 185-D
六地蔵歯科医院 松本　哲 相模原市緑区下九沢1990-5 歯科 186-D
小口歯科医院 小口　光彦 相模原市緑区大島1745-6 歯科 187-D
山本歯科医院 山本　輝雄 相模原市中央区相模原3-2-5 歯科 188-D
仲尾歯科医院 仲尾　博史 相模原市中央区相模原2-3-15歯科 189-D
橋本歯科医院 中島　尚 相模原市緑区東橋本2-28-8 歯科 190-D
ひし山歯科医院 菱山　豪 相模原市緑区根小屋1552-3 歯科 191-D
いとう歯科クリニック 伊藤　孝介 相模原市緑区橋本6-1-24味の食彩館はしもと3Ｆ 歯科 192-D
加藤歯科クリニック 加藤　一成 相模原市中央区南橋本2-6-6ライオンズマンション南橋本102歯科 193-D
石渡歯科クリニック 石渡　淳 相模原市南区大野台6-18-34歯科 194-D
細谷歯科 細谷　要一 相模原市緑区橋本2-14-9 歯科 195-D
土屋歯科医院 土屋　光克 座間市入谷3-1650-2 歯科 196-D
ヨロズ歯科医院 萬　康弘 相模原市南区相模台2-3-2-ベルプレイン201 歯科 197-D
山田歯科医院 山田　晴樹 相模原市中央区相模原4-7-10エスプラザビル1Ｆ 歯科 198-D
佐藤歯科医院 佐藤　了 相模原市中央区田名4825-1 歯科 199-D
むらせ歯科医院 村瀬　慶次 相模原市南区相武台3-21-9 歯科 200-D
清水畑矯正歯科医院 清水畑　明 相模原市中央区相模原2-9-5 歯科 201-D
岡部クリニック 岡部　聡 相模原市緑区橋本3-15-4 外・内・消 202
笹川矯正歯科 笹川　円 相模原市緑区西橋本5-1-2ハタノ第2ビル1Ｆ 歯（矯正） 203-D
内科クリニックこばやし 小林　一雄 相模原市緑区西橋本5-1-1東急ストアー橋本店3Ｆ 内・循・糖 204
馬嶋歯科医院 馬嶋　洋一 相模原市南区当麻1574-14 歯科 205-D
よしだ歯科医院 吉田　幸弘 相模原市南区上鶴間本町2-11-19歯科 206-D
ふるかわ歯科クリニック 古川　信也 相模原市中央区富士見1-5-16ルビナスコーポ 歯科 207-D
むらの歯科医院 村野　仁 相模原市南区上鶴間6-31-10新光東林間ビル2Ｆ 歯科 208-D
市川歯科医院 市川　和央 相模原市中央区清新2-9-1 歯科 209-D
みぞろぎ歯科医院 溝呂木義和 相模原市中央区相模原1-7-3 歯科 210-D
佐々木歯科医院 佐々木秀樹 相模原市南区南台6-8-17 歯科 211-D
サウザンロードデンタルクリニック 鈴木　徳馬 相模原市南区相模台1-14-20歯科 212-D
山﨑歯科 山﨑　直彦 相模原市中央区中央1-9-20 歯科 213-D
矢部中央歯科 矢野　剛三 相模原市中央区矢部3-18-36歯科 214-D
佐伯歯科医院 佐伯　隆 相模原市南区西大沼1-33-26歯科 215-D
水沼歯科 水沼　信也 相模原市南区当麻1270-3スズキビル1Ｆ歯科 216-D
みやはら歯科医院 宮原　敏幸 相模原市緑区中野1351-3 歯科 217-D
郷歯科クリニック 郷　直宏 相模原市南区下溝756-6三和麻溝店Ｂ館3Ｆ 歯科 218-D
座間歯科医院 田中　則道 座間市座間1-3120-4 歯科 219-D
はやかわ歯科クリニック 早川　英彦 相模原市南区東林間3-8-16 歯科 220-D
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サン歯科 三好　光平 相模原市中央区上溝2179-4-105歯科 221-D
