
 

2021年9月9日 

 

 

 埼玉県知事 殿 

 

 

事業所所在地 埼玉県川口市西川口5丁目11番5号 

 代表者氏名  社会福祉法人
恩賜

財団済生会支部埼玉県済生会 

                              支部長 原 澤 茂  

 

 

埼玉県済生会栗橋病院の地域医療支援病院の業務報告について 

 

 

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

 

 

記 

 

 

１ 開設者の住所及び氏名 

住所 
〒332-8558 

埼玉県川口市西川口5丁目11番5号 

氏名 社会福祉法人
恩賜

財団済生会支部埼玉県済生会 

 （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 

〒349-1105 

埼玉県久喜市小右衛門714-6              電話（0480）52－3611（代表）     

  

４ 病床数 

精神病床 感染症病床 結核病床 療養病床 一般病床 合計 

0 床  4 床 0 床 0 床 395 床 399 床 

 

  

社会福祉法人
恩賜

財団済生会支部埼玉県済生会支部 埼玉県済生会栗橋病院 



 

５ 施設の構造設備 

施設名 設備概要 

集中治療室 

（主な設備） 

集中治療室20床(SCU6床･ICU6床･CCU8床)天吊りﾓﾆﾀｰ、生態情報ﾓﾆﾀｰ、BISﾓﾆﾀｰ、除細

動器、ECG、救急ｶｰﾄ、低体温装置、人工呼吸器、ﾊﾟﾗﾊﾟｯｸ、ﾊﾞｲﾊﾟｯﾌﾟ、IABP、ｴｺｰ、

血液ｶﾞｽ分析装置、輸血冷蔵庫、CO2ﾓﾆﾀｰ、SPO2ﾓﾆﾀｰ、一時ﾍﾟｰｼﾝｸﾞ、輸液・輸注ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ、移動式無影灯、低圧持続吸引器、気管挿管ｻﾎﾟｰﾄｽｺｰﾌﾟ 

病床数 20 床 

化学検査室 
（主な設備） 

生化学検査自動分析機4台 

細菌検査室 
（主な設備） 

全自動迅速薬剤感受性測定装置、血液培養装置、安全キャビネット、光学顕微鏡 

病理検査室 
（主な設備） 

ミクロトーム・医療施設用換気装置・凍結切片作製装置・光学顕微鏡 

病理解剖室 
（主な設備） 

解剖台 

研究室 （主な設備） 

講義室 室数  ５  室    収容定員 最大２００人 

図書室 室数 １ 室    蔵書数 2,080 冊程度 

救急用又は患者

搬送用自動車 

（主な設備）救急用自動車・患者搬送用自動車 

保有台数  1 台 

医薬品情報管理室 

 

［専用室の場合］     床面積 ４５．５㎡ 

 

(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 

 

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 
67.8％ 

算定 

期間 
2020年 4月 1日～2021年 3月 31日 

地域医療支援病院 

逆紹介率 
118.3％ 

算出 

根拠 

Ａ：紹介患者の数 3,944人 

Ｂ：初診患者の数 5,820人 

Ｃ：逆紹介患者の数 6,884人 



 

