
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２６年１０月 ３日 

 
  相模原市長  殿 
 
                    住   所 東京都目黒区東が丘２－５－２１ 
                開設者 
                    氏   名 独立行政法人国立病院機構              

                                       理事長 桐野 髙明 
                                        電話番号 ０３（５７１２）５０５０ 
 
 次のとおり、平成２５年度の業務に関して報告します。 
 
１ 名 称 独立行政法人国立病院機構相模原病院 
 
２ 所在地 神奈川県相模原市南区桜台１８－１ 
 
３ 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 ４５８床 ４５８床 

 
４ 施設の構造設備 

施 設 名 設    備    概    要 

集 中 治 療 室 

（主な設備） 

人工呼吸器、ベッドサイドモニター、除細動器、心電計、 
輸液ポンプ、シリンジポンプ 

病床数  ４床 

化 学 検 査 室 

（主な設備） 

生化学免疫連結型自動分析装置、糖尿病検査搬送システム、 
全自動血液検査システム装置 
 

細 菌 検 査 室 

（主な設備） 

全自動細菌検査システム、全自動血液培養検査装置、 
バイオハザード安全対策キャビネット 
 

病 理 検 査 室 

（主な設備） 

密閉式自動包埋装置、迅速組織標本作製装置、 
プッシュプル型換気装置 
 



第１８号様式（規則第１３条関係） 

施 設 名 設    備    概    要 

病 理 解 剖 室 

（主な設備） 

解剖台、解剖室遺体冷蔵装置、解剖灯（無影灯） 
 

 

研 究 室 

（主な設備） 

電子顕微鏡、高速液体クロマトグラフィー、蛍光細胞分析分離装置、 
クリーンベンチ、顕微鏡、遠心機、恒温室、冷凍庫、冷凍室、 
保冷庫 

講 義 室 室数   ４室    収容定員 約１７０人 

図 書 室 室数   １室    蔵書数 １４０００冊程度 

救 急 用 又 は 
患者搬送用自動車 

（主な設備） 

酸素空気圧縮ボンベ、心肺モニター、携帯電話 
 

保有台数  １台 

医薬品情報管理室 
［専用室の場合］     床面積 ９．１６６㎡ 
 
［共用室の場合］       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。 

 
 
添付書類 
１ 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 
２ 救急医療を提供する能力を有することを証する書類 
３ 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 
４ 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 
５ 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に係る書類 
６ 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係る書類 
７ 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 
８ 患者相談の実績に係る書類 
９ 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） 



 

（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 
５４．４％ 

算定 

期間 
平成２５年４月１日～２６年３月３１日 

地域医療支援病院 

逆紹介率 
７３．１％ 

算出 

根拠 

Ａ：紹介患者の数 １２，８８２人 

Ｂ：初診患者の数 ２３，６８３人 

Ｃ：逆紹介患者の数 １７，３０６人 



 

（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 

№ 職種 氏   名 勤務の態様 勤務時間 備考 

 
別紙(1)の

とおり 
 

常勤   専従 

非常勤  非専従 
  

   
常勤   専従 

非常勤  非専従 
  

   
常勤   専従 

非常勤  非専従 
  

   
常勤   専従 

非常勤  非専従 
  

   
常勤   専従 

非常勤  非専従 
  

   
常勤   専従 

非常勤  非専従 
  

   
常勤   専従 

非常勤  非専従 
  

   
常勤   専従 

非常勤  非専従 
  

   
常勤   専従 

非常勤  非専従 
  

   
常勤   専従 

非常勤  非専従 
  

   
常勤   専従 

非常勤  非専従 
  

   
常勤   専従 

非常勤  非専従 
  

   
常勤   専従 

非常勤  非専従 
  

   
常勤   専従 

非常勤  非専従 
  

 

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 １８床 

専用病床 ４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時間使用の可否 

急患室 49.77㎡ 
（主な設備）人工呼吸器、生体監視

モニター、除細動器、輸液ポンプ 
可 

ＭＲＩ検査室 232.81㎡ （主な設備）磁気共鳴診断装置 可 

ＣＴ撮影室 30.25㎡ 
（主な設備）コンピューター断層撮

影装置 
可 

血管撮影室 64.00㎡ （主な設備）血管連続撮影装置 可 

輸血管理室 37.40㎡ （主な設備）血液製剤専用保冷庫 可 

検査室 114.75㎡ 
（主な設備）生化学自動分析装置、

多項目自動血球分析装置 
可 

集中治療管理室 68.73㎡ 
（主な設備）人工呼吸器、ベッドサ

イドモニター、心電計、除細動器 
可 

手術室 694.29㎡ 
（主な設備）手術台、麻酔器、除細

動器、心電計、無影灯、電気メス 
可 

 

４ 備考 

〇救急応需診療科 内科、精神科、神経内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、アレルギー科、 

リウマチ科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、呼吸器外科、皮膚科、泌尿器科、産科、

婦人科、眼科、耳鼻いんこう科 

〇救急病院指定機関 平成26年2月1日から29年1月31日まで 

〇内科、循環器科、消化器科、小児科、外科、産科二次輪番制に産科 

(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 

３，０５８人 

（ １，２７８人） 

上記以外の救急患者の数 
３，９２６人 

（   ９１８人） 

合計 
６，９８４人 

（ ２，１９６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 

〇共同利用を行った医療機関の延べ数         ３，１１９件 

 

〇そのうち開設者と直接関係のない医療機関の延べ数  ３，１１９件 

 

〇共同利用に係る病床の病床利用率              ０％ 

(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 

〇器械・器具 

コンピューター断層撮影装置（ＣＴ）、インプラントＣＴ，超電導磁気共鳴診断装置（ＭＲＩ） 

核医学診断装置（ＲＩ）、骨塩定量測定装置、脳波記録装置、 

高エネルギー照射装置（リニアック） 

〇建物・設備 

 地域医療連携室、会議室 

(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：医師 

(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(2)の

とおり 
    

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 

・ 地域の医療従事者（医師以外の他の職種も含む。）の資質の向上を図るため、 

症例検討会等を定期的に開催している。 

 

・ 平成２５年度研修は、別紙(3)のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 研修の実績 

（１）地域の医療従事者への実施回数 ７２回 

（２）（１）の合計研修者数 ４６５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 

別紙(4)のとおり    年  

    年  

    年  

    年  

    年  

    年  

    年  

    年  

(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 

第１会議室 76.2㎡ 
（主な設備）プロジェクター、スクリーン、

音響設備 

研修室 108.0㎡ 
（主な設備）プロジェクター、スクリーン、

音響設備、シャーカステン 

第２会議室 48.6㎡ （主な設備）机、椅子 

第３会議室 81.0㎡ （主な設備）スクリーン、音響設備 

 ㎡ （主な設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（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  

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 

診療情報管理室 

 

管理課 

入院及び外来診療録共に１患者

１ファイルによる分類 

病院の管

理及び運

営に関す

る諸記録 

共同利用の実績 地域医療連携室  

救急医療の提供の実績 医事室、看護部長室  

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 

医局、看護部長室、

管理課 
 

閲覧実績 医事室、管理課  

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 

地域医療連携室  

(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   

閲覧担当者氏名  専門職   

閲覧の求めに応じる場所  医事室（病歴室）、応接室 

閲覧の手続の概要 

 

開示申請 → 開示照会 → ①開示の決定 

               または、 

               ②診療情報開示委員会へ諮問 → 開示の可否 

  

 

前年度の総閲覧件数 ９４件 

閲 覧 者 別 

医師 件 

歯科医師 件 

地方公共団体 件 

その他 ９４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 

 

 

４回 

 

 

委員会における議論の概要 

 

１ 平成２５年５月１３日（月） 

・ 紹介患者に対する医療の提供に関すること 

・ 共同利用の実績に関すること 

・ 救急医療の提供に関すること 

・ 地域の医療従事者に対する研修の実施に関すること 

・ 診療録の管理に関すること 

・ 診療録の閲覧に関すること 

・ 患者に対する相談体制に関すること 

・ その他地域医療支援に関すること 

２ 平成２５年８月５日（月） 

 ・ 同 上 

３ 平成２５年１１月１１日（月） 

 ・ 同 上 

４ 平成２６年２月３日（月） 

 ・ 同 上 

 



 

（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（医事室 ） 

主として患者相談を行った者 

（複数回答可） 

医療社会事業専門員（４名） 

医事職員（専門職、係長） 

 

患者相談件数 

 

 

9,900件 

  

患者相談の概要 

医療社会事業専門員対応（9,805件） 

・ 退院支援       7,328件 

・ 受診、受療問題     822〃 

・ 経済問題        477〃 

・ 心理、社会的問題等  1,095〃 

・ その他          83〃 

 

医事職員対応（95件） 

 ・ 診療内容         56件 

 ・ 患者対応            23〃 

 ・ 個室           3〃 

 ・ 診療費          3〃 

 ・ 電話対応         1〃 

 ・ 受診に関すること     5〃 

 ・ 療養環境         2〃 

 ・ 診療予約         2〃 

 

(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。 

 



別紙(1)

