
 

（様式例第11） 

31千病青814番号 

令和元年 10月 1日 

 

 

 千葉市保健所長 殿 

 

 

住 所 千葉市中央区千葉港１番１号 

申請者 

                            氏 名 千葉市長 熊 谷  俊 人 印 

 

 

千葉市立青葉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、平成３０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 
〒260-8722 

千葉市中央区千葉港１番１号 

氏名 千葉市長 熊谷 俊人 

 （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 

〒260-8722 

千葉市中央区青葉町１２７３番地２             電話（０４３）２２７－１１３１ 

  

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 

６０床 ６床 床 床 ３１４床 ３８０床 

 

  

千葉市立青葉病院 



 

５ 施設の構造設備 

施設名 設備概要 

集中治療室 

（主な設備）除細動器、解析機能付きセントラルモニタ、重要パラメータ付多項

目モニタ、輸液ポンプ、注射筒輸液ポンプ、サーマルコイル付熱希釈心拍出量

計、ウォーターパッド特定加温システム、汎用人工呼吸器、汎用血液ガス分析装

置、汎用超音波画像診断装置、人工心肺用回路システム、多用途血液処理用装

置、電動式低圧吸引器、凝固測定用経過時間タイマ、内視鏡ビデオシステム、超

音波血流計 

病床数 ４床 

化学検査室 

（主な設備）成分採血装置、生化学自動分析装置、無菌接合装置、重量式採血装

置、ﾊﾞｲｵｸﾘｰﾝﾍﾞﾝﾁ、血球自動分析装置、純水製造装置、分光光度計、自動血球洗

浄遠心機、フローサイトメーター、血液成分分離装置、多項目自動分析装置、単

項目小型分析機、血液ガス分析装置、免疫自動分析装置、HbA1c分析装置、血液

凝固分析装置、血沈装置、尿分析装置、尿中有形成分分析装置、浸透圧装置、顕

微鏡、冷蔵庫、ふ卵器、自動輸血検査装置 

細菌検査室 

（主な設備）CO2培養装置、炭酸ガス培養器、マイクロ冷却遠心機、血液培養自

動分析装置、微生物同定感受性分析装置、トキシノメータ、安全キャビネット、

オートクレーブ、乾熱滅菌機、冷却遠心機、生物顕微鏡 

病理検査室 
（主な設備）凍結切片作成装置、自動染色装置、全自動免疫染色装置、パラフィ

ン包埋ブロック作成装置、密閉式自動固定包埋装置、顕微鏡 

病理解剖室 （主な設備）遺体冷蔵庫、解剖台、電源式解剖用のこぎり 

研究室 （主な設備）パソコン、書籍、専門雑誌 

講義室 室数 ３室（間仕切りによる）    収容定員 約１５０人 

図書室 室数 １室    蔵所数 ２，８００冊程度 

救急用又は患者

搬送用自動車 

（主な設備）救急キット、ＡＥＤ 

保有台数 １台 

医薬品情報管理室 ［専用室の場合］ 床面積 １９．４㎡ 

(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 
７１．９％ 

算定 

期間 
平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日 

地域医療支援病院 

逆紹介率 
９０．５％ 

算出 

根拠 

Ａ：紹介患者の数 ９，９８０人 

Ｂ：初診患者の数 １３，８７３人 

Ｃ：逆紹介患者の数 １２，５５４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 ８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時間使用の可否 

救急外来診察室 24.64㎡ 

（主な設備）一時的使用ペーシング

機能付除細動器、汎用心電計、重要

パラメータ付多項目モニタ、輸液ポ

ンプ、注射筒輸液ポンプ、ウォータ

ーパッド特定加温システム、汎用人

工呼吸器、汎用血液ガス分析装置、

汎用超音波画像診断装置、人工心肺

用回路システム、電動式低圧吸引

器、内視鏡ビデオ画像システム、超

音波血流計 

可 

救急外来処置室 67.35㎡ 可 

ＩＣＵ 91.31㎡ 

（主な設備）半自動除細動器、解析

機能付きセントラルモニタ、重要パ

ラメータ付多項目モニタ、輸液ポン

プ、注射筒輸液ポンプ、サーマルコ

イル付熱希釈心拍出量計、ウォータ

ーパッド特定加温システム、汎用人

工呼吸器、汎用血液ガス分析装置、

汎用超音波画像診断装置、人工心肺

用回路システム、多用途血液処理用

装置、電動式低圧吸引器、凝固測定

用経過時間タイマ、内視鏡ビデオシ

ステム、超音波血流計 

可 

ＨＣＵ 140.88㎡ 

（主な設備）半自動除細動器、解析

機能付きセントラルモニタ、重要パ

ラメータ付多項目モニタ、輸液ポン

プ、注射筒輸液ポンプ、サーマルコ

イル付熱希釈心拍出量計、ウォータ

ーパッド特定加温システム、汎用人

工呼吸器、汎用血液ガス分析装置、

汎用超音波画像診断装置、人工心肺

用回路システム、多用途血液処理用

装置、電動式低圧吸引器、凝固測定

用経過時間タイマ、内視鏡ビデオシ

ステム、超音波血流計 

可 



 

ＭＲＩ 30.3㎡ 

（主な設備）フィリップスエレクト

ロニクスジャパン：超電導磁気

(3.0T)共鳴撮影装置 Ingenia 3T 

可 

オープンＭＲＩ 23.3㎡ 
（主な設備）日立：永久型磁気共鳴

撮影装置 APERTO(0.4T) 
可 

ＣＴ 24.4㎡ 
（主な設備）東芝：全身用(64列)X線

CT装置 AquillionCXL 
可 



 

ＣＴ（救急棟） 35.90㎡ 

（主な設備）シーメンス：全身用

(128列)X線CT装置 SOMATOM 

Definition AS+、島津：診断用-FPD

型一般撮影装置 UD150L-40 

可 

Ｘ線撮影室 65.6㎡ 

（主な設備）GE：診断用-FPD型一般

撮影装置Discovery XR656、島津：診

断用-FPD型一般撮影装置 RAD Speed 

Pro 

可 

内視鏡室 47.9㎡ 

（主な設備）気管支ビデオスコー

プ、気管支ファイバービデオスコー

プ、大腸ビデオスコープ、光輝度光

源装置、内視鏡用超音波観測装置、

上部消化管汎用ビデオスコープ、十

二指腸ビデオスコープ、胸腔ビデオ

スコープ、拡大観察コントローラ

ー、高解像LCDモニター、上部消化管

汎用ビデオスコープ、多目的FPD型X

線TV装置、重要パラメータ付多項目

モニター 

可 

手術室 237.0㎡ 

（主な設備）移動式X線TV装置、回診

用X線撮影装置、手術台、除細動器、

無影灯、全身麻酔器、超音波診断装

置、高周波手術装置 、ミニCアームX

線診断装置、外科手術機器、消化器

外科手術機器、整形外科手術機器、

産婦人科手術機器、泌尿器科手術機

器 

可 



 

化学検査室 

（中央検査室） 
140.5㎡ 

（主な設備）分注希釈装置、生化学

自動分析装置、血球自動分析装置、

純水製造装置、分光光度計、血液成

分分離装置、多項目自動分析装置、

単項目小型分析機、自動輸血検査装

置、免疫感染症分析装置、血液凝固

装置、血液ガス分析装置、尿分析装

置 

可 

微生物検査室 63.5㎡ 

（主な設備）血液培養自動分析装置

(BACTEC FX)、冷却遠心機、微生物同

定感受性分析装置(マイクロスキャン

Walk Away 40 plus)、トキシノメー

タ(β-グルカン、エンドトキシン)、

安全キャビネット、生物顕微鏡 

可 

病理検査室 83.3㎡ 

（主な設備）凍結切片作成装置、自

動染色装置、全自動免疫染色装置、

パラフィン包埋ブロック作成装置、

密閉式自動包埋装置、顕微鏡 

可 

超音波 47.3㎡ 

（主な設備）フィリップス：超音波

診断装置iE33 Basic、日立アロカメ

ディカル：超音波診断装置プロサウ

ンドα7、東芝メディカルシステム

ズ：超音波診断装置 Xario XG、フィ

リップス：Affiniti70G 

可 

脳波・筋電図室 16.6㎡ 
（主な設備）脳波計 EEG 1200、誘発

筋電計 MEB 2300 
可 

心電図室 51.8㎡ 

（主な設備）日本光電：心電計ECG-

1550、フクダ電子：総合呼吸機能自

動解析システムFUDAC－７７N 

可 



 