（様式第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 

  別紙参照 
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 2 床 

専用病床 20  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

用可否 

救急処置室 358.00 ㎡ 

（主な設備） 

洗浄室 1 室、初療室 4 床、観察室 10 床、ﾍﾞｯﾄﾞｻｲﾄﾞﾓﾆﾀｰ、

除細動器、ﾏﾙﾁｴｺｰ、気管支鏡、ECG、LED 無影灯、移動式無

影灯、人工呼吸器、人工心臓ﾏｯｻｰｼﾞ器、経皮 CO2 ﾓﾆﾀｰ、

ETCO2 ﾓﾆﾀｰ、SPO2 ﾓﾆﾀｰ、高低体温対応体温計、輸液・輸注

ﾎﾟﾝﾌﾟ､心臓ﾏｯｻｰｼﾞｼｽﾃﾑ 

可 

集中治療室 499.86 ㎡ 

（主な設備） 

集中治療室 20 床(SCU6 床･ICU6 床･CCU8 床)天吊りﾓﾆﾀｰ、生

態情報ﾓﾆﾀｰ、BIS ﾓﾆﾀｰ、除細動器、ECG、救急ｶｰﾄ、低体温

装置、人工呼吸器、ﾊﾟﾗﾊﾟｯｸ、ﾊﾞｲﾊﾟｯﾌﾟ、IABP、ｴｺｰ、血液

ｶﾞｽ分析装置、輸血冷蔵庫、CO2 ﾓﾆﾀｰ、SPO2 ﾓﾆﾀｰ、一時ﾍﾟｰｼ

ﾝｸﾞ、輸液・輸注ﾎﾟﾝﾌﾟ、移動式無影灯、低圧持続吸引器、

気管挿管ｻﾎﾟｰﾄｽｺｰﾌﾟ 

可 

手術室 529㎡ 

（主な設備） 

全 6 室（無菌室 1）、各科一般手術機器、麻酔機器ﾓﾆﾀｰ、膀

胱鏡、泌尿器科・耳鼻咽喉科・外科の内視鏡下手術機器、

超音波装置、放射線ｲﾒｰｼﾞ装置、手術用電子顕微鏡（脳外

科、眼科）輸液ﾎﾟﾝﾌﾟ、ｼﾘﾝｼﾞﾎﾟﾝﾌﾟ、ｶｳﾝﾀｰｼｮｯｸ、泌尿器科

用ﾚｰｻﾞｰ  

可 

放射線室 1,110.2 ㎡ 

（主な設備） 

3.0 ﾃｽﾗ MRI、1.5 ﾃｽﾗ MRI 64 列ﾏﾙﾁｽﾗｲｽ CT×3、心臓ｶﾃｰﾃﾙ装

置、多目的 DR 装置、（ﾃﾞｼﾞﾀﾙ X 線 TV 装置）、泌尿器科撮影

装置、結石波砕装置、骨密度測定装置、ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ装置、一

般撮影装置、ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ撮影装置、外科用ｲﾒｰｼﾞ装置 

可 



 

検査室 600.25 ㎡ 

(主な設備) 

生化学検査自動分析機 4 台、血液血球計算機 2 台、血液凝固検査

装置 2 台、輸血検査自動分析装置、1 台、安全ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 1 台、12 誘

導心電図計 9 台、誘発電位検査機器 2 台、脳波検査機器 1 台、超

音波検査機器（表在、心臓、腹部、ｶﾗｰﾄﾞｯﾌﾟﾗｰ付き）10 台、ﾎﾟﾘ

ｸﾞﾗ（心臓ｶﾃｰﾃﾙ・電気整理検査）2 台、電気ｼｮｯｸ 2 台、血液ｶﾞｽ分

析装置 3 台、電子内視鏡本体 5 台、上部直視ｽｺｰﾌﾟ 9 本、上部側視

ｽｺｰﾌﾟ 5 本、下部ｽｺｰﾌﾟ 8 本、径鼻用ｽｺｰﾌﾟ 3 本、高周波装置 4 台、

ｱﾙｺﾞﾝﾌﾟﾗｽﾞﾏ装置 2台、PCR検査ｼｽﾃﾑ 

可 

 

４ 備考 

平成 2年 救急告示医療機関 

平成 9年 災害拠点病院の指定 

(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 

3,367 人 

（ 1,557 人） 

上記以外の救急患者の数 
3,346 人 

（  753 人） 

合計 
6,713 人 

（ 2,310 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 

 

（1） 前年度共同利用を行った医療機関の延数 

① 共同利用を行った医療機関の延数 416施設 

② 上記のうち開設者と直接関係のない医療機関の延数 416施設 

 

（2） 共同利用に係る病床の病床利用率  

① 共同利用専用の病床数 5 床 

② 前年度の共同利用病床の利用患者数 0 人 

③ 共同利用に係る病床の病床利用率 

（小数点以下第 1位まで記入すること） 

0.0％ 

（算定期間 2020.4.1～2021.3.31） 

 

(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 

① 共同利用病床数  ：5床 

② 共同利用機器類  ：X線撮影装置・ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ断層撮影装置・磁気共鳴診断装置  

              心臓血管カテーテル装置・体外衝撃波結石破砕装置 

             超音波診断装置・内視鏡検査装置・骨密度測定装置 

③ 共同利用対象施設 : 会議室・講堂・研究室・図書室・病歴管理室・地域救急センター・ 

            放射線科・食堂・CT室・MRI室・アンギオ室・結石破砕室・ 

超音波室・内視鏡室 

(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： 事務 

(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   

別紙参照     

注 当該病院と同一の２次医療圏に所在する医療機関のみ記入すること。 

 

常時共同利用可能な病床数 5 床 



 

 

（様式第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 

別紙参照  

 

２ 研修の実績 

（１）地域の医療従事者への実施回数 1 回 

（２）（１）の合計研修者数 55 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 臨床経験年数 特 記 事 項 

 医師 消化器内科 院長 40年  

 医師 呼吸器内科 副院長 担当部長 29年  

 医師 泌尿器科 副院長 担当部長 34年  

 医師 消化器内科 診療統括部長 担当部長 28年  

 医師 腎臓内科 担当部長 25年  

 医師 消化器内科 副担当部長 27年  

 医師 消化器内科 科長 12年  

 医師 腎臓内科 科長 18年  

 医師 腎臓内科 科長 16年  

 医師 循環器科 科長 20年  

 医師 循環器科 科長 18年  

 医師 呼吸器内科 科長 15年  

 医師 神経内科 担当部長 20年  

 医師 神経内科 科長 18年  

 医師 外科 担当部長 36年  



 

 医師 外科 担当部長 33年  

 医師 外科 診療技術部長 35年  

 医師 外科 主任医長 17年  

 医師 外科 副担当部長 22年  

 医師 脳神経外科 科長 10年  

 医師 救急医学科 担当部長 16年  

 医師 小児科 科長 15年  

 医師 小児科 医長 8年  

 医師 小児科 医長 11年  

 医師 皮膚科 科長 15年  

 医師 眼科 科長 14年  

 医師 麻酔科 主任医長 21年  

 医師 麻酔科 医長 13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 ７３．７㎡ 
（主な設備）机、椅子、マイクアンプ、プロ