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

NO. 職　種 氏　　　名 勤務時間 備　考

1 医　師 常勤 専従 8:30～17:15 院長

2 医　師 常勤 専従 8:30～17:15副院長

3 医　師 常勤 専従 8:30～17:15統括診療部長

4 医　師 常勤 専従 8:30～17:15副臨床研究センター長

5 医　師 常勤 専従 8:30～17:15手術部長

6 医　師 常勤 専従 8:30～17:15手術部長

7 医　師 常勤 専従 8:30～17:15地域医療・情報部長

8 医　師 常勤 専従 8:30～17:15 アレルギー性疾患研究部長

9 医　師 常勤 専従 8:30～17:15 リウマチ性疾患研究部長

10 医　師 常勤 専従 8:30～17:15病態総合研究部長

11 医　師 常勤 専従 8:30～17:15先端技術開発研究部長

12 医　師 常勤 専従 8:30～17:15循環器内科医長

13 医　師 常勤 専従 8:30～17:15消化器内科医長

14 医　師 常勤 専従 8:30～17:15精神科医長

15 医　師 常勤 専従 8:30～17:15呼吸器内科医長

16 医　師 常勤 専従 8:30～17:15神経内科医長

17 医　師 常勤 専従 8:30～17:15小児科医長

18 医　師 常勤 専従 8:30～17:15 アレルギー科医長

19 医　師 常勤 専従 8:30～17:15外科医長

20 医　師 常勤 専従 8:30～17:15外科医長

21 医　師 常勤 専従 8:30～17:15整形外科医長

勤務の態様
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22 医　師 常勤 専従 8:30～17:15整形外科医長

23 医　師 常勤 専従 8:30～17:15呼吸器外科医長

24 医　師 常勤 専従 8:30～17:15脳神経外科医長

25 医　師 常勤 専従 8:30～17:15皮膚科医長

26 医　師 常勤 専従 8:30～17:15泌尿器科医長

27 医　師 常勤 専従 8:30～17:15産科医長

28 医　師 常勤 専従 8:30～17:15婦人科医長

29 医　師 常勤 専従 8:30～17:15眼科医長

30 医　師 常勤 専従 8:30～17:15ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科医長

31 医　師 常勤 専従 8:30～17:15リウマチ科医長

32 医　師 常勤 専従 8:30～17:15放射線科医長

33 医　師 常勤 専従 8:30～17:15放射線科医長

34 医　師 常勤 専従 8:30～17:15病理診断科医長

35 医　師 常勤 専従 8:30～17:15治験管理室長

36 医　師 常勤 専従 8:30～17:15診断・治療薬開発研究室長

37 医　師 常勤 専従 8:30～17:15遺伝子診断・治療研究室長

38 医　師 常勤 専従 8:30～17:15病因・病態研究室長

39 医　師 常勤 専従 8:30～17:15循環器内科医師

40 医　師 常勤 専従 8:30～17:15循環器内科医師

41 医　師 常勤 専従 8:30～17:15循環器内科医師

42 医　師 常勤 専従 8:30～17:15循環器内科医師

43 医　師 常勤 専従 8:30～17:15呼吸器内科医師

44 医　師 常勤 専従 8:30～17:15呼吸器内科医師
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45 医　師 常勤 専従 8:30～17:15呼吸器内科医師

46 医　師 常勤 専従 8:30～17:15消化器内科医師

47 医　師 常勤 専従 8:30～17:15消化器内科医師

48 医　師 常勤 専従 8:30～17:15消化器内科医師

49 医　師 常勤 専従 8:30～17:15消化器内科医師

50 医　師 常勤 専従 8:30～17:15消化器内科医師

51 医　師 常勤 専従 8:30～17:15消化器内科医師

52 医　師 常勤 専従 8:30～17:15精神科医師

53 医　師 常勤 専従 8:30～17:15神経内科医師

54 医　師 常勤 専従 8:30～17:15小児科医師

55 医　師 常勤 専従 8:30～17:15小児科医師

56 医　師 常勤 専従 8:30～17:15小児科医師

57 医　師 常勤 専従 8:30～17:15アレルギー科医師

58 医　師 常勤 専従 8:30～17:15アレルギー科医師

59 医　師 常勤 専従 8:30～17:15外科医師

60 医　師 常勤 専従 8:30～17:15外科医師

61 医　師 常勤 専従 8:30～17:15外科医師

62 医　師 常勤 専従 8:30～17:15外科医師

63 医　師 常勤 専従 8:30～17:15外科医師

64 医　師 常勤 専従 8:30～17:15整形外科医師

65 医　師 常勤 専従 8:30～17:15整形外科医師

66 医　師 常勤 専従 8:30～17:15整形外科医師

67 医　師 常勤 専従 8:30～17:15整形外科医師
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68 医　師 常勤 専従 8:30～17:15整形外科医師

69 医　師 常勤 専従 8:30～17:15整形外科医師

70 医　師 常勤 専従 8:30～17:15呼吸器外科医師

71 医　師 常勤 専従 8:30～17:15脳神経外科医師

72 医　師 常勤 専従 8:30～17:15脳神経外科医師

73 医　師 常勤 専従 8:30～17:15泌尿器科医師

74 医　師 常勤 専従 8:30～17:15泌尿器科医師

75 医　師 常勤 専従 8:30～17:15泌尿器科医師

76 医　師 常勤 専従 8:30～17:15産科医師

77 医　師 常勤 専従 8:30～17:15産科医師

78 医　師 常勤 専従 8:30～17:15眼科医師

79 医　師 常勤 専従 8:30～17:15眼科医師

80 医　師 常勤 専従 8:30～17:15眼科医師

81 医　師 常勤 専従 8:30～17:15耳鼻いんこう科医師

82 医　師 常勤 専従 8:30～17:15耳鼻いんこう科医師

83 医　師 常勤 専従 8:30～17:15ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科医師

84 医　師 常勤 専従 8:30～17:15リウマチ科医師

85 医　師 常勤 専従 8:30～17:15リウマチ科医師

86 医　師 常勤 専従 8:30～17:15放射線科医師

87 医　師 常勤 専従 8:30～17:15放射線科医師

88 医　師 常勤 専従 8:30～17:15放射線科医師

89 医　師 常勤 専従 8:30～17:15麻酔科医師

90 医　師 常勤 専従 8:30～17:15麻酔科医師
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91 医　師 常勤 専従 8:30～17:15麻酔科医師

92 医　師 常勤 専従 8:30～17:15麻酔科医師

93 医　師 常勤 専従 8:30～17:15麻酔科医師

94 医　師 常勤 専従 8:30～17:15臨床検査科医師

95 医　師 常勤 専従 8:30～17:15病理診断科医師

96 医　師 非常勤 専従
8:30～15:00
8:30～17:15

レジデント

97 医　師 非常勤 専従
8:30～15:00
8:30～17:15

レジデント

98 医　師 非常勤 専従
8:30～15:00
8:30～17:15

レジデント

99 医　師 非常勤 専従
8:30～15:00
8:30～17:15

レジデント

100医　師 非常勤 専従
8:30～15:00
8:30～17:15

レジデント

101医　師 非常勤 専従
8:30～15:00
8:30～17:15

レジデント

102医　師 非常勤 専従
8:30～15:00
8:30～17:15

レジデント

103医　師 非常勤 専従
8:30～15:00
8:30～17:15

レジデント

104医　師 非常勤 専従
8:30～15:00
8:30～17:15

レジデント

105医　師 非常勤 専従
8:30～15:00
8:30～17:15

レジデント

106医　師 非常勤 専従
8:30～15:00
8:30～17:15

レジデント

107医　師 非常勤 専従
8:30～15:00
8:30～17:15

レジデント

108医　師 非常勤 専従
8:30～15:00
8:30～17:15

レジデント

109医　師 非常勤 専従
8:30～15:00
8:30～17:15

レジデント

110医　師 非常勤 専従
8:30～15:00
8:30～17:15

レジデント

111医　師 非常勤 専従
8:30～15:00
8:30～17:15

レジデント

112医　師 非常勤 専従
8:30～15:00
8:30～17:15

専修医

113医　師 非常勤 専従
8:30～15:00
8:30～17:15

専修医
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114医　師 非常勤 専従
8:30～15:00
8:30～17:15

専修医

115医　師 非常勤 専従
8:30～15:00
8:30～17:15

専修医

116医　師 非常勤 専従
8:30～15:00
8:30～17:15

専修医

117医　師 非常勤 専従 8:30～15:00研修医

118医　師 非常勤 専従 8:30～15:00研修医

119医　師 非常勤 専従 8:30～15:00研修医

120医　師 非常勤 専従 8:30～15:00研修医

121医　師 非常勤 専従 8:30～15:00研修医

122医　師 非常勤 専従 8:30～15:00研修医

123医　師 非常勤 専従 8:30～15:00研修医
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1 看護師 常勤 専従 8:30～17:15看護部長室