加藤歯科医院 加藤　茂之 相模原市中央区相生4-1-20 歯科 222-D
アオキ歯科クリニック 青木　秀仁 相模原市中央区中央3-14-7セントラルビル1Ｆ 歯科 223-D
川島歯科医院 川島　真一 相模原市中央区相模原3-12-9パーシモンビル1Ｆ 歯科 224-D
なかの歯科医院 増田　和英 相模原市緑区中野1770 歯科 225-D
桂歯科医院 本多　桂子 相模原市南区相模大野1-25-31歯科 226-D
西門歯科医院 覚知　雅博 相模原市中央区矢部1-3-14大河原ビル2Ｆ歯科 227-D
上原歯科医院 上原　定雄 相模原市南区松が枝町6-8 歯科 228-D
あさだ歯科 浅田　雅広 相模原市南区西大沼1-18-3 歯科 229-D
山口歯科医院 山口　隆成 相模原市中央区上溝7-2-1 歯科 230-D
あさかわ歯科医院 浅川　和也 相模原市緑区橋本6-36-1-2Ｆ-Ｂ-1 歯科 231-D
アベニューすずき歯科医院 鈴木　雅彦 座間市さがみ野2-2-27アベニュー23ビル歯科 232-D
あんざい歯科医院 安斉　芳治 相模原市南区南台3-21-7 歯科 233-D
椎野歯科医院 椎野　光政 相模原市中央区共和4-1-9 歯科 234-D
石川歯科医院 石川　敏樹 相模原市南区相武台2-14-23歯科 235-D
山本歯科 山本　一民 相模原市中央区弥栄2-2-1ディオール栄1-Ａ 歯科 236-D
山辺歯科医院 山辺　茂樹 相模原市中央区淵野辺4-15-1千成ビル2Ｆ歯科 237-D
中嶋歯科医院 中嶋　健二 相模原市緑区東橋本3-16-8ライフプラザカナン2Ｆ 歯科 238-D
ミヤハラ歯科クリニック 宮原　正典 相模原市南区東林間4-11-7ネオメット東林間2Ｆ 歯科 239-D
おくもり歯科医院 奥森　直人 相模原市中央区矢部3-6-3 歯科 240-D
杉山歯科医院 杉山　卓司 相模原市南区新戸1939-19 歯科 241-D
大田歯科クリニック 大田　裕康 相模原市緑区橋本3-15-17 歯科 242-D
田所歯科クリニック 田所　和芳 相模原市緑区下九沢1737-11歯科 243-D
真生歯科クリニック 千葉さよ子 相模原市南区相南4-21-12 歯科 244-D
宗正歯科医院 宗正多賀人 相模原市中央区淵野辺1-2-31歯科 245-D
光ヶ丘歯科医院 片寄津由子 相模原市中央区並木1-10-12歯科 246-D
杉山歯科クリニック 杉山　裕一 相模原市南区相模大野3-11-9藤ビル5Ｆ 歯科 247-D
ショー歯科医院 新野見昇一 座間市小松原1-26-22遠藤ビル1Ｆ 歯科 248-D
石田歯科医院 石田　新也 相模原市中央区相模原2-4-18歯科 249-D
石田歯科医院 石田　正 相模原市中央区相模原2-4-18歯科 250-D
中島歯科医院 中島　隆 相模原市緑区太井229 歯科 251-D
斉藤歯科医院 斉藤　滋 相模原市中央区上溝374-4 歯科 252-D
ワコー歯科 有田　純子 相模原市中央区上溝7-17-16歯科 253-D
愛恵歯科医院 東郷やす子 座間市相武台1-4498-1 歯科 254-D
愛恵歯科医院 若生美智代 座間市相武台1-4498-1 歯科 255-D
原歯科医院 原　俊哉 相模原市緑区西橋本2-17-8ウエスト橋本1Ｆ 歯科 256-D
あおば歯科医院 渡辺　亮 座間市相模が丘5-42-10デリス相模が丘101歯科 257-D
菊田歯科 菊田　秀一 座間市さがみ野3-1-12 歯科 258-D
大槻歯科医院 大槻　隆治 相模原市南区相南1-2-30 歯科 259-D