ジェクター用スクリーン 

講堂１ １３２．８㎡ 
（主な設備）机、椅子、マイクアンプ、プロ

ジェクター一式 

講堂２ ３４．９㎡ （主な設備）机・椅子 

講堂３ ４７．０㎡ （主な設備）机・椅子 

小会議室１ １０．１㎡ （主な設備）机・椅子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（様式第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 院長  

管理担当者氏名 入退院支援センター 地域連携課  

 

  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 

「診療に関する諸記

録・病院の管理及び

運営に関する諸記録

の規程」参照 

「診療に関する諸記録・病院の

管理及び運営に関する諸記録の

規程」参照 

病院の管

理及び運

営に関す

る諸記録 

共同利用の実績 同上 同上 

救急医療の提供の実績 同上 同上 

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 
同上 同上 

閲覧実績 同上 同上 

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 

同上 同上 

(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 院長  

閲覧担当者氏名 入退院支援センター： 地域連携課  

閲覧の求めに応じる場所 入退院支援センター： 地域連携課   

 

閲覧の手続の概要 

 

「診療に関する諸記録・病院の管理及び運営に関する諸記録の規程」参照 

  

 

前年度の総閲覧件数 0 件 

閲 覧 者 別 

医師 0 件 

歯科医師 0 件 

地方公共団体 0 件 

その他 0 件 

  

 

 

 

  



 

（様式第18）  委員会の開催の実績 

 

委員会の開催回数 

 

1 回 
新型コロナウイルス感染拡大防止のため

書面にて開催 

 

第 14回 地域医療支援病院 運営委員会 

 

日時：3月 30日  

 

【外部委員】13名 

※出席 

南埼玉郡市医師会：医師会長           

北埼玉医師会：医師会長             

北葛北部医師会：医師会長            

久喜市医師会：医師会長             

加須市医師会：医師会長               

久喜市：健康・こども未来部長            

埼玉東部消防組合消防局：消防長         

加須市：市長                  

加須保健所：所長               

幸手市医師会：医師会長             

幸手保健所：所長               

幸手市：健康福祉部長              

ＮＰＯ法人豊田ふるさとづくり振興会：代表    

 

【済生会栗橋病院委員】6名 

院長：                     

副院長：                    

副院長：                    

副院長：                    

看護部長：                   

事務部長：                   

 

 

委員 19名 順不同・敬称略 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事務局】5名 

入退院支援センター（地域連携課）：        

 

 

 

 

 

1.議事；書面にて以下について委員に配布・説明。 

1）地域医療支援病院としての取り組み報告 

a)他院からの紹介患者に対する医療の提供（紹介・逆紹介・紹介患者増への取り組み） 
b)病院施設、設備等の共同利用の実施（CT・MRI・骨密度測定） 
c)救急医療の提供・救急救命士実習 
d)地域の医療従事者の資質向上を図るための研修会の実施（地域医療連携カンファランス 
・小児地域連携勉強会・SQO/小児救急勉強会・成人救急勉強会） 
新型コロナウイルスの影響により、ほとんどの講演会･勉強会は開催不能であった。 

 

 



 

（様式第19）  患者相談の実績 

 

患者相談の実績  

 

 

 

患者相談を行う場所 

 

 

相談窓口・○福祉相談課・その他（    ） 

主として患者相談を行った者 

（複数回答可） 

  

  

  

  

 

患者相談件数 

 

 

 11246 件 

  

患者相談の概要 

 

1. 退院（社会復帰）相談 

・他医療機関利用 ・福祉施設利用 ・在宅ケアサービス活用  ・居住環境整備 

・ 転院、在宅への不安・手帳、補そう具申請 等 

 

2. 経済相談 

・ 減免制度活用 ・医療費相談 ・生活費 等 

 

3. 心理・社会的相談 

・ 受診、入院、在宅への不安 ・社会的役割の遂行 ・家族関係調整 

・ 患者、スタッフ間関係調整 ・関係機関、地域との関係調整 ・傷病受容 

・ 遺族へのサポート 等 

 

4. 受診受療相談 

・ 適切な受療 ・受診阻害要因 ・診断治療への不安 等 

 

(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 

ISO9001（2018年4月19日認証） 

 

(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 

 院内掲示・配布物 

 出張市民講座 

 ホームページや公式 facebook、公式 Twitter 等 

 院外報 

 

 

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 

専従の社会福祉士 1名 専任の社会福祉士 3名 

専任の看護師 3名 

 

 

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 

  

 

 

 

 

 