2 看護師 常勤 専従 8:30～17:15看護部長室

3 看護師 常勤 専従 8:30～17:15看護部長室

4 看護師 常勤 専従 8:30～17:15看護部長室

5 看護師 常勤 専従 8:30～17:15看護部長室

6 看護師 常勤 専従 8:30～17:15看護部長室

7 看護師 常勤 専従 8:30～17:15看護部長室

8 看護師 常勤 専従 8:30～17:151階北病棟

9 看護師 常勤 専従 交代制 1階北病棟

10 看護師 常勤 専従 交代制 1階北病棟

11 看護師 常勤 専従 交代制 1階北病棟

12 看護師 常勤 専従 交代制 1階北病棟

13 看護師 常勤 専従 交代制 1階北病棟

14 看護師 常勤 専従 交代制 1階北病棟

15 看護師 常勤 専従 交代制 1階北病棟

16 看護師 常勤 専従 交代制 1階北病棟

17 看護師 常勤 専従 交代制 1階北病棟

18 看護師 常勤 専従 交代制 1階北病棟

19 看護師 常勤 専従 交代制 1階北病棟

20 看護師 常勤 専従 交代制 1階北病棟

21 看護師 常勤 専従 交代制 1階北病棟

22 看護師 常勤 専従 交代制 1階北病棟

23 看護師 常勤 専従 交代制 1階北病棟
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24 看護師 常勤 専従 交代制 1階北病棟

25 看護師 常勤 専従 交代制 1階北病棟

26 看護師 常勤 専従 交代制 1階北病棟

27 看護師 常勤 専従 交代制 1階北病棟

28 看護師 常勤 専従 交代制 1階北病棟

29 看護師 常勤 専従 交代制 1階北病棟

30 看護師 常勤 専従 交代制 1階北病棟

31 看護師 常勤 専従 交代制 1階北病棟

32 看護師 常勤 専従 交代制 1階北病棟

33 看護師 常勤 専従 交代制 1階北病棟

34 看護師 常勤 専従 交代制 1階北病棟

35 看護師 常勤 専従 交代制 1階北病棟

36 看護師 非常勤 専従
8:30～17:15
(週４日）

1階北病棟

37 看護師 非常勤 専従
8:30～17:15
(週４日）

1階北病棟

38 准看護師 非常勤 専従
8:30～17:15
(週３日）

1階北病棟

39 看護師 常勤 専従 8:30～17:151階南病棟

40 看護師 常勤 専従 交代制 1階南病棟

41 看護師 常勤 専従 交代制 1階南病棟

42 看護師 常勤 専従 交代制 1階南病棟

43 看護師 常勤 専従 交代制 1階南病棟

44 看護師 常勤 専従 交代制 1階南病棟

45 看護師 常勤 専従 交代制 1階南病棟

46 看護師 常勤 専従 交代制 1階南病棟
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47 看護師 常勤 専従 交代制 1階南病棟

48 看護師 常勤 専従 交代制 1階南病棟

49 看護師 常勤 専従 交代制 1階南病棟

50 看護師 常勤 専従 交代制 1階南病棟

51 看護師 常勤 専従 交代制 1階南病棟

52 看護師 常勤 専従 交代制 1階南病棟

53 看護師 常勤 専従 交代制 1階南病棟

54 看護師 常勤 専従 交代制 1階南病棟

55 看護師 常勤 専従 交代制 1階南病棟

56 看護師 常勤 専従 交代制 1階南病棟

57 看護師 常勤 専従 交代制 1階南病棟

58 看護師 常勤 専従 交代制 1階南病棟

59 看護師 常勤 専従 交代制 1階南病棟

60 看護師 常勤 専従 交代制 1階南病棟

61 看護師 常勤 専従 交代制 1階南病棟

62 看護師 常勤 専従 交代制 1階南病棟

63 看護師 常勤 専従 交代制 1階南病棟

64 看護師 常勤 専従 交代制 1階南病棟

65 看護師 常勤 専従 交代制 1階南病棟

66 看護師 常勤 専従 8:30～17:152階北病棟

67 看護師 常勤 専従 交代制 2階北病棟

68 看護師 常勤 専従 交代制 2階北病棟

69 助産師 常勤 専従 交代制 2階北病棟
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70 助産師 常勤 専従 交代制 2階北病棟

71 助産師 常勤 専従 交代制 2階北病棟

72 助産師 常勤 専従 交代制 2階北病棟

73 助産師 常勤 専従 交代制 2階北病棟

74 助産師 常勤 専従 交代制 2階北病棟

75 助産師 常勤 専従 交代制 2階北病棟

76 助産師 常勤 専従 交代制 2階北病棟

77 助産師 常勤 専従 交代制 2階北病棟

78 助産師 常勤 専従 交代制 2階北病棟

79 助産師 常勤 専従 交代制 2階北病棟

80 助産師 常勤 専従 交代制 2階北病棟

81 助産師 常勤 専従 交代制 2階北病棟

82 助産師 常勤 専従 交代制 2階北病棟

83 助産師 常勤 専従 交代制 2階北病棟

84 助産師 常勤 専従 交代制 2階北病棟

85 看護師 常勤 専従 交代制 2階北病棟

86 看護師 常勤 専従 交代制 2階北病棟

87 看護師 常勤 専従 交代制 2階北病棟

88 看護師 常勤 専従 交代制 2階北病棟

89 看護師 常勤 専従 交代制 2階北病棟

90 看護師 常勤 専従 交代制 2階北病棟

91 看護師 常勤 専従 交代制 2階北病棟

92 看護師 常勤 専従 交代制 2階北病棟
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93 看護師 常勤 専従 交代制 2階北病棟

94 助産師 非常勤 専従 9:00～15:302階北病棟

95 看護師 常勤 専従 8:30～17:152階南病棟

96 看護師 常勤 専従 交代制 2階南病棟

97 看護師 常勤 専従 交代制 2階南病棟

98 看護師 常勤 専従 交代制 2階南病棟

99 看護師 常勤 専従 交代制 2階南病棟

100看護師 常勤 専従 交代制 2階南病棟

101看護師 常勤 専従 交代制 2階南病棟

102看護師 常勤 専従 交代制 2階南病棟

103看護師 常勤 専従 交代制 2階南病棟

104看護師 常勤 専従 交代制 2階南病棟

105看護師 常勤 専従 交代制 2階南病棟

106看護師 常勤 専従 交代制 2階南病棟

107看護師 常勤 専従 交代制 2階南病棟

108看護師 常勤 専従 交代制 2階南病棟

109看護師 常勤 専従 交代制 2階南病棟

110看護師 常勤 専従 交代制 2階南病棟

111看護師 常勤 専従 交代制 2階南病棟

112看護師 常勤 専従 交代制 2階南病棟

113看護師 常勤 専従 交代制 2階南病棟

114看護師 常勤 専従 交代制 2階南病棟

115看護師 常勤 専従 交代制 2階南病棟
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116看護師 常勤 専従 交代制 2階南病棟

117看護師 常勤 専従 交代制 2階南病棟

118看護師 常勤 専従 交代制 2階南病棟

119看護師 常勤 専従 交代制 2階南病棟

120看護師 常勤 専従 交代制 2階南病棟

121看護師 常勤 専従 交代制 2階南病棟

122看護師 常勤 専従 交代制 2階南病棟

123看護師 常勤 専従 交代制 2階南病棟

124看護師 常勤 専従 交代制 2階南病棟

125看護師 常勤 専従 交代制 2階南病棟

126看護師 常勤 専従 交代制 2階南病棟

127看護師 常勤 専従 交代制 2階南病棟

128看護師 常勤 専従 交代制 2階南病棟

129看護師 常勤 専従 8:30～17:153階北病棟

130看護師 常勤 専従 交代制 3階北病棟

131看護師 常勤 専従 交代制 3階北病棟

132看護師 常勤 専従 交代制 3階北病棟

133看護師 常勤 専従 交代制 3階北病棟

134看護師 常勤 専従 交代制 3階北病棟

135看護師 常勤 専従 交代制 3階北病棟

136看護師 常勤 専従 交代制 3階北病棟

137看護師 常勤 専従 交代制 3階北病棟

138看護師 常勤 専従 交代制 3階北病棟
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139看護師 常勤 専従 交代制 3階北病棟

140看護師 常勤 専従 交代制 3階北病棟

141看護師 常勤 専従 交代制 3階北病棟

142看護師 常勤 専従 交代制 3階北病棟

143看護師 常勤 専従 交代制 3階北病棟

144看護師 常勤 専従 交代制 3階北病棟

145看護師 常勤 専従 交代制 3階北病棟

146看護師 常勤 専従 交代制 3階北病棟

147看護師 常勤 専従 交代制 3階北病棟

148看護師 常勤 専従 交代制 3階北病棟

149看護師 常勤 専従 交代制 3階北病棟

150看護師 常勤 専従 交代制 3階北病棟

151看護師 常勤 専従 交代制 3階北病棟

152看護師 常勤 専従 交代制 3階北病棟

153看護師 常勤 専従 交代制 3階北病棟

154看護師 常勤 専従 交代制 3階北病棟

155看護師 常勤 専従 8:30～17:153階南病棟

156看護師 常勤 専従 交代制 3階南病棟

157看護師 常勤 専従 交代制 3階南病棟

158看護師 常勤 専従 交代制 3階南病棟

159看護師 常勤 専従 交代制 3階南病棟

160看護師 常勤 専従 交代制 3階南病棟

161看護師 常勤 専従 交代制 3階南病棟
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162看護師 常勤 専従 交代制 3階南病棟