聴力検査室 9.8㎡ 
（主な設備）リオン：聴力検査シス

テム（オージオメーター） 
可 

血管撮影室 81.4㎡ 

（主な設備）フィリップス：FPD型

（2方向）心臓血管撮影装置 Allura 

Clarity FD10/10、東芝メディカルシ

ステムズ：FPD型頭腹部血管撮影装置

XTP-8100G/CAS-830A 

可 

Ｘ線ＴＶ室 66.8㎡ 

（主な設備）東芝：多目的FPD型X線

TV装置KXO-80XM/DBX-6000A、島津製

作所：多目的FPD型X線TV装置

SONIALVISION G4 JBCJ 

可 

 

 

 

 

 

４ 備考 

救急病院の認定及び告示（平成３０年５月１日 千葉県告示第２０９号） 

(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 

４，９６６人 

（２，１７９人） 

上記以外の救急患者の数 
１，７８４人 

（６５１人） 

合計 
６，７５０人 

（２，８３０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 

共同利用を行った医療機関の延べ数 １７医療機関 

 

開設者と直接関係のない医療機関の延べ数 １７医療機関 

 

共同利用に係る病床利用率 ０％ （平成２９年度 病床の共同利用実績なし） 

(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 

・共同利用に係る病床（８床） 

・コンピュータ断層撮影装置（ＣＴ） 

・磁気共鳴コンピュータ断層撮影装置（ＭＲＩ） 

・脳波測定器 

・骨密度測定装置 

・核医学検査装置（ＲＩ） 

・内視鏡装置（上部・下部） 

・超音波装置 

・血管造影検査装置 

・体外衝撃波結石破砕装置（ＥＳＭＬ） 

・栄養指導・糖尿病教室 

・ホールあおばＡ・Ｂ・Ｃ（講義室） 

・会議室 

・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：菅原 薫 

                 職 種：地域連携室副室長 

(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 ８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 

・在宅医療コーディネーター研修会（ケアマネージャー対象） 年６回 

・地域連携講演会～漢方処方セミナー～           年１回 

・千葉市医療連携カンファレンス              年２回 

・在宅医療連携カンファレンス               年１回 

・千葉市地域連携懇話会                  年２回 

・医薬品の適正使用の推進                 年２回 

 

 

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 ７２４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 

 

職  種 診療科 役 職 等 臨床経験数 特 記 事 項 

医師 内科 院長 ３７年  

医師 泌尿器科 副院長 ３９年  

医師 血液内科 診療局長 ３１年  

医師 整形外科 診療局長 ３１年  

医師 外科 医療安全室長 ３４年  

医師 循環器内科 地域連携室長兼
循環器内科部長 ３３年  

医師 内科 内科統括部長 ３４年  

医師 呼吸器内科 呼吸器内科 
統括部長 ３２年  



 

医師 消化器内科 消化器内科 
統括部長 ２７年  

医師 外科 外科統括部長 ３３年  

医師 消化器外科 消化器外科 
統括部長 ２５年  

医師 整形外科 整形外科 
統括部長 ３１年  

医師 小児科 小児科 
統括部長 ３０年  

医師 小児科 小児科部長 ３３年  

医師 歯科 歯科統括部長 ３３年  

医師 救急科 救急科統括部長 ２０年  

医師 麻酔科 麻酔科統括部長 ２９年  

医師 産婦人科 婦人科 
統括部長 ３７年  

医師 産婦人科 産科 
統括部長 ３２年  

医師 皮膚科 医長 １０年  

医師 病理科 病理科統括部長 ３８年  

医師 眼科 眼科統括部長 ２１年  

医師 耳鼻咽喉科 主任医長 １３年  

医師 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 ﾘﾊﾋ゙ ﾘﾃー ｼｮﾝ科統括部長 ３５年  

医師 精神科 精神科統括部長 ２１年  

医師 児童精神科 児童精神科 
統括部長 ２９年  

看護師 看護部 副看護部長 ３７年 教育責任者 

看護師 がん化学療法 
認定看護師 看護師長 ２７年  

看護師 感染管理 
認定看護師 主任看護師 ２２年  

看護師 集中ケア 
認定看護師 看護師 １６年  

看護師 集中ケア 
認定看護師 看護師 ２０年  

看護師 救急看護 
認定看護師 主任看護師 １８年  

看護師 精神看護 
認定看護師 看護師 ２１年  

看護師 糖尿病看護 
認定看護師 看護師 ２０年  

看護師 認知症看護 
認定看護師 主任看護師 ３４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 

ホールあおば １４２．７㎡ （主な設備）放送設備、スクリーン、 
プロジェクター 

会議室 １１．７㎡ （主な設備） 

図書室 ４５．２㎡ （主な設備） 

 ㎡ （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 地域連携室長 

管理担当者氏名 地域連携室（副室長） 

 

  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 

情 報管 理
室 
※電子カ

ルテで保

管 

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 地 域連 携
室 病院の管理及び運営に関する諸記録 

救急医療の提供の実績 
事務局医

事室 
 

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 

地域連携

室 
 

閲覧実績 
地域連携

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 

地域連携

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 地域連携室長 

閲覧担当者氏名 地域連携室副室長 

閲覧の求めに応じる場所 地域連携室 

閲覧の手続の概要 

閲覧の手続の概要 

 「病院の管理及び運営に関する諸記録」の閲覧は、希望者自らが地域連携室担当に閲覧申請書を

提出する。 

 地域連携室担当は、院内決裁（院長）により承認・不承認の如何を問わず結果を申請者に対し通

知する。 

 閲覧の開始に当たっては、地域連携室担当者が申請者と閲覧日時を調整し、申請者に来院してい

ただき地域連携室にて閲覧を実施する。 

閲覧は、月曜日から金曜日の９時から１６時とし、原則として土・日曜日及び祝祭日、年末・年始

等の病院の休診日を除くものとする。 

  

 

前年度の総閲覧件数 ０件 

閲 覧 者 別 

医師 件 

歯科医師 件 

地方公共団体 件 

その他 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 

 

平成年３０第１回地域医療支援委員会 

１. 地域医療支援病院としての役割を果たす要件について 

・紹介率・逆紹介率・救急受け入れ実績 

・研修開催実績 

・相談実績    等 

 

平成３０第２回地域医療支援委員会 

１. 地域医療支援病院としての役割を果たす要件について 

・紹介率・逆紹介率・救急受け入れ実績 

・研修開催実績 

・相談実績    等 

２. 当院の訪問指導の報告 

 



 

（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（地域連携室） 

主として患者相談を行った者 

（複数回答可） 

社会福祉士・看護師 

 

患者相談件数 

 

５３，５３３件 

  

患者相談の概要 

 

入院患者 外来患者 その他 合計 

１，８８９人 ５１０人 ３，６０６人 ６，００５人 

 

患者相談は、退院支援の総相談件数が６０％を超えている。そのうち、転院・施設入所が 

４０％となっている。 

以前に比べ入院・外来患者以外の問い合わせや相談が増えている。その内容としては、受診

方法の問い合わせや緊急受診・入院相談などが増えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(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 

  日本医療機能評価機構 平成２９年１月４日（３ｒｄＧ：Ｖｅｒ１．０） 

 

(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 

(1)青葉病院ホームページによる情報発信 

(2)地域（市民）向け広報誌「あおば」による情報発信 年２回 

(3)地域連広報誌「もえぎ」の発行          年１８回 

(4)年報「あおば」の発行              年１回 

 

 