重症救急患者受入に対応できる医療従事者の確保状況

整理
番号

職種 氏名
常勤・非常
勤の別

勤務日 勤務時間 備考

1 医師 常勤 月曜～金曜日 9：00～17：30 院長

2 医師 常勤 月曜～金曜日 9：00～17：30 呼吸器内科

3 医師 常勤 月曜～金曜日 9：00～17：30 呼吸器内科

4 医師 常勤 月曜～金曜日 9：00～17：30 糖尿病内科

5 医師 常勤 月曜～金曜日 9：00～17：30 消化器科

6 医師 常勤 月曜～金曜日 9：00～17：30 消化器科

7 医師 常勤 月曜～金曜日 9：00～17：30 消化器科

8 医師 常勤 月曜～金曜日 9：00～17：30 消化器科

9 医師 常勤 月曜～金曜日 9：00～17：30 消化器科

10 医師 常勤 月曜～金曜日 9：00～17：30 消化器科

11 医師 常勤 月曜～金曜日 9：00～17：30 消化器科

12 医師 常勤 月曜～金曜日 9：00～17：30 腎臓（透析）

13 医師 常勤 月曜～金曜日 9：00～17：30 腎臓（透析）

14 医師 常勤 月曜～金曜日 9：00～17：30 腎臓（透析）

15 医師 常勤 月曜～金曜日 9：00～17：30 腎臓（透析）

16 医師 常勤 月曜～金曜日 9：00～17：30 腎臓（透析）

17 医師 常勤 月曜～金曜日 9：00～17：30 循環器科

18 医師 常勤 月曜～金曜日 9：00～17：30 循環器科

19 医師 常勤 月曜～金曜日 9：00～17：30 循環器科

20 医師 常勤 月曜～金曜日 9：00～17：30 循環器科

21 医師 常勤 月曜～金曜日 9：00～17：30 循環器科

22 医師 常勤 月曜～金曜日 9：00～17：30 循環器科

23 医師 常勤 月曜～金曜日 9：00～17：30 循環器科

24 医師 常勤 月曜～金曜日 9：00～17：30 小児科

25 医師 常勤 月曜～金曜日 9：00～17：30 小児科

26 医師 常勤 月曜～金曜日 9：00～17：30 小児科

27 医師 常勤 月曜～金曜日 9：00～17：30 小児科

28 医師 常勤 月曜～金曜日 9：00～17：30 外科

29 医師 常勤 月曜～金曜日 9：00～17：30 外科

30 医師 常勤 月曜～金曜日 9：00～17：30 外科
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重症救急患者受入に対応できる医療従事者の確保状況

整理
番号

職種 氏名
常勤・非常
勤の別

勤務日 勤務時間 備考

31 医師 常勤 月曜～金曜日 9：00～17：30 外科

32 医師 常勤 月曜～金曜日 9：00～17：30 外科

33 医師 常勤 月曜～金曜日 9：00～17：30 外科

34 医師 常勤 月曜～金曜日 9：00～17：30 外科

35 医師 常勤 月曜～金曜日 9：00～17：30 脳神経外科

36 医師 常勤 月曜～金曜日 9：00～17：30 脳神経外科

37 医師 常勤 月曜～金曜日 9：00～17：30 皮膚科

38 医師 常勤 月曜～金曜日 9：00～17：30 泌尿器科

39 医師 常勤 月曜～金曜日 9：00～17：30 泌尿器科

40 医師 常勤 月曜～金曜日 9：00～17：30 泌尿器科

41 医師 常勤 月曜～金曜日 9：00～17：30 泌尿器科

42 医師 常勤 月曜～金曜日 9：00～17：30 放射線科

43 医師 常勤 月曜～金曜日 9：00～17：30 麻酔科

44 医師 常勤 月曜～金曜日 9：00～17：30 麻酔科

45 医師 常勤 月曜～金曜日 9：00～17：30 麻酔科

46 医師 常勤 月曜～金曜日 9：00～17：30 麻酔科

47 医師 常勤 月曜～金曜日 9：00～17：30 神経内科

48 医師 常勤 月曜～金曜日 9：00～17：30 神経内科

49 医師 常勤 月曜～金曜日 9：00～17：30 血液内科

50 医師 常勤 月曜～金曜日 9：00～17：30 健診センター

51 医師 常勤 月曜～金曜日 9：00～17：30 健診センター

52 医師 常勤 月曜～金曜日 9：00～17：30 救急科

53 医師 常勤 月曜～金曜日 9：00～17：30 救急科

54 医師 常勤 月曜～金曜日 9：00～17：30 救急科

55 医師 常勤 月曜～金曜日 9：00～17：30 救急科

56 医師 常勤 月曜～金曜日 9：00～17：30 整形外科

57 医師 常勤 月曜～金曜日 9：00～17：30 整形外科

58 医師 常勤 月曜～金曜日 9：00～17：30 整形外科

59 医師 非常勤 第３土曜日 19：00～翌10：00 救急外来

60 医師 非常勤 第2土・日曜日 10:00～19：00 救急外来
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重症救急患者受入に対応できる医療従事者の確保状況