163看護師 常勤 専従 交代制 3階南病棟

164看護師 常勤 専従 交代制 3階南病棟

165看護師 常勤 専従 交代制 3階南病棟

166看護師 常勤 専従 交代制 3階南病棟

167看護師 常勤 専従 交代制 3階南病棟

168看護師 常勤 専従 交代制 3階南病棟

169看護師 常勤 専従 交代制 3階南病棟

170看護師 常勤 専従 交代制 3階南病棟

171看護師 常勤 専従 交代制 3階南病棟

172看護師 常勤 専従 交代制 3階南病棟

173看護師 常勤 専従 交代制 3階南病棟

174看護師 常勤 専従 交代制 3階南病棟

175看護師 常勤 専従 交代制 3階南病棟

176看護師 常勤 専従 交代制 3階南病棟

177看護師 常勤 専従 交代制 3階南病棟

178看護師 常勤 専従 交代制 3階南病棟

179看護師 常勤 専従 交代制 3階南病棟

180看護師 常勤 専従 交代制 3階南病棟

181看護師 非常勤 専従
8:30～17:15
(週４日）

3階南病棟

182看護師 常勤 専従 8:30～17:154階北病棟

183看護師 常勤 専従 交代制 4階北病棟

184看護師 常勤 専従 交代制 4階北病棟
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185看護師 常勤 専従 交代制 4階北病棟

186看護師 常勤 専従 交代制 4階北病棟

187看護師 常勤 専従 交代制 4階北病棟

188看護師 常勤 専従 交代制 4階北病棟

189看護師 常勤 専従 交代制 4階北病棟

190看護師 常勤 専従 交代制 4階北病棟

191看護師 常勤 専従 交代制 4階北病棟

192看護師 常勤 専従 交代制 4階北病棟

193看護師 常勤 専従 交代制 4階北病棟

194看護師 常勤 専従 交代制 4階北病棟

195看護師 常勤 専従 交代制 4階北病棟

196看護師 常勤 専従 交代制 4階北病棟

197看護師 常勤 専従 交代制 4階北病棟

198看護師 常勤 専従 交代制 4階北病棟

199看護師 常勤 専従 交代制 4階北病棟

200看護師 常勤 専従 交代制 4階北病棟

201看護師 常勤 専従 交代制 4階北病棟

202看護師 常勤 専従 交代制 4階北病棟

203看護師 常勤 専従 交代制 4階北病棟

204看護師 常勤 専従 交代制 4階北病棟

205看護師 常勤 専従 交代制 4階北病棟

206看護師 常勤 専従 交代制 4階北病棟

207看護師 常勤 専従 交代制 4階北病棟
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208看護師 常勤 専従 8:30～17:154階南病棟

209看護師 常勤 専従 交代制 4階南病棟

210看護師 常勤 専従 交代制 4階南病棟

211看護師 常勤 専従 交代制 4階南病棟

212看護師 常勤 専従 交代制 4階南病棟

213看護師 常勤 専従 交代制 4階南病棟

214看護師 常勤 専従 交代制 4階南病棟

215看護師 常勤 専従 交代制 4階南病棟

216看護師 常勤 専従 交代制 4階南病棟

217看護師 常勤 専従 交代制 4階南病棟

218看護師 常勤 専従 交代制 4階南病棟

219看護師 常勤 専従 交代制 4階南病棟

220看護師 常勤 専従 交代制 4階南病棟

221看護師 常勤 専従 交代制 4階南病棟

222看護師 常勤 専従 交代制 4階南病棟

223看護師 常勤 専従 交代制 4階南病棟

224看護師 常勤 専従 交代制 4階南病棟

225看護師 常勤 専従 交代制 4階南病棟

226看護師 常勤 専従 交代制 4階南病棟

227看護師 常勤 専従 交代制 4階南病棟

228看護師 常勤 専従 交代制 4階南病棟

229看護師 常勤 専従 交代制 4階南病棟

230看護師 常勤 専従 交代制 4階南病棟
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231看護師 常勤 専従 交代制 4階南病棟

232看護師 常勤 専従 交代制 4階南病棟

233看護師 常勤 専従 交代制 4階南病棟

234看護師 常勤 専従 交代制 4階南病棟

235看護師 非常勤 専従 9:00～15:304階南病棟

236看護師 常勤 専従 8:30～17:155階北病棟

237看護師 常勤 専従 交代制 5階北病棟

238看護師 常勤 専従 交代制 5階北病棟

239看護師 常勤 専従 交代制 5階北病棟

240看護師 常勤 専従 交代制 5階北病棟

241看護師 常勤 専従 交代制 5階北病棟

242看護師 常勤 専従 交代制 5階北病棟

243看護師 常勤 専従 交代制 5階北病棟

244看護師 常勤 専従 交代制 5階北病棟

245看護師 常勤 専従 交代制 5階北病棟

246看護師 常勤 専従 交代制 5階北病棟

247看護師 常勤 専従 交代制 5階北病棟

248看護師 常勤 専従 交代制 5階北病棟

249看護師 常勤 専従 交代制 5階北病棟

250看護師 常勤 専従 交代制 5階北病棟

251看護師 常勤 専従 交代制 5階北病棟

252看護師 常勤 専従 交代制 5階北病棟

253看護師 常勤 専従 交代制 5階北病棟
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254看護師 常勤 専従 交代制 5階北病棟

255看護師 常勤 専従 交代制 5階北病棟

256看護師 常勤 専従 交代制 5階北病棟

257看護師 常勤 専従 交代制 5階北病棟

258看護師 常勤 専従 交代制 5階北病棟

259看護師 常勤 専従 交代制 5階北病棟

260看護師 常勤 専従 交代制 5階北病棟

261看護師 常勤 専従 交代制 5階北病棟

262看護師 常勤 専従 交代制 5階北病棟

263准看護師 常勤 専従 交代制 5階北病棟

264看護師 常勤 専従 8:30～17:15手術室

265看護師 常勤 専従 8:30～17:15手術室

266看護師 常勤 専従 8:30～17:15手術室

267看護師 常勤 専従 8:30～17:15手術室

268看護師 常勤 専従 8:30～17:15手術室

269看護師 常勤 専従 8:30～17:15手術室

270看護師 常勤 専従 8:30～17:15手術室

271看護師 常勤 専従 8:30～17:15手術室

272看護師 常勤 専従 8:30～17:15手術室

273看護師 常勤 専従 8:30～17:15手術室

274看護師 常勤 専従 8:30～17:15手術室

275看護師 常勤 専従 8:30～17:15手術室

276看護師 常勤 専従 8:30～17:15手術室
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277看護師 常勤 専従 8:30～17:15手術室

278看護師 常勤 専従 8:30～17:15手術室

279看護師 常勤 専従 8:30～17:15手術室

280看護師 常勤 専従 8:30～17:15手術室

281看護師 常勤 専従 8:30～17:15手術室

282看護師 常勤 専従 8:30～17:15外来

283看護師 常勤 専従 8:30～17:15外来

284看護師 常勤 専従 8:30～17:15外来

285看護師 常勤 専従 8:30～17:15外来

286看護師 常勤 専従 8:30～17:15外来

287看護師 常勤 専従 8:30～17:15外来

288看護師 常勤 専従 8:30～17:15外来

289看護師 常勤 専従 8:30～17:15外来

290看護師 常勤 専従 8:30～17:15外来

291看護師 常勤 専従 8:30～17:15外来

292看護師 常勤 専従 8:30～17:15外来

293看護師 常勤 専従 8:30～17:15外来

294看護師 常勤 専従 8:30～17:15外来

295看護師 常勤 専従 8:30～17:15外来

296看護師 常勤 専従 8:30～17:15外来

297看護師 常勤 専従 8:30～17:15外来

298看護師 常勤 専従 8:30～17:15外来

299看護師 常勤 専従 8:30～17:15外来
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300看護師 常勤 専従 8:30～17:15外来

301看護師 常勤 専従 8:30～17:15外来

302看護師 常勤 専従 8:30～17:15外来

303看護師 常勤 専従 8:30～17:15外来

304看護師 常勤 専従 8:30～17:15外来

305看護師 常勤 専従 8:30～17:15外来

306看護師 常勤 専従 8:30～17:15外来

307看護師 常勤 専従 8:30～17:15外来

308看護師 常勤 専従 8:30～17:15外来

309看護師 常勤 専従 8:30～17:15外来

310看護師 常勤 専従 8:30～17:15外来

311看護師 常勤 専従 8:30～17:15外来

312看護師 非常勤 専従
8:30～17:15
(週４日）

外来

313看護師 非常勤 専従 9:00～15:30外来

314看護師 非常勤 専従
8:30～15:00
（週３日）

外来

315看護師 非常勤 専従 8:30～15:00外来

316看護師 非常勤 専従
8:30～17:15
(週４日）

外来

317看護師 非常勤 専従 8:30～15:00外来

318看護師 非常勤 専従 8:30～15:00外来

319看護師 非常勤 専従
8:30～17:15
(週４日）

外来

320看護師 非常勤 専従
8:30～17:15
(週４日）

外来

321看護師 非常勤 専従
8:30～17:15
(週４日）

外来

322看護師 非常勤 専従 8:30～15:00外来
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323看護師 非常勤 専従
8:30～17:15
(週４日）