３  退院調整部門 

① 退院調整部門の有無 有・無 

 ・退院調整部門の概要 

地域連携室は、病診連携・退院支援を行う部門であり、地域連携室長(医師)1名・副室長・看護

師2名・社会福祉士3名・非常勤職員で運営している。 

入退院支援加算１を算定し、早期からの退院支援を行っている。地域連携パス(脳卒中・大腿骨)を

運用し、回復期リハビリテーション病院への転院も進めている。 

 

 

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 

・策定した地域連携クリティカルパスの種類・内容 

 千葉県共用脳卒中地域連携パス  １３件 

 千葉大腿骨頸部骨折地域連携パス ８２件 

 ・地域連携クリティカルパスを普及させるための取組み 

地域連携機関同士による会議を定期的に開催し、医療機関情報や患者情報、各種の課題等について

情報交換を行い、他職種による連携を深めることとしている。また、連携医療機関を増やすために

診療所訪問を行っている。 

 

 



千葉市立青葉病院共同利用規程 

 

 

（目的） 

第１条 本規程は、千葉市立青葉病院（以下、「病院」という。）の施設及び医療機器等を、千葉県千葉

保健医療圏の医師、歯科医師、看護師、薬剤師、その他医療従事者が円滑か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 本規程の共同利用の供する施設等は、下記に定める範囲とする。ただし、本規程に定めのない

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) 共同利用のための病床（８床） 

(2) 共同利用対象機器・装置 

コンピューター断層撮影装置、磁気共鳴コンピューター断層撮影装置、脳波測定器、骨密度測

定装置、核医学検査装置、内視鏡装置（上部・下部）、超音波装置、血管造影検査装置、対外衝

撃波結石破砕装置、栄養指導・糖尿病教室、 

(3) 共同利用対象施設 

ホールあおば、会議室、図書室、 

（共同施設利用者） 

第３条 本規程に定める病床、機器・装置、施設等の共同利用を希望する者は、病院長に申請を行わな

ければならない。 

２ 共同施設利用者は、千葉県千葉保健医療圏及び病院長が認めるその他の医療圏の医師、歯科医師、

看護師、薬剤師、その他医療従事者とする。 

（共同利用の受付） 

第４条 本規程に定める病床、機器・装置、設置等の共同利用に関する申請については、地域連携室を

窓口とし、院内外の関係部署との連絡及び調整も地域連携室が担当する。 

（利用者の義務） 

第５条 本規約に定める病床、機器・装置、設置等の共同利用する者は、病院の諸規程を遵守しなけれ

ばならない。 

（個人情報） 

第６条 本規程に定める病床、機器・装置、施設等の共同利用する者は、共同利用時に知り得た個人情

報を正当な理由なく、第三者へ開示又は漏洩してはならない。 

（事務局） 

第７条 本規程の運用に関する事務局は地域連携室とし、地域連携室長が統括する。 

（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、千葉市立青葉病院管理者会議において    

協議し、決定するものとする。 

 

附  則  この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

 



千葉市立青葉病院共同利用病床運営規程 

 

 

（目的） 

第１条 この規程は、千葉市立青葉病院共同利用規程第２条に定める千葉市立青葉病院（以下、「病院」

という。）が有する共同利用病床の運営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し込みがあれば最大８床まで受け入れる。 

（入院申込） 

第３条 登録医療機関の医師が共同利用病床の利用を希望するときは、共同利用病床利用申込書に必要

事項を記載し、診療情報提供書とともに地域連携室に申し込む。 

２ 地域連携室は、申込書に基づき当該診療科と協議を行い、病院主治医を決定し、その旨を申込者に

通知する。 

（緊急人院） 

第４条 登録医療機関の医師が、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、日

当直医師に直接連絡をとり、協議のうえ、入院を決定する。 

（診療・退院） 

第５条 共同利用病床への入院及び入院中の治療方針は、病院主治医と登録医療機関医師を含めた協議

により決定する。 

２ 入院患者の直接の診療行為は病院主治医が行い、その責任を負う。 

３ 登録医療機関の医師は、患者同意のもと、病院の各診療科責任者若しくは主治医とともに紹介患者

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、当院主治医と登録医療機関医師を含めた協議により決定する。 

５ その他入退院に関する運用については、病院の諸規定に準ずる。 

（運営に関する協議） 

第６条 この規程に定めるもののほか、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、千葉市立青葉病院病床運営委員会で行う。 

 

附  則  

この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 



千葉市立青葉病院図書室共同利用規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、千葉市立青葉病院の図書室の共同利用について必要な事項を定める。 

（利用者） 

第２条 共同利用に関する者については、千葉市青葉病院図書室利用要領第３条第２項のうち、「院長

の承認を得るもの」にあたるものとする。 

（利用方法） 

第３条 共同利用を行おうとする者は、地域連携室にて利用申請を行わなければならない。 

２ 共同利用に関する者は閲覧のみとし、貸出は行わないこととする。 

３ 必要な資料については、図書室内の複写機を用いて複写することができる。 

（補則） 

第４条 この規程に定めるもののほか、図書室の共同利用に関し必要な事項は、院長が別に定める。 

 

附  則  

この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 



千葉市立青葉病院図書室利用要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は、千葉市立青葉病院（以下、「病院」という。）所蔵の図書及び資料（以下、「図書

室資料」という。）の利用について、必要な事項を定めるものとする。 

（利用時間） 

第２条 図書室は、年間を通じていつでも利用できるものとする。ただし、院長が必要と認めたときは、

図書室の利用を制限することができる。 

（利用者） 

第３条 図書室を利用できる者は、病院に勤務する常勤職員・非常勤職員および各種研修者とする。 

２ 前項に規定する者以外の利用については、院長の承認を得るものとする。 

（図書室資料の貸出） 

第４条 図書室資料の貸出しを受け、図書室外で利用しようとするときは、次に揚げる事項によらなけ

ればならない。 

（１）図書室資料貸出簿（様式１号）に所定の事項を記入しなければならない。 

（２）同時に貸出しを受けられる図書資料は一人３冊までとする。 

（３）図書室資料の貸出し期間は、原則１か月以内とする。ただし、院長の承認を得て利用する者にあ

っては、３週間以内とする。 

（４）院長が必要と認めたときは、貸出し期間中であっても図書室資料の返却を命ずることができる。 

（５）貸出期間経過後、引き続き貸出しを受ける時は、いったん返却し、改めて所定の手続きを受けな

ければならない。ただし、他に借用希望者があるときは、その者を優先させる。 

（転貸の禁止） 

第５条 貸出中の図書室資料は、いかなる場合でも転貸してはならない。 

（返却） 

第６条 貸出期間の満了あるいは第 3条に規定された者がその身分を失ったときは、直ちに返却しなけ

ればならない。 

（弁償） 

第７条 利用者が、図書室資料及び設備器具等を亡失し、汚損し、又は破損したときは、現品又は相当

の対価をもって弁償しなければならない。 

（補則） 

第８条 この要領に定めるもののほか、図書室の利用に関し必要な事項は、院長が別に定める。 

 

附  則  

この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 



（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 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 勤務の時間 備考

1 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 内分泌代謝

2 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 整形外科

3 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 泌尿器科

4 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 血液内科

5 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 消化器内科

6 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 総合診療内科

7 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 循環器内科

8 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 循環器内科

9 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 循環器内科

10 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 循環器内科

11 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 循環器内科

12 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 呼吸器内科

13 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 呼吸器内科

14 医師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制　部分休業） 日当直あり 呼吸器内科

15 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 神経内科

16 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 神経内科

17 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 消化器内科

18 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 消化器内科

19 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 消化器内科

20 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 消化器内科

21 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 消化器内科

22 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 血液内科

23 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 血液内科

24 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 血液内科

25 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 血液内科

26 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり リウマチ科

27 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり リウマチ科

28 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 糖尿病・代謝・内分泌内科

29 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 糖尿病・代謝・内分泌内科

30 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 糖尿病・代謝・内分泌内科

31 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 外科

32 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 外科

33 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 外科

34 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 外科

35 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 消化器外科

勤務の態様
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36 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 泌尿器科