整理
番号

職種 氏名
常勤・非常
勤の別

勤務日 勤務時間 備考

61 医師 非常勤 第3土曜日 10:00～19：00 救急外来

62 医師 非常勤 第４　土曜日 19：00～翌6：00 救急外来

63 医師 非常勤 毎週　水曜日 9：00～17：00 救急外来

64 医師 非常勤 金曜日交替 9：00～17：00 救急外来

65 医師 非常勤 毎週　木曜日 9：00～17：00 救急外来

66 医師 非常勤 毎週　金曜日 19：00～翌7：00 救急外来

67 医師 非常勤 金曜日交替 9：00～17：00 救急外来

68 医師 非常勤 第３日曜日 10:00～翌7：00 救急外来

69 医師 非常勤 毎週　水曜日 19：00～翌7：00 救急外来

70 医師 非常勤 第1土曜日 10:00～翌7：00 救急外来

71 医師 非常勤 第1・3・5　木曜日 19：00～翌7：00 救急外来

72 医師 非常勤 毎月第1土～日曜日 19：00～翌7：00 救急外来

73 医師 非常勤 毎週火曜日
金曜日交代制 9：00～17：00 救急外来

74 医師 非常勤 第1・3・5　火曜日 19：00～翌7：00 救急外来

75 医師 非常勤 金曜日交替 9：00～17：00 救急外来
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重症救急患者受入に対応できる医療従事者の確保状況

整理
番号

職種 氏名
常勤・非常
勤の別

勤務日 勤務時間 備考

76 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

77 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

78 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

79 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

80 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

81 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

82 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

83 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

84 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

85 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

86 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

87 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

88 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

89 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

90 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

91 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

92 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

93 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

94 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

95 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

96 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

97 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

98 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

99 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

100 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

101 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

102 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

103 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

104 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

105 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00
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重症救急患者受入に対応できる医療従事者の確保状況

整理
番号

職種 氏名
常勤・非常
勤の別

勤務日 勤務時間 備考

106 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

107 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

108 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

109 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

110 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

111 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

112 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

113 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

114 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

115 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

116 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

117 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

118 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

119 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

120 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

121 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

122 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

123 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

124 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

125 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

126 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

127 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

128 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

129 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

130 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

131 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

132 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

133 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

134 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

135 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00
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重症救急患者受入に対応できる医療従事者の確保状況

整理
番号

職種 氏名
常勤・非常
勤の別

勤務日 勤務時間 備考

136 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

137 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

138 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

139 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

140 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

141 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

142 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

143 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

144 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

145 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

146 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

147 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

148 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

149 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

150 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

151 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

152 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

153 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

154 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

155 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

156 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

157 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

158 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

159 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

160 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

161 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

162 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

163 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

164 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

165 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00
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重症救急患者受入に対応できる医療従事者の確保状況

整理
番号

職種 氏名
常勤・非常
勤の別

勤務日 勤務時間 備考

166 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

167 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

168 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

169 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

170 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

171 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

172 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

173 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

174 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

175 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

176 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

177 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

178 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

179 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

180 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

181 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

182 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

183 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

184 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

185 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

186 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

187 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

188 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

189 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

190 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

191 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

192 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

193 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

194 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

195 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00
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重症救急患者受入に対応できる医療従事者の確保状況

整理
番号

職種 氏名
常勤・非常
勤の別

勤務日 勤務時間 備考

196 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

197 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

198 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

199 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

200 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

201 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

202 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

203 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

204 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

205 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

206 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

207 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

208 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

209 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

210 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

211 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

212 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

213 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

214 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

215 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

216 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

217 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

218 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

219 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

220 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

221 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

222 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

223 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

224 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

225 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00
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重症救急患者受入に対応できる医療従事者の確保状況

整理
番号

職種 氏名
常勤・非常
勤の別

勤務日 勤務時間 備考

226 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

227 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

228 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

229 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

230 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

231 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

232 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

233 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

234 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

235 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

236 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

237 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

238 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

239 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

240 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

241 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

242 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

243 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

244 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

245 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

246 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

247 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

248 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

249 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

250 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

251 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

252 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

253 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

254 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

255 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00
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重症救急患者受入に対応できる医療従事者の確保状況

整理
番号

職種 氏名
常勤・非常
勤の別

勤務日 勤務時間 備考

256 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

257 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

258 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

259 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

260 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

261 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

262 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

263 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

264 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

265 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

266 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

267 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

268 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

269 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

270 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

271 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

272 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

273 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

274 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

275 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

276 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

277 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

278 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

279 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

280 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

281 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

282 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

283 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

284 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

285 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00
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重症救急患者受入に対応できる医療従事者の確保状況

整理
番号

職種 氏名
常勤・非常
勤の別

勤務日 勤務時間 備考

286 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

287 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

288 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

289 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

290 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

291 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

292 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

293 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

294 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

295 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

296 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

297 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

298 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

299 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

300 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

301 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

302 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

303 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

304 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

305 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

306 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

307 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

308 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

309 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

310 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

311 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

312 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

313 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

314 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

315 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00
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重症救急患者受入に対応できる医療従事者の確保状況