外来

324看護師 非常勤 専従
8:30～17:15
(週４日）

外来

325看護師 非常勤 専従 9:00～15:30外来

326看護師 非常勤 専従
8:30～17:15
(週４日）

外来

327看護師 非常勤 専従 9:00～15:30外来

328看護師 非常勤 専従
8:30～12:30
(週３日）

外来

329看護師 非常勤 専従
8:30～17:15
(週４日）

外来

330看護師 非常勤 専従 9:00～15:30外来

331看護師 常勤 専従 8:30～17:15治験管理室

332看護師 常勤 専従 8:30～17:15治験管理室

333看護師 常勤 専従 8:30～17:15治験管理室

334看護師 常勤 専従 8:30～17:15治験管理室
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別紙(2)

４　登録医療機関の名簿

No. 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

1 アイ眼科クリニック 井川　由季 南区相模大野9-1-5 眼 無

2青木眼科 青木　繁
南区相模大野3-17-21川
井ビル

眼 無

3 あおき整形外科 青木　信一
南区上鶴間本町4-48-24
相模大野ﾒﾃﾞｨｶﾙｳﾞｨﾚｯｼﾞA

整形、リハ、リウマ
チ

無

4
麻溝台内科・消化器科クリ
ニック

田中　淳一
南区麻溝台4-10-14　麻溝
台ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞ

内、外、アレルギー 無

5 あさや皮膚科 浅谷　雅文
南区古淵2-18-3　山政第1
ビル

皮 無

6 あだち整形外科 安達　公 南区下溝317-11 整形、リハ、内 無

7 阿部内科クリニック 阿部　純久
南区相模大野3-3-1　ﾎﾞｰﾉ
相模大野ｻｳｽﾓｰﾙ

内、循内 無

8 石丸眼科 石丸　正子
中央区相生3-12-5土田第
2ビル

眼 無

9 泉家メディカルクリニック 泉家　久直 南区東林間4-9-6 内、外 無

10磯部クリニック 川野　信之 南区磯部941 内、外、脳外、リハ 無

11 井村クリニック 井村　和博
南区相南4-24-33　リベラ
ルビル

内、消化器、小児、
整形、リハ

無

12 遠藤クリニック 遠藤　恭子 中央区由野台1-23-7 内、循 無

13おおたけ眼科古淵医院 長澤　和弘 南区古淵2-1０-1 眼 無

14大野台クリニック 前澤　寧 南区大野台6-19-12 内、消 無

15大山小児科 大山　宜秀 南区上鶴間本町2-10-11 小、内 無

16丘整形外科病院 丘　松壽 南区新磯野2-7-10 整 無

17奥平医院 奥平　邦雄 南区東林間3-8-11
内、小、心内、リウ
マチ

無

18 小倉医院 小倉　昭和 南区東林間7-32-8 内、小 無

19
おなかとおしりの桜井クリ
ニック

櫻井　雅之
南区相模大野4－5－5　ﾛ
ﾋﾞｰﾌｧｲﾌﾞD

消内、消外、大腸肛
外、大腸肛内、外

無

20 小原医院 小原　信夫 南区南台6-17-4 泌、皮 無

21小俣医院 小俣　明弘 緑区橋本8-3-37 内、小 無

22加來クリニック 加來　朝王
南区下溝756-6　3和麻溝
店B館

内、外、小 無

23 角張医院 角張　雄二 南区東林間3-16-14 内 無

24
医療法人　加藤マタニティ
クリニック

加藤　芳克 中央区横山2-7-4 産、婦 無

25加藤皮フ科 柴山　律子 南区相模大野6-19-21 皮 無

26 かとう在宅医療クリニック 加藤　茂樹 南区古淵2-16-9 内 無

27かねしろ内科クリニック 金城　瑞樹
南区上鶴間7－7　小田急
マルシェ東林間

内 無

28 上鶴間ファミリークリニック 井戸田　照義 南区上鶴間本町8-44-2０
内、小、アレル
ギー、リハ

無

29河路内科クリニック 河路　晃一
南区古淵1-6-1０プレミ-ル
古淵

内 無

30川村医院 川村　芳弘 南区東林間1-6-14 小、内 無
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31北村ファミリークリニック 北村　雅也 南区相模台7-36-23
内、外、消、肛門、
小

無

32木村医院 志野原　睦 南区相模大野7-12-9内、小、放 無

33くぬぎ台クリニック 西岡　直子 南区上鶴間7-2-12 内 無

34窪田医院 窪田　聰彦 南区文京2-19-17 内、小、皮 無

35久保寺整形外科 久保寺　大也 中央区鹿沼台1-15-9整形、リハ 無

36
グリーンパーク内科クリ
ニック

金子　弥生 南区新磯野4-5-6-1内 無

37黒河内病院 黒河内　三郎 南区豊町17-36
内、外、整形、脳
外、皮、リハ、放

無

38黒沢産婦人科医院 黒沢　恒平 南区松が枝町1-1０ 小、産、婦 無

39晃友内科整形外科 島岡　哲太郎 緑区大島1585-5 内、整、リハ 無

40小林内科クリニック 小林　逸郎 南区相模大野5-27-28内 無

41小林整形外科 小林　信男 南区相模台3-15-3 整形、リハ 無

42こぶち小児科 縄田　淳
南区古淵2-3-7 T&T第2ビ
ル

小 無

43小松会病院 小松　幹一郎 南区新磯野2337 内 無

44小山医院皮膚科 小山　啓一郎 緑区橋本3-24-2 皮 無

45
サイト・レディースクリニッ
ク

斎藤　克 南区旭町21-1 婦、心内 無

46斉藤医院 齊藤　研二 中央区東淵野辺1-13-11内、小、リウマチ 無

47さいとう内科医院 齋藤　俊司
南区上鶴間本町4-48-3
相模大野ﾒﾃﾞｨｶﾙｳﾞｨﾚｯｼﾞB

内 無

48阪クリニック 阪　聡 南区古淵2-17-3渋谷ビル 内 無

49
さがみリハビリテーション
病院

吉野　靖 中央区下九沢54-2 内、整形、外、リハ 無

50さがみホームクリニック 黒田　俊
南区相模大野3-19-11日
広第2ビル

内 無

51さがみ生協病院 長谷川　倫雄 南区相模大野6-2-11眼、内 無

52さがみ循環器クリニック 吉田　煦 南区相南4-21-15 内、泌、放、リウマチ 無

53相模皮膚科 栄枝　隆成
南区松が枝町18－17Sテラ
ス

皮 無

54さがみ整形外科 小林　茂明 南区南台5-12-28 整形、リハ 無

55相模病院 宮城　福正 南区若松1-12-25 精 無

56相模大野整形・形成外科 大谷　謙太
南区相模大野3-11-5
KAJIYA第2ビル

整形、形成、リハ 無

57
相模大野駅前タワー整形
外科・リウマチ科

伊藤　淳
南区相模大野3-3-1　ﾎﾞｰﾉ
相模大野ｻｳｽﾓｰﾙ

整、リウ、リハ 無

58相模ヶ丘病院 坂田　深一 南区下溝4378 精、心内 無

59さがみはら眼科クリニック 蒔田　浩司
中央区相模原3‐6‐6　クリ
ニックビレッジ相模原

眼 無

60
さがみはら　佐とうクリニッ
ク

佐藤　和彦
中央区相模原3-6-6　ｸﾘﾆｯ
ｸﾋﾞﾚｯｼﾞ

泌、皮 無

61相模原中央病院 高塚　純 中央区富士見6-4-20
内、呼、循、消、外、消外、
肛、脳、形、皮、泌、ﾘﾊ、麻 無

62相模原療育園 細田　のぞみ 南区若松1-21-9
内、小、小児神経内
科、精

無
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63
医療法人社団仁和会　相
模原伊藤病院

伊藤　良仁 中央区相模原4-11-4内、外、整 無

64さとう整形外科 佐藤　洋
南区麻溝台4-1０-14　麻溝
台ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞ

整形、リハ 無

65佐藤医院 佐藤　聡一郎 南区若松4-17-18 内、小、婦 無

66佐藤内科クリニック 佐藤　公明 中央区淵野辺1-1-12内、消 無

67しながわ小児クリニック 品川　洋一 中央区中央4-3-24 小、小アレ 無

68
しなだ呼吸器循環器クリ
ニック

品田　純
緑区橋本3-14-1　橋本ﾒﾃﾞｨ
ｶﾙﾋﾞﾙ

呼、循、内、外 無

69島田整形クリニック 島田　信弘
中央区相模原1-2-17  ｸﾘｽ
ﾀﾙｻｶﾞﾐﾊﾗ

整、リハ 無

70しみず整形外科 清水　正勝 中央区淵野辺本町2-16-2外、整形、リハ 無

71清水医院 清水　完悦 南区相模大野5-29-16内、小 無

72志村クリニック 志村　英俊 南区下溝673-1 皮、泌、小、リハ、内 無

73社会保険相模野病院 内野　直樹 中央区淵野辺1-2-30
内、外、産婦、小・新、整、
皮、眼、麻、泌 無

74１６号整形外科 山田　朱織 中央区高根1-3-7 整形、リハ 無

75荘加医院 荘加　潤 南区新磯野3-32-9 内、小 無

76小児科・内科 緒方医院 緒方　孝平 南区新磯野4-5-1０ 小、内 無

77新戸診療所 佐藤　淳一 南区新戸1717 内、外 無

78神野眼科医院 神野　順子 中央区鹿沼台1-15-2眼 無

79菅産婦人科医院 菅 博胤 南区上鶴間本町5-4-16産、婦 無

80鈴木内科・循環器科 鈴木　研欽
緑区橋本6-2-2　B'Sﾀﾜｰ橋
本ｽﾃｰｼｮﾝﾌﾛﾝﾄE

内、循、胃 無

81住吉クリニック 住吉　秋次
南区相模大野8-5-1　ﾙﾐ
ｴｰﾙ大野南

精 無

82相愛病院 加賀田　豊 南区当麻1632 内 無

83
社会福祉法人相模更生会
総合相模更生病院

井出　道也 中央区小山3429
内、外、産、婦、小、
耳、整、眼、皮

無

84
相州メンタルクリニック相
模大野

村瀬　寛 南区相模大野3-12-12精、心内 無

85相武台脳神経外科 加藤　貴弘 南区相武台1-24-14脳、リハ 無

86滝島医院 瀧島　常雅 南区相南1-17-27 内、小、耳 無

87武井小児科医院 武井　忠夫 南区南台5-15-7 小 無

88竹下産婦人科医院 竹下　俊雄 南区相模大野5-28-18産、婦、内 無

89まはろクリニック 上原　吾郎 南区相模大野7-35-1糖、内 無

90たけひろ小児科 竹廣　秀夫
南区相南1-22-6　北野第1
ﾋﾞﾙ

小、アレルギー 無

91武宮医院 武宮　宗康 南区御園3-11-2 内 無

92竹村クリニック 竹村　克二 南区旭町23-13 内、外 無

93田中小児科医院 田中　富美子 中央区淵野辺4-22-12小、アレ、内 無

94田中耳鼻咽喉科医院 田中　健二郎 南区松が枝町19-1０ 耳 無
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95田中眼科医院 田中　雄一郎 南区松が枝町19-1０ 眼 無

96田名整形外科クリニック 木内　哲也 中央区田名1953
整形、リハ、リウマ
チ、外

無

97タナベ皮フ科医院 田辺　俊英 中央区淵野辺3-18-5皮 無

98田辺整形外科 田辺　賀則 南区相南4-17-11
整形、外、形成、リ
ハ

無

99田原メディカルクリニック 田原　博 南区若松3-48-17
外、内、整形、泌、
放、リハ

無

100佃医院 佃　和彦 南区上鶴間5-4-12 内、小、外、形成 無

101東芝林間病院 籏原　照昌 南区上鶴間7-9-1
腎内、神内、消、循、内、
神、外、整、婦、眼、泌、
耳、歯口、麻、皮

無

102豊田内科医院 豊田　和雄 南区東林間4-7-6 内 無

103豊田内科クリニック 豊田　信明 南区大野台7-28-24内、アレルギー 無

104
どんぐりこどもクリニック
（大野台クリニック）

宮澤　廣文
南区大野台6－19-12　大
野台ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ

小、アレルギー 無

105内科クリニック　こばやし 小林　一雄
緑区西橋本5-1-1 東急スト
ア

内 無

106中沢内科医院 中澤　貴秀 南区相模台4-14-18内、消、循、糖 無

107中西耳鼻咽喉科医院 中西　宜子 南区相模大野5-2０-13 耳 無

108中野医院 中野　敬三 南区麻溝台5-17-1０内、小、外 無

109永松眼科クリニック 永松　直子 中央区南橋本1-17-17眼 無

110長峰医院 長峰　俊次
南区上鶴間本町2-1０-15-
1

整形、内、皮、リハ 無

111梨本病院 梨本　剛 中央区光が丘1-8-7 内、外、整、皮、胃 無

112なすの整形外科クリニック 那須野　秀二 南区相模大野4-5-5 整、リハ 無

113にいの整形外科 新野　正憲
中央区相模原3-12-9パ-シ
モンビル

整形、麻酔、リウマ
チ、内、リハ

無

114西川整形外科 西川　英樹 南区東林間3-1０-11 整形、形成 無

115西門クリニック 近藤　正樹 中央区相模原6-18-13
産、婦、内、リウマチ、皮、
リハ、放、性、外 無

116ねもとアイクリニック 根本　徹
緑区橋本3-14-1　橋本メ
ディカルビル

眼 無

117野見山医院 野見山　浩 南区相模大野6-1０-7 内、放、小 無

118のんのキッズクリニック 野々山　勝人 南区相模大野8-5-9 小 無

119博愛医院 陳　文輝 南区南台3-12-15 内 無

120林レディースクリニック 林　玲子 中央区緑が丘2-28-5婦 無

121林クリニック 林　正俊 中央区緑ヶ丘2-28-3内、小、消、循 無

122原田クリニック 原田　克也
中央区淵野辺3-11-17　エ
-ワンビル

耳、アレルギー 無

123原当麻クリニック 浜　一行 南区当麻1117-1 内、小、精 無

124原メディカルクリニック 原　英
南区相模大野4-5-17　ロビ
-ファイブ1F　P棟

外 無

125東大沼内科クリニック 髙田　信和 南区東大沼1-12-43内 無

126東林間眼科クリニック 日比野　美治
南区東林間4-9-5　野崎ビ
ル

眼 無
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127東林間整形外科 毛利　隆広 南区東林間5-1-8
整形、リウマチ、リ
ハ

無

128ひかり眼科 岡田　由美子 南区松が枝町23-3 眼 無

129平井クリニック 平井　三郎
南区相模大野3-11-5
KAJIYA第2ビル

内、外 無

130平石こどもクリニック 平石　聰 南区麻溝台4-1０-14 小、アレルギー 無

131廣神医院 廣神　和彦 南区上鶴間7-5-8 皮 無

132
フォレストクリニックオダサ
ガ内科

林　幹人
南区南台5-11-19　ﾍﾟｱﾅｰ
ﾄﾞｵﾀﾞｻｶﾞ

内、糖、循、呼内、
内分泌

無

133
医療法人社団相和会　渕
野辺総合病院

土屋　敦 中央区淵野辺3-2-8
内、消、呼、循、神内、小、
外、整、脳、泌、産婦、眼、
耳、ﾘﾊ、放、麻

無

134古淵みやけ眼科 三宅　浩二 中央区東淵野辺4-14-9眼 無

135
ﾍﾙｽ･ｻｲｴﾝｽ･ｾﾝﾀｰ相模大
野ｸﾘﾆｯｸ

小花　竜太郎
南区相模大野3-3-2　ﾎﾞｰﾉ
相模大野

内、婦 無

136星ヶ丘眼科 西岡　佳世子 中央区陽光台1-3-5 眼 無

137細田クリニック 細田　稔 南区鵜野森1-29-8 内、小 無

138前原整形外科 前原　秀夫
南区古淵2-16-1 セントラ
ル喜和2F

整形、リハ、内 無

139正木クリニック相模大野 正木　久朗 南区相模大野6-15-18内 無

140馬嶋医院 馬嶋　恒雄 南区下溝722-1 内、小、産、婦 無

141松が枝こどもクリニック 山徳　みゑ
南区松が枝町16-1０鈴木
共同店舗

小、精、心内 無

142まつの会診療室 松森　邦昭 南区相武台1-24-14脳、神内 無

143まつもと眼科 松本　美保 南区大野台1-22-16眼 無

144ミオ医院 三尾　明彦 南区相模台2-16-21
内、小、リウマチ、リ
ハ

無

145みそのハートクリニック 平松　愼右 南区御園2-1０-15 内 無

146南台眼科 樋川　豊子 南区南台6-17-18 眼 無

147南台医院 山崎　織江 南区南台5-12-3０ 形成、皮 無

148宮崎クリニック 宮崎　雄一郎 南区古淵3-18-13 内、麻酔、リハ 無

149宮本耳鼻咽喉科 宮本　紀子 南区古淵2-14-12 耳 無

150ムカエ内科 迎　修司 南区古淵3-12-3 内 無

151
もくお皮フ科・泌尿器科クリ
ニック

杢尾　泰洋 南区東林間5-6-4 泌、皮、リハ、性 無

152もみやま耳鼻咽喉科 籾山　安弘 南区相模大野5-27-1耳 無

153森井整形外科 森井　孝通 緑区橋本6-8-15
整形、リハ、リウマ
チ

無

154森下記念病院 森下　薫 南区東林間4-2-18 外、泌、眼、内 無

155谷口台医院 渋谷　悟 南区相模大野5-4-14小、内、アレルギー 無

156やぐち内科クリニック 松村　日出志
南区上鶴間本町1-38-30
小林ビル

内、小 無

157矢島医院 矢島　晴美 緑区橋本6-32-10 小、内 無

158
医療法人社団廣淳会　矢
田内科小児科医院

矢田　廣章 緑区橋本2-3-6　吉美ビル 内、小、放 無
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No. 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