37 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 泌尿器科

38 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 泌尿器科

39 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 小児科

40 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 小児科

41 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 歯科

42 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 整形外科

43 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 整形外科

44 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 整形外科

45 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 整形外科

46 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 整形外科

47 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 整形外科

48 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 整形外科

49 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 整形外科

50 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 整形外科

51 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 整形外科

52 医師 常勤 専従 8:30～17:15 日当直あり 救急科

53 医師 常勤 専従 8:30～17:15 日当直あり 救急科

54 医師 常勤 専従 8:30～17:15 日当直あり 救急科

55 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 麻酔科

56 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 麻酔科

57 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 麻酔科

58 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 麻酔科

59 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 産婦人科

60 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 産婦人科

61 医師 常勤 非専従 8:30～17:15（部分休業） 日当直あり 産婦人科

62 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 産婦人科

63 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 産婦人科

64 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 皮膚科

65 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 皮膚科

66 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 病理科

67 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 眼科

68 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 耳鼻咽喉科

69 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 耳鼻咽喉科

70 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直なし リハビリ科
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71 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直なし リハビリ科

72 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直なし 精神科

73 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直なし 精神科

74 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直なし 精神科

75 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直なし 児童精神科

76 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直なし 児童精神科

77 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直なし 児童精神科

78 医師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直なし 検査科

79 医師 非常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 研修医

80 医師 非常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 研修医

81 医師 非常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 研修医

82 医師 非常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 研修医

83 医師 非常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 研修医

84 医師 非常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 研修医

85 医師 非常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 研修医

86 医師 非常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 研修医

87 医師 非常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 研修医

88 医師 非常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 研修医

89 医師 非常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 研修医

90 医師 非常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 研修医

91 医師 非常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 研修医

92 医師 非常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 研修医

93 医師 非常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 研修医

94 医師 非常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 研修医

95 医師 非常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 研修医

96 医師 非常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 研修医

97 看護師 常勤 非専従 8:30～17:00 日当直なし 看護部

98 看護師 常勤 非専従 8:30～17:00 日当直なし 看護部

99 看護師 常勤 非専従 8:30～17:00 日当直なし 看護部

100 看護師 常勤 非専従 8:30～17:00 日当直なし 看護部

101 看護師 常勤 非専従 8:30～17:00 日当直なし 看護部

102 看護師 常勤 非専従 8:30～17:00 日当直なし 看護部

103 看護師 常勤 非専従 8:30～17:00 日当直なし 看護部

104 看護師 常勤 非専従 8:30～17:00 日当直あり 内科　血液

105 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制　部分休業） 日当直なし 内科　血液
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106 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 内科　血液

107 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 内科　血液

108 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 内科　血液

109 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 内科　血液

110 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 内科　血液

111 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 内科　血液

112 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 内科　血液

113 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 内科　血液

114 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 内科　血液

115 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 内科　血液

116 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 内科　血液

117 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 内科　血液

118 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 内科　血液

119 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 内科　血液

120 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 内科　血液

121 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 内科　血液

122 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 内科　血液

123 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 内科　血液

124 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 内科　血液

125 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 内科　血液

126 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 内科　血液

127 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 内科　血液

128 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 内科　血液

129 看護師 常勤 非専従 8:30～17:00 日当直あり 内科　緩和ケア

130 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 内科　緩和ケア

131 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 内科　緩和ケア

132 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 内科　緩和ケア

133 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 内科　緩和ケア

134 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 内科　緩和ケア

135 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 内科　緩和ケア

136 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 内科　緩和ケア

137 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 内科　緩和ケア

138 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 内科　緩和ケア

139 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 内科　緩和ケア

140 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 内科　緩和ケア
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141 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 内科　緩和ケア

142 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 内科　緩和ケア

143 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 内科　緩和ケア

144 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 内科　緩和ケア

145 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 内科　緩和ケア

146 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 内科　緩和ケア

147 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 内科　緩和ケア

148 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 内科　緩和ケア

149 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 内科　緩和ケア

150 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 内科　緩和ケア

151 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 内科　緩和ケア

152 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 内科　緩和ケア

153 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 内科　緩和ケア

154 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 内科　緩和ケア

155 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 内科　緩和ケア

156 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 内科　緩和ケア

157 看護師 常勤 非専従 8:30～17:00 日当直あり 整形外科　内科

158 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 整形外科　内科

159 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 整形外科　内科

160 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 整形外科　内科

161 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 整形外科　内科

162 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 整形外科　内科

163 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 整形外科　内科

164 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制　部分休業） 日当直なし 整形外科　内科

165 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 整形外科　内科

166 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 整形外科　内科

167 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制　深夜免除） 日当直なし 整形外科　内科

168 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 整形外科　内科

169 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 整形外科　内科

170 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 整形外科　内科

171 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 整形外科　内科

172 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 整形外科　内科

173 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 整形外科　内科

174 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 整形外科　内科

175 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 整形外科　内科
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176 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 整形外科　内科

177 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 整形外科　内科

178 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 整形外科　内科

179 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 整形外科　内科

180 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 整形外科　内科

181 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 整形外科　内科

182 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 整形外科　内科

183 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 整形外科　内科

184 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 整形外科　内科

185 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 整形外科　内科

186 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 整形外科　内科

187 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 整形外科　内科

188 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 整形外科　内科

189 助産師 常勤 非専従 8:30～17:00 日当直あり 産婦人科　内科

190 助産師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 産婦人科　内科

191 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 産婦人科　内科

192 助産師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 産婦人科　内科

193 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 産婦人科　内科

194 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 産婦人科　内科

195 助産師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 産婦人科　内科

196 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制　部分休業） 日当直なし 産婦人科　内科

197 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 産婦人科　内科

198 助産師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 産婦人科　内科

199 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 産婦人科　内科

200 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 産婦人科　内科

201 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制　部分休業） 日当直なし 産婦人科　内科

202 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 産婦人科　内科

203 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 産婦人科　内科

204 助産師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 産婦人科　内科

205 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 産婦人科　内科

206 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 産婦人科　内科

207 助産師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 産婦人科　内科

208 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 産婦人科　内科

209 助産師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 産婦人科　内科

210 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 産婦人科　内科
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211 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 産婦人科　内科

212 助産師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 産婦人科　内科

213 助産師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 産婦人科　内科

214 看護師 常勤 非専従 8:30～17:00 日当直あり 外科

215 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 外科

216 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 外科

217 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 外科

218 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 外科

219 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 外科

220 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制　部分休業） 日当直なし 外科

221 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制　深夜免除） 日当直なし 外科

222 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 外科

223 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 外科

224 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 外科

225 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 外科

226 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 外科

227 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 外科

228 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 外科

229 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 外科

230 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 外科

231 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 外科

232 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 外科

233 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 外科

234 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 外科

235 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 外科

236 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 外科

237 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 外科

238 看護師 常勤 非専従 8:30～17:00 日当直あり 混合病棟

239 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 混合病棟

240 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制　部分休業） 日当直なし 混合病棟

241 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 混合病棟

242 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 混合病棟

243 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 混合病棟

244 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 混合病棟

245 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 混合病棟
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246 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 混合病棟

247 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 混合病棟

248 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 混合病棟

249 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 混合病棟

250 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制　部分休業） 日当直なし 混合病棟

251 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 混合病棟

252 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 混合病棟

253 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 混合病棟

254 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 混合病棟

255 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 混合病棟

256 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 混合病棟

257 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 混合病棟

258 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 混合病棟

259 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 混合病棟

260 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 混合病棟

261 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 混合病棟

262 看護師 常勤 非専従 8:30～17:00 日当直あり 小児科　内科

263 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 小児科　内科

264 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 小児科　内科

265 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制　部分休業） 日当直なし 小児科　内科

266 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 小児科　内科

267 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制　部分休業） 日当直なし 小児科　内科

268 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制　深夜免除） 日当直なし 小児科　内科

269 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 小児科　内科

270 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 小児科　内科

271 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 小児科　内科

272 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 小児科　内科

273 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 小児科　内科

274 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 小児科　内科

275 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 小児科　内科

276 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 小児科　内科

277 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 小児科　内科

278 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 小児科　内科

279 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 小児科　内科

280 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 小児科　内科
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281 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 小児科　内科