整理
番号

職種 氏名
常勤・非常
勤の別

勤務日 勤務時間 備考

316 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

317 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

318 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

319 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

320 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

321 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

322 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

323 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

324 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

325 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

326 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

327 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

328 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

329 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

330 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

331 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

332 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

333 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

334 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

335 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

336 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

337 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

338 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

339 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

340 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

341 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

342 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

343 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

344 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

345 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00
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重症救急患者受入に対応できる医療従事者の確保状況

整理
番号

職種 氏名
常勤・非常
勤の別

勤務日 勤務時間 備考

346 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

347 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

348 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

349 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

350 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

351 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

352 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

353 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

354 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

355 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

356 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

357 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

358 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

359 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

360 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

361 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

362 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

363 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

364 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

365 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

366 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

367 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

368 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

369 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

370 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

371 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

372 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

373 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

374 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

375 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00
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重症救急患者受入に対応できる医療従事者の確保状況

整理
番号

職種 氏名
常勤・非常
勤の別

勤務日 勤務時間 備考

376 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

377 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

378 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

379 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

380 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

381 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

382 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

383 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

384 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

385 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

386 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

387 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

388 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

389 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

390 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

391 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

392 看護師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

393 看護師 非常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

394 看護師 非常勤 月曜～金曜日 9:00～15：00

395 看護師 非常勤 月曜～金曜日 8：30～16：00

396 看護師 非常勤 月曜～金曜日 9:00～17：00

397 看護師 非常勤 月曜～金曜日 9：00～17：30 週4日

398 看護師 非常勤 月曜～金曜日 9：00～14：00

399 看護師 非常勤 月曜～金曜日 9：00～14：00 週4日

400 看護師 非常勤 月曜～金曜日 9：00～15：00 週4日

401 看護師 非常勤 月曜～金曜日 9:00～17：00 週4日

402 看護師 非常勤 月曜～金曜日 9：00～14：00 週4日

403 看護師 非常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00 週4日

404 看護師 非常勤 月曜～金曜日 9:00～16：00 週4日

405 看護師 非常勤 月曜～金曜日 9：00～15：00

14



重症救急患者受入に対応できる医療従事者の確保状況

整理
番号

職種 氏名
常勤・非常
勤の別

勤務日 勤務時間 備考

406 看護師 非常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

407 看護師 非常勤 月曜～金曜日 9：00～15：00 月16日

408 看護師 非常勤 月曜～金曜日 9：00～15：00 週4日

409 看護師 非常勤 月曜～金曜日 9：00～15：00 週4日

410 看護師 非常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00 週3～4日

411 看護師 非常勤 月曜～金曜日 7：00～13：00 週4日

412 看護師 非常勤 月曜～金曜日 9：00～14：00 週4日

413 看護師 非常勤 月曜～金曜日 9：00～14：00 週3日

414 看護師 非常勤 月曜～金曜日 9：00～14：00 週4日

415 看護師 非常勤 月曜～金曜日 8：30～15：30 週4日

416 看護師 非常勤 月曜～金曜日 9:00～13：00 週4日

417 看護師 非常勤 月曜～金曜日 8：30～16：30 週4日

418 看護師 非常勤 月曜～金曜日 7：30～12：30

419 看護師 非常勤 月曜～金曜日 8：30～15：30 週4日

420 看護師 非常勤 月曜～金曜日 9：00～16：00 週4日

421 看護師 非常勤 月曜～金曜日 9：00～16：30 週4日

422 准看護師 非常勤 月曜～金曜日 9:00～17：00

423 准看護師 非常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00
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重症救急患者受入に対応できる医療従事者の確保状況

整理
番号

職種 氏名
常勤・非常
勤の別

勤務日 勤務時間 備考

424 薬剤師 常勤 月曜～金曜日 9:00～17：30

425 薬剤師 常勤 月曜～金曜日 9:00～17：30

426 薬剤師 常勤 月曜～金曜日 9:00～17：30

427 薬剤師 常勤 月曜～金曜日 9:00～17：30

428 薬剤師 常勤 月曜～金曜日 9:00～17：30

429 薬剤師 常勤 月曜～金曜日 9:00～17：30

430 薬剤師 常勤 月曜～金曜日 9:00～17：30

431 薬剤師 常勤 月曜～金曜日 9:00～17：30

432 薬剤師 常勤 月曜～金曜日 9:00～17：30

433 薬剤師 常勤 月曜～金曜日 9:00～17：30

434 薬剤師 常勤 月曜～金曜日 9:00～17：30

435 薬剤師 常勤 月曜～金曜日 9:00～17：30

436 薬剤師 常勤 月曜～金曜日 9:00～17：30

437 薬剤師 常勤 月曜～金曜日 9:00～17：30

438 薬剤師 常勤 月曜～金曜日 9:00～17：30

439 薬剤師 常勤 月曜～金曜日 9:00～17：30

440 薬剤師 常勤 月曜～金曜日 9:00～17：30

441 薬剤師 常勤 月曜～金曜日 9:00～17：30

442 薬剤師 常勤 月曜～金曜日 9:00～17：30

443 薬剤師 常勤 月曜～金曜日 9:00～17：30

444 薬剤師 常勤 月曜～金曜日 9:00～17：30
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重症救急患者受入に対応できる医療従事者の確保状況