椙村歯科医院 椙村　廣文 相模原市南区若松1-15 歯科 260-D
さがみ鈴木歯科医院 鈴木加代子 相模原市中央区中央1-10-15アクティサガミ2Ｆ 歯科 261-D
林歯科医院 林　かすみ 相模原市南区松が枝町24-7-204歯科 262-D
渡辺歯科医院 渡辺　隆 座間市相武台3-4742-1コスモスビル201歯科 263-D
広井歯科医院 山口　虎彦 相模原市南区東林間5-1-8 歯科 264-D
カオス歯科医院 嶋田　晴光 相模原市南区相模大野5-13-15歯科 265-D
ふちのべ歯科クリニック 細田　幸彦 相模原市中央区鹿沼台1-15-1グレイスＫ2-1Ｆ歯科 266-D
山本歯科医院 山本千鶴子 相模原市南区東林間4-3-7 歯科 267-D
横山デンタルクリニック 横山　尚人 相模原市中央区弥栄2-9-11 歯科 268-D
旭歯科 阿部　佳子 相模原市中央区相模原4-2武田ビル4Ｆ歯科 269-D
みどりの森デンタルクリニック 須藤　真行 座間市入谷5-1780 歯科 270-D
池田歯科医院 池田　和郎 相模原市南区大野台1-8-41 歯科 271-D
塚田医院 塚田　美紀 相模原市緑区橋本1-17-20 歯科 272-D
宮前歯科医院 宮前　明宏 相模原市中央区田名5246 歯科 273-D
にしさこレディースクリニック 西迫　潤 相模原市緑区原宿南2-39-7 産婦人科 274
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にしさここどもクリニック 西迫　真 相模原市緑区原宿南2-39-7 小児科 275
すなおしこどもクリニック 砂押　渉 相模原市緑区西橋本5-1-1東急ストア3F小児科 276
中村病院 中村　達哉 相模原市中央区上溝6-18-39内科一般 277
総合相模更生病院 井出　道也 相模原市中央区小山3429 278
下九沢内科クリニック 清水　浩介 相模原市緑区下九沢1381-1 内科一般 279
りつの医院 立之　芳源 相模原市緑区東橋本2-19-9 内科一般 280
千島クリニック 千島　由朗 相模原市緑区西橋本4-8-41 消・外 281
前城歯科医院 前城　七重 相模原市中央区富士見5-2-18-2F歯科 282-D
斉藤医院 齊藤　研二 相模原市中央区東淵野辺1-13-11内科一般 283
加來クリニック 加來　朝王 相模原市南区下溝756-6三和麻溝店B館3F消・外 284
めぐみクリニック 河野　喜一 相模原市緑区大島1229-30 内科一般 285
共生クリニック 菊地　鉄雄 相模原市中央区相模原6－22－10内・消 286
矯正歯科モガワクリニック 茂川　秀治 相模原市緑区橋本6-2-3Ｂ‘ＳモールＷ202歯科 288-D
矢吹歯科医院 矢吹　秀哉 横浜市港北区綱島西3-2-24羽田屋ビル2Ｆ歯科 289-D
高田歯科医院 高田　晴彦 横浜市港北区下田町2-16-29歯科 290-D
神宮前矯正歯科 斉宮　康寛 渋谷区神宮前3-23-3トリニティビル801歯科 291-D
よつばのクローバー歯科 鷲見　妙美 相模原市中央区田名塩田3-9-54歯科 292-D
よつばのクローバー歯科 鷲見　卓 相模原市中央区田名塩田3-9-54歯科 293-D
まさな歯科 渡辺　正名 相模原市緑区二本松3-1-1清水ビル2Ｆ 歯科 294-D
みよし通り歯科 嶋崎　直人 相模原市南区相模台4-7-16サニエスト相模台1F歯科 295-D
かねだ歯科診療室 金田　徳煥 相模原市中央区淵野辺3-6-20-1Ｆ歯科 296-D
こいずみ歯科医院 小泉　博一 相模原市緑区橋本3-6-1アドバンス橋本1Ｆ歯科 297-D