282 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 小児科　内科

283 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 小児科　内科

284 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 小児科　内科

285 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 小児科　内科

286 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 小児科　内科

287 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 小児科　内科

288 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 小児科　内科

289 看護師 常勤 非専従 8:30～17:00 日当直あり 児童精神科

290 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 児童精神科

291 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 児童精神科

292 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 児童精神科

293 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 児童精神科

294 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 児童精神科

295 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 児童精神科

296 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 児童精神科

297 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 児童精神科

298 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 児童精神科

299 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 児童精神科

300 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 児童精神科

301 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 児童精神科

302 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 児童精神科

303 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 児童精神科

304 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 児童精神科

305 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 成人精神科

306 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 成人精神科

307 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制　部分休業） 日当直なし 成人精神科

308 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 成人精神科

309 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 成人精神科

310 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 成人精神科

311 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 成人精神科

312 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 成人精神科

313 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 成人精神科

314 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 成人精神科

315 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 成人精神科
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316 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 成人精神科

317 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 成人精神科

318 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 成人精神科

319 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 成人精神科

320 看護師 常勤 専従 8:30～17:00 日当直あり ＩＣＵ・ＨＣＵ

321 看護師 常勤 専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし ＩＣＵ・ＨＣＵ

322 看護師 常勤 専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし ＩＣＵ・ＨＣＵ

323 看護師 常勤 専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし ＩＣＵ・ＨＣＵ

324 看護師 常勤 専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし ＩＣＵ・ＨＣＵ

325 看護師 常勤 専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし ＩＣＵ・ＨＣＵ

326 看護師 常勤 専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし ＩＣＵ・ＨＣＵ

327 看護師 常勤 専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし ＩＣＵ・ＨＣＵ

328 看護師 常勤 専従 8:30～翌9:00（交代制　部分休業） 日当直なし ＩＣＵ・ＨＣＵ

329 看護師 常勤 専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし ＩＣＵ・ＨＣＵ

330 看護師 常勤 専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし ＩＣＵ・ＨＣＵ

331 看護師 常勤 専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし ＩＣＵ・ＨＣＵ

332 看護師 常勤 専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし ＩＣＵ・ＨＣＵ

333 看護師 常勤 専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし ＩＣＵ・ＨＣＵ

334 看護師 常勤 専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし ＩＣＵ・ＨＣＵ

335 看護師 常勤 専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし ＩＣＵ・ＨＣＵ

336 看護師 常勤 専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし ＩＣＵ・ＨＣＵ

337 看護師 常勤 専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし ＩＣＵ・ＨＣＵ

338 看護師 常勤 専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし ＩＣＵ・ＨＣＵ

339 看護師 常勤 専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし ＩＣＵ・ＨＣＵ

340 看護師 常勤 専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし ＩＣＵ・ＨＣＵ

341 看護師 常勤 専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし ＩＣＵ・ＨＣＵ

342 看護師 常勤 専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし ＩＣＵ・ＨＣＵ

343 看護師 常勤 専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし ＩＣＵ・ＨＣＵ

344 看護師 常勤 専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし ＩＣＵ・ＨＣＵ

345 看護師 常勤 専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし ＩＣＵ・ＨＣＵ

346 看護師 常勤 専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし ＩＣＵ・ＨＣＵ

347 看護師 常勤 専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし ＩＣＵ・ＨＣＵ

348 看護師 常勤 専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし ＩＣＵ・ＨＣＵ

349 看護師 常勤 専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし ＩＣＵ・ＨＣＵ

350 看護師 常勤 専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし ＩＣＵ・ＨＣＵ
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351 助産師 常勤 専従 8:30～17:00 日当直あり 救急外来

352 看護師 常勤 専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 救急外来

353 看護師 常勤 専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 救急外来

354 看護師 常勤 専従 8:30～翌9:00（交代制　部分休業） 日当直なし 救急外来

355 看護師 常勤 専従 8:30～翌9:00（交代制　部分休業） 日当直なし 救急外来

356 看護師 常勤 専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 救急外来

357 看護師 常勤 専従 8:30～翌9:00（交代制　部分休業） 日当直なし 救急外来

358 看護師 常勤 専従 8:30～翌9:00（交代制　部分休業） 日当直なし 救急外来

359 看護師 常勤 専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 救急外来

360 看護師 常勤 専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 救急外来

361 看護師 常勤 専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 救急外来

362 看護師 常勤 専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 救急外来

363 看護師 常勤 専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 救急外来

364 看護師 常勤 専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 救急外来

365 看護師 常勤 専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 救急外来

366 看護師 常勤 専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 救急外来

367 看護師 常勤 専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 救急外来

368 看護師 常勤 専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 救急外来

369 看護師 常勤 専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 救急外来

370 看護師 常勤 専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 救急外来

371 看護師 常勤 専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 救急外来

372 看護師 常勤 専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 救急外来

373 看護師 常勤 非専従 8:30～17:00 日当直あり 手術室

374 看護師 常勤 非専従 8:30～17:00 日当直なし 手術室

375 看護師 常勤 非専従 8:30～17:00（深夜免除） 日当直なし 手術室

376 看護師 常勤 非専従 8:30～17:00 日当直なし 手術室

377 看護師 常勤 非専従 8:30～17:00 日当直なし 手術室

378 看護師 常勤 非専従 8:30～17:00 日当直なし 手術室

379 看護師 常勤 非専従 8:30～17:00 日当直なし 手術室

380 看護師 常勤 非専従 8:30～17:00 日当直なし 手術室

381 看護師 常勤 非専従 8:30～17:00 日当直なし 手術室

382 看護師 常勤 非専従 8:30～17:00 日当直なし 手術室

383 看護師 常勤 非専従 8:30～17:00 日当直なし 手術室

384 看護師 常勤 非専従 8:30～17:00 日当直なし 手術室

385 看護師 常勤 非専従 8:30～17:00 日当直なし 手術室
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386 看護師 常勤 非専従 8:30～17:00 日当直なし 手術室

387 看護師 常勤 非専従 8:30～17:00 日当直なし 手術室

388 看護師 常勤 非専従 8:30～17:00 日当直なし 手術室

389 看護師 常勤 非専従 8:30～17:00 日当直なし 手術室

390 看護師 常勤 非専従 8:30～17:00 日当直なし 手術室

391 看護師 常勤 非専従 8:30～17:00 日当直なし 手術室

392 看護師 常勤 非専従 8:30～17:00 日当直なし 手術室

393 看護師 常勤 非専従 8:30～17:00 日当直あり 外来

394 看護師 常勤 非専従 8:30～17:00 日当直なし 外来

395 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制　部分休業　深夜免除） 日当直なし 外来

396 看護師 常勤 非専従 8:30～17:00 日当直なし 外来

397 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制　部分休業） 日当直なし 外来

398 看護師 常勤 非専従 8:30～17:00 日当直なし 外来

399 看護師 常勤 非専従 8:30～17:00 日当直なし 外来

400 看護師 常勤 非専従 8:30～17:00 日当直なし 外来

401 看護師 常勤 非専従 8:30～17:00 日当直なし 外来

402 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制　部分休業） 日当直なし 外来

403 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制　部分休業） 日当直なし 外来

404 看護師 常勤 非専従 8:30～17:00 日当直なし 外来

405 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制　部分休業　深夜免除） 日当直なし 外来

406 看護師 常勤 非専従 8:30～17:00 日当直なし 外来

407 看護師 常勤 非専従 8:30～17:00 日当直なし 外来

408 看護師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制　部分休業　深夜免除） 日当直なし 外来