159山内クリニック 山内　浩 南区相武台1-17-7 内、アレルギー、皮 無

160山崎こどもクリニック 山崎　徹夫 南区相模大野6-2-1 小 無

161山田泌尿器科クリニック 山田　哲夫
南区古淵1-6-1０　プレミ-
ル古淵

泌 無

162やまとく整形外科 山徳　義郎 南区南台5-3-1 整形、リハ 無

163やまもとクリニック 山本　晴章 南区東林間5-13-8 内 無

164油井クリニック 神原　亜紀子 南区豊町16-5 内、小、呼、アレ 無

165ゆたかクリニック 村岡　英雄
南区相模大野3-1-7　エピ
カ京屋ビル

心内、精、神 無

166
医療法人社団　弓田眼科
医院

弓田　彰 南区相模大野5-27-38眼 無

167
陽光台　小林こどもクリ
ニック

小林　信一 中央区陽光台3-18-12小、小皮、小リウ 無

168
よこやま泌尿器・内科クリ
ニック

横山　英二 南区相模大野3-13-13泌、内、性 無

169吉川整形外科 吉川　恭弘 中央区千代田6-3-22
整形、リウマチ、リ
ハ

無

170よしだ小児科 吉田　直隆 中央区横山3-16-3 小 無

171りつの本医院 立之　英世 緑区東橋本1-5-12 内、循、消、小 無

172林間こどもクリニック 熊谷　健伸 南区東林間5-8-8 小、アレルギー 無

173
ロビーファイブレディースク
リニック

佐藤　亀代司
南区相模大野4-5-5　ﾛﾋﾞｰ
ｼﾃｨ相模大野5番街5号棟

婦 無

174ロビーぷらーざクリニック 松浦　輝奇 南区相模大野4-5-17
内、小、アレル
ギー、リウマチ

無

175わたせ耳鼻咽喉科 渡瀬　文貴
南区相模大野7-6-13　アリ
スソナ-レ

耳 無

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。
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別紙(3)

１　研修の内容
開催日 内　　　容 講師・演者

院内 14名
1 院外 0名

計 14名
院内 13名

2 院外 0名
計 13名

アレルギー科　 院内 19名
3 小児科　 院外 0名

計 19名
独立行政法人産業技術総合研究所 院内 27名

4 主任研究員 院外 0名
計 27名
院内 21名

5 院外 0名
計 21名

緩和ケアエキスパート研修 がん性疼痛看護認定看護師 院内 17名
6 院外 0名

計 17名
病態総合研究部長 院内 14名

7 院外 0名
計 14名

循環器科　 院内 27名
8 院外 3名

計 30名
院内 12名

9 院外 0名
計 12名

流動研究員　 院内 23名
10 室長　 院外 0名

計 23名
院内 12名

11 院外 0名
計 12名
院内 15名

12 院外 19名
計 34名
院内 13名

13 院外 0名
計 13名

緩和ケアエキスパートの道 がん性疼痛看護認定看護師 院内 13名
14 院外 2名

計 15名
リウマチ性疾患研究部長 院内 9名

15 院外 0名
計 9名

麻酔科医長 院内 13名
16 院外 33名

計 46名
アレルギー科医長　 院内 11名

17 小児科　 院外 0名
計 11名
院内 21名

18 院外 0名
計 21名
院内 12名

19 院外 0名
計 12名

緩和ケアエキスパートの道 薬剤師 院内 9名
20 院外 0名

計 9名
室長　 院内 19名

21 院外 1名
計 20名

大鵬薬品株式会社

第３回地域連携講演会
「アレルゲンの最近の話題」

H25.6.11
（火）

H25.6.6
（木）

相模原薬学セミナー

リウマチ膠原病勉強会

H25.6.4
（火）

内科症例検討会

H25.7.11
（木） ｢鎮痛薬について｣

H25.7.17
（水）

H25.5.28
（火）

リウマチ膠原病勉強会

H25.5.28
（火）

免疫アレルギー検討会

H25.7.2
（火）

内科症例検討会

H25.7.9
（火）

症状の評価～痛みを中心に～

リウマチ膠原病勉強会

H25.5.16
（木）

第１回地域連携講演会
「実地臨床での長引く咳へのアプローチ」

H25.5.22
（水）

臨床病理検討会
「心アミロイド－シスの１例」

H25.5.1
（水）

臨床研究センター講演会
「経口免疫寛容の抗炎症メカニズムと腸内環境」

免疫アレルギー検討会

地域で働く看護職･介護職の為の救急法研修会

H25.6.25
（火）

H25.6.20
（木）

第２回地域連携講演会
「関節リウマチ･･･最近の話題」

H25.5.7
（火）

内科症例検討会

H25.5.9
（木）

H25.4.9
（火）

リウマチ膠原病勉強会

H25.6.13
（木）

H25.4.23
（火）

リウマチ膠原病勉強会

｢がんの痛み WHO方式がん性疼痛治療法につい
て｣

H25.4.23
（火）

免疫アレルギー検討会

H25.6.24
（月）

参加者数
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開催日 内　　　容 講師・演者 参加者数
神経難病ネットワーク会議 院内 0名

22 院外 30名
計 30名

神経内科　 院内 18名
23 耳鼻咽喉科　 院外 0名

計 18名
神経内科　　 院内 51名

24 循環器科　 院外 0名
計 51名

循環器科　 院内 45名
25 院外 0名

計 45名
院内 19名

26 院外 0名
計 19名

神経難病ネットワーク協議会 神経内科医長　 院内 3名
27 院外 7名

計 10名
院内 14名

28 院外 0名
計 14名

緩和ケアエキスパートへの道 心理療法士 院内 12名
29 院外 4名

計 16名
病態総合研究部長 院内 19名

30 院外 0名
計 19名

リウマチ膠原病勉強会 院内 15名
31 院外 0名

計 15名
外科 院内 36名

32 院外 0名
計 36名
院内 14名

33 院外 0名
計 14名

在宅療養に関する研修会 国立がん研究センター中央病院 院内 9名
34 緩和医療科　 院外 33名

計 42名
院内 13名

35 院外 0名
計 13名

緩和ケアエキスパートへの道 呼吸器外科　 院内 14名
36 院外 7名

計 21名
院内 12名

37 院外 0名
計 12名

リウマチ科　 院内 50名
38 院外 0名

計 50名
第１回皮膚・排泄ケア研修 院内 1名

39 院外 9名
計 10名
院内 13名

40 院外 0名
計 13名
院内 14名

41 院外 0名
計 14名

第２回皮膚・排泄ケア研修 院内 1名
42 院外 7名

計 8名
緩和ケアエキスパートの道 消化器科医師 院内 15名

43 院外 5名
計 20名

神経内科医師

H25.10.22
（火）

リウマチ膠原病勉強会

H25.10.23
（水）

H25.11.12
（火）

臨床病理検討会
「心不全を合併したパーキンソン病の１例」

H25.7.22
（水）

免疫アレルギー検討会

H25.9.12
（木）

皮膚・排泄ケア
認定看護師｢やってみよう！ストーマ装具交換｣

｢鎮痛薬の使い方・評価・副作用対策｣

皮膚・排泄ケア
認定看護師

｢消化器症状(嘔気・嘔吐・便秘・腹部膨満感)｣

｢呼吸器症状(咳・痰・呼吸困難)｣

臨床病理検討会
「成人スチル病が疑われた１例」

H25.10.8
（火）

H25.10.30
（水）

リウマチ膠原病勉強会

リウマチ膠原病勉強会

H25.11.14
（木）

H25.9.24
（火）

H25.9.25
（水）

臨床病理検討会
「乳癌骨転移の１例」

内科症例検討会

「痛みの治療の成績表を考える」

H25.11.13
（水） ｢やってみよう！ストーマ装具交換｣

H25.10.2
（水）

H25.11.5
（火）

内科症例検討会

H25.10.10
（木）

H25.9.10
（火）

H25.9.19
（木）

内科症例検討会

リウマチ膠原病勉強会

第４回地域連携講演会
「院内で起きうる薬剤起因性アナフィラキシーの原
因と対応」

H25.10.1
（火）

H25.7.23
（火）

H25.7.24
（水）

H25.9.3
（火）

H25.9.9
（水）

H25.8.28
（水）

臨床病理検討会
「急激な全身状態悪化で死亡した１例」
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開催日 内　　　容 講師・演者 参加者数
神経難病ネットワーク協議会 神経内科医長　 院内 8名