かすみ歯科クリニック 木村かすみ 相模原市中央区淵野辺3-10-15ライフシティ淵野辺101歯科 298-D
松原歯科 松原　正典 相模原市南区古淵1-18-31 歯科 299-D
田中歯科クリニック 田中　格 相模原市緑区西橋本5-1-1東急ストア1Ｆ歯科 300-D
けいおう橋本駅歯科室 石川　典弘 相模原市緑区橋本2-3-2 歯科 301-D
マリン歯科クリニック 杉本　晋子 相模原市緑区橋本2-10-21-1Ｆ歯科 302-D
あけど歯科医院 明渡　秀樹 相模原市中央区田名4146-1 歯科 303-D
橋本駅前歯科クリニック 川野辺茂樹 相模原市緑区橋本6-2-1橋本サティー4F歯科 304-D
樋口歯科医院 樋口　一敏 相模原市中央区中央6-13-1-2Ｆ歯科 305-D
初田歯科医院 佐藤　天 相模原市中央区中央2-12-15-2Ｆ歯科 306-D
なでしこクリニック 古田　淳 相模原市緑区橋本6-20-1リビオ橋本タワー2Ｆ 歯科 307-D
浮田医院 浮田　道子 相模原市緑区二本松1-6-2 内科 308
さかた整形外科 坂田　和之 相模原市中央区南橋本1-12-14南橋本善明メディカルビル3Ｆ整形外科 309
しなだ呼吸器循環器クリニック 品田　純 相模原市緑区橋本3-14-1橋本メディカルビル2Ｆ 内・呼・循 310
橋本北口耳鼻咽喉科 頼　徳成 相模原市緑区橋本4-18-13 耳鼻咽喉科 311
林内科クリニック 林　光洋 相模原市中央区南橋本1-12-14南橋本善明メディカルビル202内・消・循 312
南橋本診療所 柳沢　洋一 相模原市中央区南橋本2-4-6 内・呼・循 313
森井整形外科 森井　孝通 相模原市緑区橋本6-8-15 整形外科 314
小野内科医院 小野　忠広 相模原市中央区田名3198-3 内・呼 315
上溝整形外科リハビリクリニック 千葉　昌宏 相模原市中央区上溝3175-1 整形外科 316
城山内科呼吸器科クリニック 飯泉　工 相模原市緑区原宿4-2-70 内・呼・アレ 317
南橋本駅前耳鼻咽喉科 原口　秀俊 相模原市中央区南橋本1-12-14南橋本善明メディカルビル201耳鼻咽喉科 318
上水内科クリニック 上水　良 相模原市中央区鹿沼台2-21-12糖尿内科 319
うかい歯科医院 鵜飼　美憲 相模原市中央区矢部4-21-3カドヤビル2Ｆ歯科 320-D
ＩＯＣデンタルクリニックＡＣＴＹ汐留センター 和三　典子 港区海岸1-1-1ＡＣＴＹ汐留2Ｆ歯科 321-D
ラゾーナ川崎デンタルクリニック 大塚　明生 川崎市幸区堀川町72-1 歯科 322-D
オリエント後藤歯科 佐々木　剛 高座郡寒川町岡田5-14-15 歯科 323-D
オリエント後藤歯科 佐藤美保子 高座郡寒川町岡田5-14-15 歯科 324-D
オリエント後藤歯科 増田　一郎 高座郡寒川町岡田5-14-15 歯科 325-D
さきさか整形外科クリニック 向坂彰二郎 相模原市緑区西橋本5-1-1東急ストア橋本店3Ｆ整形外科 326
藤野こどもクリニック 藤野　宣之 相模原市中央区相模原3-6-6メディカルビレッジ相模原1Ｆ小児科 327
けいおう橋本駅歯科室 山本真由美 相模原市緑区橋本2-3-2 歯科 328-D
けいおう橋本駅歯科室 入部亜季美 相模原市緑区橋本2-3-2 歯科 329-D
けいおう橋本駅歯科室 大原龍太郎 相模原市緑区橋本2-3-2 歯科 330-D
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登録医療機関の名簿