整理
番号

職種 氏名
常勤・非常
勤の別

勤務日 勤務時間 備考

445 診療放射線技師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

446 診療放射線技師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

447 診療放射線技師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

448 診療放射線技師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

449 診療放射線技師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

450 診療放射線技師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

451 診療放射線技師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

452 診療放射線技師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

453 診療放射線技師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

454 診療放射線技師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

455 診療放射線技師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

456 診療放射線技師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

457 診療放射線技師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

458 診療放射線技師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

459 診療放射線技師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

460 診療放射線技師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

461 診療放射線技師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

462 診療放射線技師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

463 診療放射線技師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

464 診療放射線技師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

465 診療放射線技師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

466 診療放射線技師 非常勤 月曜～金曜日 9：15～13：15 週3日
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重症救急患者受入に対応できる医療従事者の確保状況

整理
番号

職種 氏名
常勤・非常
勤の別

勤務日 勤務時間 備考

467 臨床検査技師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

468 臨床検査技師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

469 臨床検査技師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

470 臨床検査技師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

471 臨床検査技師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

472 臨床検査技師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

473 臨床検査技師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

474 臨床検査技師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

475 臨床検査技師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

476 臨床検査技師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

477 臨床検査技師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

478 臨床検査技師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

479 臨床検査技師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

480 臨床検査技師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

481 臨床検査技師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

482 臨床検査技師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

483 臨床検査技師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

484 臨床検査技師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

485 臨床検査技師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

486 臨床検査技師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

487 臨床検査技師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

488 臨床検査技師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

489 臨床検査技師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

490 臨床検査技師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

491 臨床検査技師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

492 臨床検査技師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

493 臨床検査技師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

494 臨床検査技師 常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00

495 臨床検査技師 非常勤 月曜～金曜日 8:00～15：00

496 臨床検査技師 非常勤 月曜～金曜日 7：30～16：00 週4日
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重症救急患者受入に対応できる医療従事者の確保状況

整理
番号

職種 氏名
常勤・非常
勤の別

勤務日 勤務時間 備考

497 臨床検査技師 非常勤 月曜～金曜日 8：45～16：00

498 臨床検査技師 非常勤 月曜～金曜日 8：30～16：30

499 臨床検査技師 非常勤 月曜～金曜日 8：30～16：30

500 臨床検査技師 非常勤 月曜～金曜日 8：30～12：30

501 臨床検査技師 非常勤 月曜～金曜日 8：30～17：00
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重症救急患者受入に対応できる医療従事者の確保状況

整理
番号

職種 氏名
常勤・非常
勤の別

勤務日 勤務時間 備考

502 臨床工学技士 常勤 月曜～土曜日 7:50～16：20/11：30～20：00

503 臨床工学技士 常勤 月曜～土曜日 7:50～16：20/11：30～20：00

504 臨床工学技士 常勤 月曜～土曜日 7:50～16：20/11：30～20：00

505 臨床工学技士 常勤 月曜～土曜日 7:50～16：20/11：30～20：00

506 臨床工学技士 常勤 月曜～土曜日 7:50～16：20/11：30～20：00

507 臨床工学技士 常勤 月曜～土曜日 7:50～16：20/11：30～20：00

508 臨床工学技士 常勤 月曜～土曜日 7:50～16：20/11：30～20：00

509 臨床工学技士 常勤 月曜～土曜日 7:50～16：20/11：30～20：00

510 臨床工学技士 常勤 月曜～土曜日 7:50～16：20/11：30～20：00

511 臨床工学技士 常勤 月曜～土曜日 7:50～16：20/11：30～20：00

512 臨床工学技士 常勤 月曜～土曜日 7:50～16：20/11：30～20：00

513 臨床工学技士 常勤 月曜～土曜日 7:50～16：20/11：30～20：00

514 臨床工学技士 常勤 月曜～土曜日 7:50～16：20/11：30～20：00

515 臨床工学技士 常勤 月曜～土曜日 7:50～16：20/11：30～20：00

516 臨床工学技士 常勤 月曜～土曜日 7:50～16：20/11：30～20：00

517 臨床工学技士 常勤 月曜～土曜日 7:50～16：20/11：30～20：00
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診療に関する諸記録・病院の管理及び運営に関する諸記録の規定 

 