44 院外 5名
計 13名

リウマチ膠原病勉強会 院内 13名
45 院外 0名

計 13名
佐藤医院  院長 院内 12名

46 循環器内科医長　 院外 18名
計 30名

内科症例検討会 院内 13名
47 院外 0名

計 13名
心のケア研修会 臨床心理士　 院内 5名

48 院外 82名
計 87名

リウマチ膠原病勉強会 院内 13名
49 院外 0名

計 13名
緩和ケアエキスパートの道 栄養管理室長 院内 10名

50 院外 6名
計 16名

免疫アレルギー検討会 アレルギー科 院内 14名
51 小児科 院外 0名

計 14名
臨床病理検討会 循環器内科 院内 43名

52 院外 0名
計 43名

内科症例検討会 院内 15名
53 院外 0名

計 15名
緩和ケアエキスパートへの道 心理療法士 院内 9名

54 院外 5名
計 14名
院内 15名

55 院外 0名
計 15名

在宅療養に関する研修会 皮膚科医長 院内 6名
56 「疥癬を知っていますか？ －見逃してはいけない皮 院外 60名

計 66名
院内 16名

57 院外 18名
計 34名

リウマチ膠原病勉強会 院内 14名
58 院外 0名

計 14名
臨床病理検討会 循環器内科 院内 46名

59 院外 0名
計 46名

心のケア研修会 専修大学文学部心理学科 院内 5名
60 名誉教授　 院外 75名

計 80名
内科症例検討会 院内 14名

61 院外 0名
計 14名

感染対策に関する勉強会 国立病院機構東京病院院 院内 55名
62 「結核～知識のアップデート～」 統括診療部長 院外 0名

計 55名
緩和ケアエキスパートへの道 放射線科医師　 院内 10名

63 ｢放射線治療｣ 院外 5名
計 15名

神経難病ネットワーク会議 院内 0名
64 院外 24名

計 24名
院内 18名

65 院外 0名
計 18名

株式会社ツムラ

リウマチ膠原病勉強会

H26.1.23
（木）

相模原薬学セミナー

H26.1.28
（火）

H26.1.29
（水） 「意識障害・発熱を主訴に来院した高齢女性の１

例」
H26.1.30
（木）

神経内科医師

H26.2.4
（火）

H26.1.14
（火）

リウマチ膠原病勉強会

H26.1.20
（月）

H25.11.26
（火）

H25.11.26
（火）

H25.12.25
（水）

H26.1.7
（火）

H26.1.9
（木）

｢栄養管理（食欲低下に対するケア）｣
H25.12.12
（木）

H25.12.24
（火）

H25.12.4
（水）

H25.12.10
（火）

第10回桜台循環器カンファレンス

H25.11.18
（月）

H26.2.17
（月）

｢精神症状（せん妄、不眠、抑うつ）｣

H25.12.3
（火）

H26.2.7
（金）

H26.2.13
（木）

H26.2.25
（火）
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開催日 内　　　容 講師・演者 参加者数
臨床病理検討会 リウマチ科　 院内 43名

66 「原因不明だった汎血球減少症の１例」 院外 0名
計 43名

内科症例検討会 院内 19名
67 院外 0名

計 19名
リウマチ膠原病勉強会 院内 15名

68 院外 0名
計 15名

緩和ケアエキスパートへの道 ＭＳＷ　 院内 16名
69 ｢介護保険の活用、退院支援｣ 院外 2名

計 18名
神経難病ネットワーク協議会 神経内科医長 院内 5名

70 院外 5名
計 10名

免疫アレルギー検討会 研究部長　 院内 17名
71 アレルギー科　 院外 0名

呼吸器内科医長　 計 17名
リウマチ膠原病勉強会 院内 15名

72 院外 0名
計 15名
院内 1,206名

計 院外 465名
計 1,671名

H26.3.11
（火）

H26.3.13
（木）

H26.3.17
（月）

H26.3.25
（水）

H26.3.25
（火）

H26.2.26
（水）

H26.3.4
（火）
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別紙(4)

３　研修の体制

　ウ　研修指導者

研修指導者氏名 職　種 診療科 役職等 臨床経験年数 特記事項

医　師 呼吸器外科 呼吸器外科医長 24 年 教育責任者

医　師 アレルギー科 病態総合研究部長 32 年 

医　師 アレルギー科 副臨床研究センター長 39 年 

医　師 消化器内科 統括診療部長 29 年 

医　師 リウマチ科 リウマチ性疾患研究部長 30 年 

医　師 小児科 アレルギー性疾患研究部長 28 年 

医　師 産科 産科医長 36 年 

医　師 整形外科 手術部長 32 年 

医　師 循環器内科 循環器内科医長 21 年 

医　師 消化器内科 消化器内科医長 23 年 

医　師 消化器内科 消化器内科医師 23 年 

医　師 精神科 精神科医長 12 年 

医　師 神経内科 神経内科医長 35 年 

医　師 呼吸器内科 呼吸器内科医長 37 年 

医　師 アレルギー科 院長 39 年 

医　師 アレルギー科 先端技術開発研究部長 29 年 

医　師 アレルギー科 治験管理室長 34 年 

医　師 リウマチ科 リウマチ科医長 20 年 

医　師 外科 副院長 30 年 

医　師 外科 外科医長 21 年 

医　師 リウマチ科 遺伝子診断・治療研究室長 20 年 

医　師 リハビリテーション科 リハビリテーション科医長 33 年 

医　師 脳神経外科 脳神経外科医長 29 年 

医　師 耳鼻いんこう科 地域医療・情報部長 31 年 

医　師 皮膚科 皮膚科医長 26 年 

医　師 泌尿器科 泌尿器科医長 17 年 

医　師 婦人科 婦人科医長 30 年 

医　師 放射線科 放射線科医長 21 年 

医　師 放射線科 放射線科医長 19 年 

医　師 眼科 眼科医長 13 年 

医　師 アレルギー科 アレルギー科医長 15 年 

医　師 アレルギー科 アレルギー科医師 20 年 

医　師 消化器内科 消化器内科医師 13 年 

医　師 消化器内科 消化器内科医師 16 年 

医　師 リウマチ科 リウマチ科医師 15 年 
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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 リハビリテーション科 リハビリテーション科医師 11 年 

医　師 小児科 小児科医師 12 年 

医　師 整形外科 整形外科医師 22 年 

医　師 整形外科 整形外科医師 15 年 

医　師 整形外科 整形外科医師 9 年 

医　師 脳神経外科 脳神経外科医師 21 年 

医　師 アレルギー科 アレルギー科医師 12 年 

医　師 循環器内科 循環器内科医師 19 年 

医　師 放射線科 放射線科医師 12 年 

医　師 病理診断科 病理診断科医長 24 年 

医　師 病理診断科 病理診断科医師 11 年 

医　師 精神科 精神科医師 10 年 

医　師 神経内科 神経内科医師 21 年 

医　師 外科 外科医師 15 年 

医　師 外科 外科医師 15 年 

医　師 外科 外科医師 13 年 

医　師 眼科 眼科医師 12 年 

薬剤師 薬剤科長

薬剤師 副薬剤科長

薬剤師 調剤主任

薬剤師 製剤主任

薬剤師 試験検査主任

薬剤師 薬務主任

薬剤師 薬務主任

薬剤師 治験主任

診療放射線技師 診療放射線技師長

診療放射線技師 副診療放射線技師長

診療放射線技師 照射主任

診療放射線技師 ＲＩ検査主任

診療放射線技師 特殊撮影主任

診療放射線技師 撮影透視主任

診療放射線技師 撮影透視主任

臨床検査技師 臨床検査技師長

臨床検査技師 副臨床検査技師長

臨床検査技師 医化学主任

臨床検査技師 医化学主任

臨床検査技師 血液主任

臨床検査技師 血液主任

臨床検査技師 細菌血清主任
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臨床検査技師 細菌血清主任

臨床検査技師 病理主任

臨床検査技師 病理主任

栄養士 栄養管理室長

栄養士 主任栄養士

栄養士 主任栄養士

理学療法士 理学療法士長

理学療法士 運動療法主任

作業療法士 一般作業療法主任

言語聴覚士 言語聴覚士

看護師 看護部長

看護師 副看護部長

看護師 副看護部長

看護師 看護師長

看護師 看護師長

看護師 看護師長

看護師 看護師長

看護師 看護師長

看護師 看護師長

看護師 看護師長

看護師 看護師長

看護師 看護師長

看護師 看護師長

看護師 看護師長

看護師 看護師長

看護師 看護師長

看護師 看護師長

看護師 看護師長

看護師 副看護師長

看護師 副看護師長

看護師 副看護師長

看護師 副看護師長

看護師 副看護師長

看護師 副看護師長

看護師 副看護師長

看護師 副看護師長

看護師 副看護師長

看護師 副看護師長

看護師 副看護師長
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看護師 副看護師長

看護師 副看護師長

看護師 副看護師長

看護師 副看護師長

看護師 副看護師長

看護師 副看護師長

看護師 副看護師長

看護師 副看護師長

看護師 副看護師長

看護師 副看護師長

看護師 副看護師長

看護師 副看護師長

看護師 副看護師長

看護師 副看護師長

看護師 副看護師長
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