医療機関名 登録医名 住所 主たる診療科 備考 登録番号
みなみ野レディースクリニック 木村　裕幸 八王子市片倉3-1-4第2みなみ野クリニックセンタービル4F産婦人科 331
橋本皮膚科クリニック 山本　直樹 相模原市緑区西橋本5-1-1東急ストアー橋本店3Ｆ皮膚科

あさひクリニック 霧生　孝司 相模原市緑区東橋本3-1-16 外科・内科 332
板坂歯科医院 板坂　健一 相模原市中央区田名5670-4 歯科 333-D
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（様式例第５） 
 

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を証する書類 

 
１ 研修の内容 

第２回相模原市北部がん地域連携パス検討会     平成23年5月23日（月）33名 
第2回桑都地域連携の会              平成23年6月15日（水）79名 
地域医療研修会                 平成23年 6月20日（月）202名 
若手内視鏡医の会                 平成23年6月22日（水）11名 
ＮＳＴ研修会                  平成23年 6月27日（月）149名 
講演会                      平成23年7月 4日（月）123名 
第3回相模原市北部がん地域連携パス検討会     平成23年7月19日（火）45名 
第2回相模原北部緩和医療研究会                  平成23年 7月27日（水）105名 
第10回市民健康教育公開講座                     平成23年9月28日（水）286名 
第11回市民健康教育公開講座                    平成23年10月26日（土）167名 
第12回相模原リハビリテーション研究会           平成23年10月 26日（土）58名 
第4回北さがみ循環器セミナー                     平成23年11月 1日（火）42名 
第1回相模原市北部糖尿病医療連携の会       平成23年11月9日（木）35名 
第5回桑都地域連携の会                            平成23年11月9日（木）69名 
第2回相模原北部緩和医療研究会                   平成23年12月7日（水）69名 
第12回市民健康教育公開講座                    平成23年12月19日（水）500名 
第13回市民健康教育公開講座                    平成24年 1月28日（土）250名 
第9回相模原北部大腿骨頚部骨折地域連携パスの会    平成24年3月13日（火）33名 

 

 
 
２ 研修の実績 

研修者数 ２，２５６人 
（注）前年度の研修生の実数を記入すること。 
 
 
３ 研修の体制 
（１）研修プログラムの有無    有 ・ 無 
（２）研修委員会設置の有無    有 ・ 無 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（３）研修指導者 

研修指導者氏名 職 種 診 療 科 役 職 等 
臨床経 
験年数 特記事項 

 医 師 外科 院長 32  
 医 師 小児科 副院長 31  

 職 種 診 療 科 役 職 等 
臨床経 
験年数 特記事項 

 看護師  看護部長   
 薬剤師  医療技術部長   
 診療放射線技師  放射線室長   
 管理栄養士  栄養室長   
 臨床検査技師  検査室長   
 理学療法士  ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ室長   
 薬剤師  薬局長   
 看護師  患者総合支援ｾﾝﾀｰ室長   
 看護師  教育担当師長   
 看護師  師長   
 医 師 循環器科 循環器センター長 26  
 医 師 呼吸器内科 診療部統括部長兼診療

部長 
31  

 医 師 整形外科 診療部長 30  
 医 師 脳神経外科 脳神経センター長 27  
 医 師 循環器内科 診療部長 20  
 医 師 総合内科 診療部長 27  
 医 師 消化器外科 消化器病センター長 22  
 医 師 消化器外科 診療部長 18  
 医 師 放射線治療科 部長 28  
 医 師 放射線診断科 部長 18  
 医 師 緩和ケア内科 診療副部長 16  
 医 師 循環器内科 医長 9  
 医 師 総合内科 診療副部長 16  
 医 師 呼吸器外科 診療副部長 15  
 医 師 整形外科 医員 4  

      
      

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 

講義室 
（会議室） 
（高精度放射線治療棟2階） 

 
  116.51㎡ 

（主な設備） 
オーバーヘッドプロジェクタ、マルチメディアプロジ

ェクタ、テレビ、ビデオ、スクリーン、 
マイク、椅子、机、シャーカステン 

講義室 
（カンファレンスルーム） 
（高精度放射線治療棟2階） 

 
  60.09㎡ 

（主な設備） 
椅子、机、シャーカステン、スクリーン 

講義室 
（カンファレンスルーム） 
（管理棟2階） 

 
  37.25㎡ 

（主な設備） 
椅子、机、シャーカステン 

 
 

 
     ㎡ 

（主な設備） 

 
 

 
     ㎡ 

（主な設備） 

 
 

 
     ㎡ 

（主な設備） 

 
 

 
     ㎡ 

（主な設備） 

 



（様式例第６） 
 

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 事務部長  

 
 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、処方箋、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 

 
総務管理課及び各 
所属部署 

 
一患者一ファ

イル制他 

 
 
 
 
病院の管理 
及び運営に 
関する諸記 
録 

共同利用の実績 
患者総合支援センター  

救急医療の提供の実績 
患者総合支援センター  

地域の医療従事者の資質向上

を図るための研修の実績 
患者総合支援センター  

閲覧実績 診療情報管理室 
 

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

る患者紹介の実績を明らかに

する帳簿 

 
患者総合支援センター 

 