409 看護師 常勤 非専従 8:30～17:00 日当直なし 外来

410 看護師 常勤 非専従 8:30～17:00（深夜免除） 日当直なし 外来

411 看護師 常勤 非専従 8:30～17:00（深夜免除） 日当直なし 外来

412 看護師 常勤 非専従 8:30～17:00 日当直なし 外来

413 看護師 常勤 非専従 8:30～17:00 日当直なし 外来

414 看護師 常勤 非専従 8:30～17:00 日当直なし 外来

415 看護師 常勤 非専従 8:30～17:00 日当直なし 外来

416 診療放射線技師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直なし 放射線科

417 診療放射線技師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 放射線科

418 診療放射線技師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 放射線科

419 診療放射線技師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 放射線科

420 診療放射線技師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 放射線科
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421 診療放射線技師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 放射線科

422 診療放射線技師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 放射線科

423 診療放射線技師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 放射線科

424 診療放射線技師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 放射線科

425 診療放射線技師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 放射線科

426 診療放射線技師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 放射線科

427 診療放射線技師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 放射線科

428 診療放射線技師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 放射線科

429 診療放射線技師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 放射線科

430 診療放射線技師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 放射線科

431 診療放射線技師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 放射線科

432 診療放射線技師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 放射線科

433 診療放射線技師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 放射線科

434 診療放射線技師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 放射線科

435 臨床検査技師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直なし 検査科

436 臨床検査技師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 検査科

437 臨床検査技師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 検査科

438 臨床検査技師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 検査科

439 臨床検査技師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 検査科

440 臨床検査技師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 検査科

441 臨床検査技師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 検査科

442 臨床検査技師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制　部分休業） 日当直なし 検査科

443 臨床検査技師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 検査科

444 臨床検査技師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 検査科

445 臨床検査技師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 検査科

446 臨床検査技師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 検査科

447 臨床検査技師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 検査科

448 臨床検査技師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 検査科

449 臨床検査技師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 検査科

450 臨床検査技師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 検査科

451 臨床検査技師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 検査科

452 臨床検査技師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 検査科

453 臨床検査技師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 検査科

454 臨床検査技師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 検査科

455 臨床検査技師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 検査科
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456 臨床検査技師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 検査科

457 臨床検査技師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 検査科

458 臨床検査技師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 検査科

459 臨床検査技師 常勤 非専従 8:30～翌9:00（交代制） 日当直なし 検査科

460 臨床工学技師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直なし 臨床工学科

461 臨床工学技師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直なし 臨床工学科

462 臨床工学技師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直なし 臨床工学科

463 臨床工学技師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直なし 臨床工学科

464 臨床工学技師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直なし 臨床工学科

465 臨床工学技師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直なし 臨床工学科

466 薬剤師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直なし 薬剤部

467 薬剤師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直なし 薬剤部

468 薬剤師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 薬剤部

469 薬剤師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 薬剤部

470 薬剤師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直なし 薬剤部

471 薬剤師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 薬剤部

472 薬剤師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 薬剤部

473 薬剤師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 薬剤部

474 薬剤師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 薬剤部

475 薬剤師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 薬剤部

476 薬剤師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 薬剤部

477 薬剤師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 薬剤部

478 薬剤師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 薬剤部

479 薬剤師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 薬剤部

480 薬剤師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 薬剤部

481 薬剤師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 薬剤部

482 薬剤師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 薬剤部

483 薬剤師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 薬剤部

484 薬剤師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 薬剤部

485 薬剤師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 薬剤部

486 薬剤師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 薬剤部

487 薬剤師 常勤 非専従 8:30～17:15 日当直あり 薬剤部
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４　登録医療機関の名簿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 別紙２

医療機関名 開設者名 所在地 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

医療法人社団千種会　あいおいクリニック 相生　真吾
千葉市美浜区磯辺５－１０－１　パー
クシティ検見川浜西の街１階

内、循 無

医療法人社団峰明会　青木内科医院 瀨田　敏勝 千葉市中央区中央３－４－１ 内 無

青柳内科クリニック 青柳　裕
千葉市中央区千葉寺町１１９５－５ 青
葉パークプラザビル２０３

内、循、消、呼 無

医療法人社団 赤尾クリニック 赤尾　建夫 千葉市美浜区真砂３－１－７ 内、外、胃、皮、肛 無

あすみが丘内科クリニック 富山  雅樹
千葉市緑区あすみが丘３－４－６
イーストンビル１Ｆ

内、皮、ア、循、呼、消 無

あべひろき こどもクリニック 阿部　博紀 千葉市若葉区桜木３－９－２８ 小 無

医療法人社団緑生会 あらい整形外科 新井　貞男 千葉市緑区あすみが丘１－１９－７ 整、リ、リ、脳 無

医療法人社団　京葉会　池田クリニック 池田　政文 千葉市美浜区磯辺１－１９－９ 内、消 無

石橋内科小児科医院 石橋　凱夫 千葉市花見川区検見川町１－６０９ 内、小 無

医療法人社団興仁会　板谷内科クリニック 板谷　喬起
千葉市若葉区都賀３－９－１ 都賀Ｍ３
ビル１Ｆ

内 無

医療法人社団四輝会  伊藤小児科 伊藤  ルミ 千葉市美浜区磯辺６－５－３ 小、ア 無

伊東内科医院 伊東　治武
千葉市花見川区検見川町３－３１６－
３６

内、循、消 無

稲毛駅前ホームクリニック 今村　洋
千葉市稲毛区小仲台１－４－２０イオ
ン稲毛店１階

内 無

いなげ海岸クリニック 北川　学代
千葉市美浜区高洲３－１４－７ 多田屋
ビル３Ｆ

内、循、消 無

医療法人社団幸訪会 いなげファミリー内科ク
リニック

松本　弘俊
千葉市稲毛区園生町１１１１番地の１
プチモンド稲毛１－Ａ

内、消、ア、リ 無

医療法人社団悠啓会 いまにし医院 今西　定一 千葉市花見川区宮野木台３－２８－６ 胃、肛、外、放、小、内 無

伊予クリニック 伊豫　正人 千葉市若葉区小倉台６－９－１ 産、内、消、小 無

医療法人社団細川会　えりやま内科皮膚科
医院

細川  武典 千葉市中央区松波３丁目１９番８号 内、皮 無

医療法人社団恒心会 遠藤クリニック 遠藤　渓 千葉市美浜区高洲１－１５－４ 内、循、呼、糖 無

医療法人社団大樹　大賀医院 大賀　誠 千葉市中央区祐光１－１２－５ 内、小、歯 無

大木戸整形外科 佐久川　輝章 千葉市緑区大木戸町２１２－１９９ 整、リ、リ 無

医療法人社団芳友会 大久保クリニック 大久保　俊平 千葉市緑区あすみが丘７－１２－８ 内、呼、循、小、リ 無

医療法人社団博洋会　大濱医院 大濱　洋一 千葉市中央区松波１－４－１５ 小、内 無

医療法人社団オー・エフ・シー　大森ファミ
リークリニック

大森　繁成
千葉市花見川区花園１－９－１８　クリ
ニックガーデン花園１Ｆ

内、呼、ア 無

岡田医院 岡田　功 千葉市中央区松ヶ丘町４４４ 内、小 無

医療法人社団世恵会　小倉台福田医院 福田　世一 千葉市若葉区小倉町８７５－６ 内、外、整、皮、小 無

医療法人社団三敬会 忍足眼科医院 忍足　和浩 千葉市緑区誉田町１－９５９－５ 眼 無

医療法人社団匡仁会　梶田医院 梶田　匡史 千葉市若葉区みつわ台４－１７－５ 形、整、脳、内、外、皮 無

医療法人社団柏陽会 柏木産婦人科 柏木　博之 千葉市中央区白旗２－７－２ 産 無

勝又内科医院 勝又　達哉 千葉市稲毛区園生町２３６－１２ 内、消、循、呼 無

医療法人社団明康会 かない内科 金井　英夫 千葉市緑区おゆみ野３－２２－６ 内、リ 無

医療法人社団裕仁会 かまとり医院 春日井　政博 千葉市緑区おゆみ野３－８－２ 内、胃、小 無

医療法人社団武田会　かまとり武田肛門科 武田　元信 千葉市緑区おゆみ野３－３６－２ 肛、胃、内、外、麻 無

医療法人社団十誠会　川上診療所 川上　義弘 千葉市稲毛区稲毛東３－１０－８ 乳、内 無

川村クリニック 川村　勝 千葉市緑区あすみが丘１－１９－２ 内、小、胃、外、ア、肛 無

木内クリニック 木内　夏生
千葉市稲毛区穴川３－４－１　ディ　ク
オーレ２Ｆ

内、泌 無

木下婦人科医院 木下　昌 千葉市若葉区千城台西２－４－５ 婦 無
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医療法人社団望葉会  日下医院 日下　忠文 千葉市中央区東千葉１－１－１ 精、神 無