注）「診療に関する諸記録」欄には、個々の診療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１０） 
 

病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法及び閲覧の実績 
 

閲 覧 責 任 者 氏 名 病 院 長  

閲 覧 担 当 者 氏 名 
診療情報管理室長  

閲覧の求めに応じる場所 診療情報管理室・応接室 

 
 

前 年 度 の 総 閲 覧 件 数 0件 

 
医 師 件 

歯 科 医 師 件 

地 方 公 共 団 体 件 

そ の 他 件 

（注）閲覧件数については、前年度の総延べ数を記入すること。 



（様式例第 11） 
 

委 員 会 の 開 催 の 実 績 
 

委員会の開催回数 4回 

委 員 会 に お け る 議 論 の 概 要 

 
平成 23年 5月 17日（火） 

1. 平成 22年度事業実績報告について 
2. 平成 23年度諮問委員会スケジュールについて 

 
平成 23年 8月 9日（火） 
１. 平成 23年度事業実績について（4～6月） 
（１）紹介率の推移 

 
平成 23年 11月 15日（火） 
１. 平成 23年度事業実績について（4～9月） 
（１）紹介率の推移 

 
平成 24年 2月 21日（火） 
１. 平成 23年度事業実績報告について（4～1月） 
２. 平成 24年度諮問委員会予定日について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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。 



（様式例第 12） 
 

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） 

ソーシャルワーカー（5名） 
  
 

 
患者相談件数 
 

 
 入院 １１，０８３件 
 外来  ３，２３６件 

延べ総数 １４，３１９件 

患 者 相 談 の 概 要 

 
 別紙のとおり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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。 



 
 
 
 
 
 
医療相談内容延件数 
 23／４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 24／１ ２ ３ 合計 
医療相談内容              

A) 72 58 57 85 95 64 73 105 81 81 94 71 936 
B) 46 39 56 36 28 56 57 57 38 49 52 53 567 
C) 40 29 38 77 77 86 73 132 103 97 78 96 926 
D) 1 7 2 7 18 20 21 18 8 3 9 7 121 
E) 211 248 267 225 239 249 287 310 327 331 285 329 3,308 
F) 56 41 29 28 51 57 43 50 26 18 31 14 444 
G)       0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 5 
H) 7 3 4 1 2 1 0 0 0 1 0 0 19 
I) 0 2 0 0 2 2 2 2 0 1 0 0 11 
J) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
K) 0 1 4 1 0 2 0 2 0 1 0 0 11 
Ｌ) 3 4 5 2 1 3 4 3 0 0 0 1 26 
M) 0 1 2 5 15 4 7 2 0 3 1 0 40 
Ｎ) 467 545 606 541 710 607 645 602 624 639 654 715 7,355 
O) 0 0 7 12 2 4 8 2 3 2 1 3 44 
P) 3 0 6 2 4 1 0 0 0 3 0 0 19 
Ｑ) 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 
Ｒ) 24 47 41 36 71 105 46 16 21 25 22 29 483 

計 930 1,028 1,126 1,058 1,316 1,261 1,266 1,301 1,233 1,254 1,227 1,319 14,319 
医療相談内容 
Ａ）医療費に関する問題の解決、調整援助               Ｉ）傷病や障害の受容が困難な場合にその問題の解決を援助する          Ｑ）ＪＡ訪問看護ステーション事務処理 
Ｂ）生活費などに関する問題の解決、調整援助             Ｊ）遺族への精神的ケア、遺族の生活再設計援助                 Ｒ）その他 
Ｃ）受診や入院の手続き、不安等の問題の解決を援助すること      Ｋ）診断、治療を拒否するなどの理由となっている心理的・社会的問題についての解決 
Ｄ）患者の療養中の家事、育児、教育、職業等の問題の解決を援助することＬ）診断、治療内容に関する不安がある場合に理解促進援助 
Ｅ）在宅ケア諸サービスの活用を援助すること             Ｍ）医師等への情報提供 
Ｆ）家族関係の調整を援助すること                  Ｎ）転院のための医療機関、退院、退所後の社会福祉施設等の選定を援助 
Ｇ）患者同士や職員との人間関係の調整を援助すること         Ｏ）住居の確保、改造等の選定を援助              
Ｈ）学校、職場、近隣等地域での人間関係の調整を援助すること     Ｐ）復職・復学援助 
 