医療法人社団ティ＆ケイ　くろさきこどもクリ
ニック

黒崎　知道 千葉市稲毛区小仲台６－２３－６ 小、ア 無

小池医院 小池　靖 千葉市花見川区花園４－２－７ 内、循 無

こいで内科消化器科クリニック 小出　明範 千葉市中央区松ヶ丘町７３－３ 内、消、胃、ア 無

高圓内科医院 高圓　博文 千葉市若葉区みつわ台３－２３－９４ 内、消、小 無

医療法人社団仁正会　神津医院 神津　正明 千葉市稲毛区小仲台３－６－１ 内、胃、小、皮 無

医療法人社団純衛会　越川内科医院 大石　嘉則 千葉市中央区長洲１－２９－３　１階 内、リ、ア、糖、代、呼 無

医療法人社団九陵会　小渋医院 小澁　雄一郎 千葉市緑区あすみが丘４－３７－１１ 内、循、小、消、呼、皮 無

医療法人社団芳旭会 小関医院 小関　秀旭 千葉市若葉区桜木１－２７－１ 内、小、消 無

医療法人社団晃知会  小浜内科･外科ｸﾘﾆｯｸ 小濵  知美 千葉市中央区弁天２－２１－１０ 内、胃、外、皮、ﾘ、肛 無

小松崎耳鼻咽喉科 小松崎　晃
千葉市中央区新宿２－３－１８ パル
フェポーテ２Ｆ

耳、気、神 無

医療法人社団雄恵会　こもだクリニック 菰田　弘 千葉市緑区誉田町２－２３０７－３ 内、消、外、小、皮 無

こんだこども医院 今田　進 千葉市緑区おゆみ野中央１－２５－７ 小 無

医療法人社団柏義会　こん内科クリニック 金　潤哲
千葉市美浜区稲毛海岸５－３－１　１
階

内、消、内 無

幸町中央診療所 牧本  充生 千葉市美浜区幸町２－１２－６ 内、小、胃、循、呼、肛 無

医療法人社団修生会 さくさべ坂通り診療所 大岩　孝司 千葉市中央区椿森６－８－１１ 緩 無

ささき整形リハビリテーションクリニック 佐々木　健
千葉市美浜区高洲１－２１－１ 三基ビ
ル３階・４階

リ、整、内 無

医療法人社団健育会　さとう小児科医院 佐藤　好範
千葉市緑区おゆみ野３－２２－６ かま
とりクリニックビル４階

小、ア 無

医療法人社団仁威会　実川外科医院 斎藤　博明 千葉市中央区都町２－２９－６ 外、整、胃、内、循、呼 無

しののめ元山医院 元山　福文 千葉市緑区おゆみ野南５－１８－３ 内、皮、小、整、歯 無

医療法人社団貴祥会　耳鼻咽喉科なかのク
リニック

仲野　公一 千葉市中央区末広２－１２－１４ 耳、ア、気 無

社会福祉法人生活クラブ生活クラブ風の村園
生診療所

横倉　正明 千葉市稲毛区園生町１１０７－７ 内 無

医療法人社団しょうじ　しょうじ内科 正司　義民 千葉市若葉区桜木８－６－１７ 内、循、小 無

しょうじゅクリニック 許　正道 千葉市美浜区幸町２－１－２４ 内、腎、整 無

信愛クリニック 武藤　敦
千葉市花見川区さつきが丘２－１－１
ビューアイランドさつきが丘１０９号室

内 無

新宿外科医院 斎藤　文平 千葉市中央区新宿２－１６－１３ 外、麻、整、皮、リ 無

スラージュ内科クリニック 岩堀　本一
千葉市稲毛区長沼町３３０－５０　ワン
ズモール３Ｆ

内、リ、糖、ア 無

諏訪部産婦人科 諏訪部　博 千葉市花見川区幕張町６－９７－６ 産 無

医療法人社団弘恵会　そが内科小児科クリ
ニック

阿部　弘幸
千葉市中央区南町２－１６－５　海氣
館蘇我駅前ビル２階

内、小、循、外 無

医療法人社団青稜会　そが皮膚科 兒島　孝行
千葉市中央区南町２－１６－３ 海気館
蘇我駅前ビル１階

皮 無

高品クリニック 陳　哲明 千葉市若葉区高品町１５９２－３ 外、麻、内 無

高根産婦人科医院 高根　健 千葉市美浜区真砂４－４－１５ 産、小 無

医療法人社団緑萌会 高橋ウイメンズクリニッ
ク

髙橋　敬一
千葉市中央区新町１８－１４　千葉新
町ビル６階

婦、泌 無

医療法人社団一陽会  高部内科医院 高部　庸介 千葉市中央区都町１－４９－６ 内、小 無

武田クリニック 武田　恒弘
千葉市稲毛区小仲台２－１２－２ シオ
ンビル２　１階

内、外、呼、呼 無

田那村整形外科 田那村　宏
千葉市中央区富士見２－１６－１渡辺
ビル４・５階

整、リ、リ 無

医療法人社団至心会 田那村内科小児科医
院

田那村　彰 千葉市中央区新宿２－５－２１ 内、小 無
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田井耳鼻咽喉科･アレルギー科 田井　宜光 千葉市花見川区柏井１－３－２５－１ 耳、ア 無

田宮クリニック 田宮　敬久 千葉市緑区誉田町２丁目２４－４３３ 内、外、呼、リ 無

医療法人社団至峰会　千草台なかむらクリ
ニック

中村　貢 千葉市稲毛区千草台１－１－２８－１ 内、胃、循、呼、小、ア 無

医療法人社団榎会 千城台クリニック 光永　伸一郎 千葉市若葉区小倉町８２９ 外、内、リ、呼、循、消 無

医療法人社団恵昭会　千葉駅前クリニック 井出　圭一 千葉市中央区弁天２－１－４ 内 無

医療法人社団鎮誠会　千葉きぼーるクリニッ
ク

豊口　透 千葉市中央区中央４－５－１ 整、内、リ、リ、放、形 無

一般社団法人千葉衛生福祉協会　千葉診療
所

市来　伸廣 千葉市中央区院内１－８－１２ 内、消、循、呼、放、糖 無

医療法人社団千葉中央クリニック 坂井　雄三
千葉市中央区本千葉町１－１　日土地
千葉中央ビル３階

内、消 無

医療法人社団　千葉寺駅前整形外科 鈴木　秀明
千葉市中央区千葉寺町１１９４－３
千葉寺ビル１階１０２号室

整、リ 無

千葉内科クリニック 篠崎　啓 千葉市若葉区西都賀２－１１－１１ 内、消、循、小、ア 無

医療法人社団淳朋会都賀さいとう整形外科 渡辺　朋子 千葉市若葉区都賀３－１６－１３ 整、リ、リ、放、麻 無

医療法人社団津田会  津田胃腸科医院 津田　克彦 千葉市花見川区検見川町3-300-16 胃、内 無

露崎こどもクリニック 露崎　俊明
千葉市稲毛区黒砂４－１０－１０ 露崎
内科医院２Ｆ

小 無

医療法人社団明生会　東葉クリニック千葉 山口　康一郎 千葉市若葉区東寺山町５７２－１４ 消、胃、内 無

医療法人社団裕恵会　とおやま医院 遠山　裕一 千葉市美浜区真砂５－１１－２ 内、泌 無

内科・循環器内科やまだクリニック 山田　善重 千葉市緑区おゆみ野中央７－３４－３ 内、循 無

医療法人社団北滋会　中川産婦人科 中川　圭介 千葉市稲毛区稲毛東３－８－２０ 産 無

医療法人社団豊心会　中野内科クリニック 中野　義澄 千葉市緑区あすみが丘７－２－３ 内、神、消 無

なかむら医院 中村　眞人 千葉市若葉区みつわ台５－６－１１ 内、循、呼、胃、小、皮 無

医療法人社団　中村内科クリニック 中村　信 千葉市中央区千葉寺町３０９－２ 内、小 無

医療法人社団  中山内科クリニック 中山  隆雅
千葉市若葉区千城台北３－２１－１ ラ
パーク千城台２Ｆ

内、消、循、呼 無

医療法人社団マザー・キー　なのはなクリニッ
ク

岩﨑　秀昭 千葉市中央区亥鼻２－２－３ 産、婦、漢 無

奈良内科医院 奈良　道雄 千葉市花見川区作新台３－１－１２ 内、循、胃、呼 無

医療法人社団光静会  成田医院 成田　静子 千葉市美浜区高洲２－３－１７ 内、小、消、循、呼 無

にしちば心和クリニック 志村　宗生
千葉市稲毛区弥生町２－２１　大沼ビ
ル２階

精、神、心 無

医療法人社団　沼野胃腸科内科 沼野　真 千葉市美浜区磯辺３－２４－６ 胃、内 無

野井レディースクリニック 野井　真紀子 千葉市中央区南町２－１４－１４ 婦 無

花見川中央クリニック 志村　容生
千葉市花見川区花見川３－２９－１０
１

内、小、ア、内 無

林医院 林　聡子 千葉市稲毛区轟町１－１６－２ 内、小、ア、心 無

医療法人社団ガラテア ぴあーすクリニック ピアス洋子 千葉市稲毛区小仲台７－２０－５ 内、外、循、心 無

ひらおか内科クリニック 平岡　純 千葉市花見川区南花園１－４４－８ 内、胃、呼 無

深浦内科クリニック 深浦　麻人
千葉市美浜区真砂４－１－１０ ショッ
ピングセンターピア３Ｆ

内、呼、消 無

医療法人社団誠徳会　藤森小児科 藤森　誠 千葉市花見川区天戸町１４９９－４ 小 無

医療法人社団千秋双葉会　双葉耳鼻咽喉科 寺田　美恵
千葉市緑区おゆみ野３－２－５　Ｋ'ｓ
ステーション２０２

耳、ア 無

古川医院 古川　隆男
千葉市花見川区こてはし台１－２５－
１

胃、外、内 無

医療法人社団斎真会　古川医院 古川　斎 千葉市若葉区千城台北１－１－１１ 外、循、消、呼、整 無

本郷並木通り内科 吉川　正治
千葉市花見川区幕張本郷５－５－１６
－２０１

内、消 無
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医療機関名 開設者名 所在地 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

医療法人社団ゆかり会　幕張胃腸クリニック 宮﨑　信一
千葉市花見川区幕張本郷１－２－２４
幕張本郷相葉ビル１０１

内、消、内、外 無

医療法人社団千秋双葉会　幕張キッズクリ
ニック

坂尾　詠子
千葉市花見川区幕張町５－４１７－２
２２　幕張グリーンハイツ地下１階

小、ア 無

幕張台クリニック 飯島　一彦 千葉市花見川区幕張本郷６－１２－７ 麻、外、内 無

幕張ベイクリニック 古賀　和子
千葉市美浜区打瀬２丁目１６ パティオ
ス１７番街１Ｆ

小、内、ア、皮 無

医療法人社団なのはな会 幕張本郷クリニッ
ク

神野　弥生
千葉市花見川区幕張本郷３丁目２２
番２号

内、外、消、肛、リ 無

医療法人社団貴駿　幕張本郷整形外科内科 塩沢　博 千葉市花見川区幕張本郷１－４－３２ 整、リ、リ、内、消、糖 無

医療法人社団正心会　正岡クリニック 正岡　博
千葉市花見川区幕張本郷７－２２－２
７

内、小、外、消、胃、肛 無

真砂クリニック 高原　信敏 千葉市美浜区真砂１－１２－１２ 胃、外、整、呼 無

医療法人社団松石会　松石内科医院 松石　泰三 千葉市中央区今井３－１６－１６ 内、小 無

医療法人社団マリヤ・クリニック 柏崎　良子
千葉市稲毛区小仲台６－１９－１９ Ｍ
ｙビル１Ｆ

内、小 無

医療法人志方記念会　三木クリニック 三木　英司 千葉市中央区栄町２４番１２号 内、胃、循、眼 無

医療法人社団 水野胃腸科・内科 水野　幸一 千葉市中央区今井２－２－１０ 内、胃、消、皮 無

水野内科循環器科医院 水野　毅 千葉市若葉区野呂町２８２－１ 内、循 無

医療法人社団聖洋会  みつわ台クリニック 大山　欣昭 千葉市若葉区みつわ台４－１－８ 外、内、胃、整、皮、麻 無

医療法人社団みどりクリニック 淺井　隆二 千葉市緑区おゆみ野中央１－１８－３ 内、循、ア、呼、小 無

みなとこどもクリニック 安齋　聡
千葉市中央区中央港１－２２－７　１Ｆ
－１０１

小 無

南花園クリニック 髙山　秀一
千葉市花見川区南花園１－４４－９
高山ビル２階

脳、老 無

みねた婦人科クリニック 峯田　伸一
千葉市緑区あすみが丘１－１９－２
大森ビル３Ｆ

婦 無

美浜神経内科 師尾　郁
千葉市美浜区高洲３－２３－２稲毛海
岸ビル１Ｆ１０１号室

神、内 無

医療法人社団竹田会 武藤医院 竹田　賢 千葉市花見川区幕張町６－１３１ 内、小、循 無

医療法人社団恵佑会 元山医院 元山  天佑
千葉市花見川区朝日ケ丘１－１０－１
５

内、循、小、リ、外、消 無

もり内科クリニック 盛　克己 千葉市中央区本千葉町７－８ 漢、小、ア 無

医療法人社団健輝会　八木内科クリニック 八木　毅典
千葉市美浜区高洲３－２２－２ アリー
ム稲毛海岸１階

内、呼、ア 無

医療法人社団澤泉会 矢澤内科医院 矢澤　孝文 千葉市中央区末広２－４－１５ 内 無

医療法人社団壮和会　ゆりの木クリニック 武藤　剛 千葉市中央区東千葉１－１３－９ 内、消、小、外、リ 無

るみえ内科小児科 赤井　留美江
千葉市中央区長洲１－１－１０ ＫＣＳ
ビル１Ｆ

内、循、胃、呼、小、ア 無

医療法人社団飛鵬会　わかばクリニック 朱　琮傑 千葉市中央区都町１－１ 内、消、外、肛、リ 無

医療法人社団 和田医院 和田　浩明 千葉市中央区院内２－１５－７ 外、肛、胃、皮、泌 無

亘内科医院 亘  章 千葉市中央区亀井町１２－１５ 内、循 無

増田病院 増田 豁 千葉市中央区春日1-16-5 内、外、皮、整、泌、ア 無

三愛記念そが病院 林 春幸 千葉市中央区宮崎2-11-15 内、外、整、ﾘﾊ、歯、透 無

三愛記念病院 入江 康文 千葉市中央区新田町2-3 内、皮、外、心、透 無

山王病院 谷嶋 つね 千葉市稲毛区山王町166-2 内、精、小、外、整、脳 無

柏戸病院 斉藤 俊弘 千葉市中央区長洲2-21-8 内、外、眼、ﾘﾊ、整 無

千葉みなと病院 一木 昇 千葉市中央区中央港1-29-1 内、外、整 無

医療法人社団普照会　井上記念病院 中村　博敏 千葉市中央区新田町1-16 内、外、整、眼、皮、泌、放、婦、リ 無