平成１９年５月１日 制定 

（趣旨） 

第１条 この規定は、社会福祉法人
恩賜
財団済生会支部 埼玉県済生会栗橋病院（以下「当院」

という。）の「診療に関する諸記録」・「病院の管理及び運営に関する諸記録」の管

理及び閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（閲覧） 

第２条 登録医は当院の診療に対する諸記録（以下「諸記録」という。）の閲覧を請求する

ことができる。 

   ２  閲覧の請求をしようとする者（以下「請求者」という。）は所定の様式第１０

号により第４条に定める閲覧の責任者（以下「責任者」という。）に申し出しなけ

ればならない。 

   ３  責任者は、諸記録の閲覧が患者の秘密を害する恐れがある場合には、これを

拒否することができる。 

   ４  責任者は、諸記録の閲覧を拒否した場合は、その旨を請求者に通告しなけれ

ばならない。 

（閲覧の対象とする諸記録） 

第３条 閲覧に供せられる診療に関する諸記録は次に定めるものとする。 

（１）各課診療日誌 

（２）処方箋 

（３）手術記録 

（４）看護記録 

（５）検査所見記録 

（６）エックス線写真 

（７）紹介状 

（８）退院した患者に係わる入院期間中の診療要約 

（９）共同利用の実績 

（１０） 救急医療の提供の実績 

（１１） 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 

（１２） 閲覧実績 

（１３） 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 

（閲覧の責任者） 
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第４条 諸記録の閲覧に関する責任者及び担当者を置く。 

   ２  閲覧責任者は、病院管理者の職にある者をもって充てる。 

   ３  閲覧担当者は、地域連携課担当者の職にある者をもって充てる。 

（閲覧の場所） 

第５条 諸記録の閲覧の求めに応じる場所は、地域連携課とする。 

 

（管理） 

第６条 「診療に関する諸記録」の管理・保管は各担当部署で行なうものとする。 

   ・   各科診療日誌 ： 各課・科 

・ 処方箋 ： 薬剤科 

・ 手術記録 ： 手術室 

・ 看護記録 ： 各病棟 

・ 検査所見記録 ： 検査科 

・ Ｘ線写真 ： 病歴管理室 

・ 紹介状 ： 病歴管理室 

 

  ２  「診療に関する諸記録」の分類は患者単位とする。 

 

   ３ 「病院の管理及び運営に関する諸記録」の保管は病歴管理室で行なうものとする。 

・ 共同利用の実績 

・ 救急医療の提供の実績 

・ 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 

・ 閲覧実績 

・ 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 

 

４ 「病院の管理及び運営に関する諸記録」の分類は一覧形式とする。 

 

（管理責任者） 

第７条 諸記録の管理に関する責任者及び担当者を置く。 

    ２ 管理責任者は、病院管理者の職にあるものをもって充てる。 

    ３ 管理担当者は、地域連携課担当者の職にある者をもって充てる。 
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 附則 この規定は、平成１９年 ６月 １日から施行する 

 附則 平成２９年１１月１５日一部改定（地域連携課名称） 



医療機関名 開設者名 所　在　地
地域医療支援
病院開設者と
経営上の関係

1 相沢内科医院 久喜市葛梅1-25-1 ナシ 内科一般 胃腸科 消化器科 循環器科 呼吸器科

2 あかりクリニック 久喜市古久喜29-1 ナシ 内科一般 消化器科 外科一般 肛門科 皮膚科

3
あけぼの内科リウマチ科
クリニック

杉戸町清地4-10-24 ナシ 内科一般 膠原病科 リウマチ科
アレル
ギー科

4 秋谷病院 幸手市中4-14-41 ナシ 内科一般
循環器内

科
外科一般 整形外科

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰ
ｼｮﾝ科

胃腸科 皮膚科 形成外科 消化器科

5 朝尾整形外科（休診中） 杉戸町下高野1197 ナシ 整形外科 リウマチ科
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰ
ｼｮﾝ科

6 浅川医院 久喜市栗橋東2-7-18 ナシ 内科一般 消化器科 外科一般 整形外科

7 朝比奈医院 久喜市西大輪1925 ナシ 内科一般 皮膚科 泌尿器科 人工透析

8 あだち眼科
加須市南大桑下鳩山1620-
1

ナシ 眼科

9 新井医院 久喜市久喜北2-3-60 ナシ 内科一般
糖尿病内

科
代謝内科

10
あらい胃腸科皮膚科クリ
ニック

久喜市久喜中央3-7-10 ナシ 内科一般 胃腸科 消化器科 皮膚科 肛門科

11 新井病院 久喜市久喜中央2-2-28 ナシ 内科一般 消化器科 外科一般 循環器科 胃腸科 整形外科 リウマチ科 肛門科 呼吸器科 泌尿器科

12 いけざわ医院 加須市南篠崎141-5 ナシ 内科一般 消化器科 循環器科 小児科

13 いいじまクリニック 幸手市幸手2061-2 ナシ 内科一般 消化器科 循環器科

14 飯村医院 幸手市中3-1-11 ナシ 内科一般 小児科

15 石塚医院 幸手市北3-10-20 ナシ 内科一般 皮膚科

16 いそ整形外科医院 宮代町山崎１８４－１ ナシ 整形外科

17 今井病院 杉戸町杉戸3-11-1 ナシ 内科一般 消化器科 神経内科 呼吸器科

18 今成医院 羽生市下川崎818 ナシ 内科一般 消化器科 皮膚科

19 入江こどもクリニック 幸手市幸手151-1 ナシ 小児科

20 岩崎医院 久喜市菖蒲町菖蒲６１８ ナシ 内科一般 循環器科 胃腸科 小児科

21 いわさきﾊｰﾄｸﾘﾆｯｸ 幸手市南3-11-20 ナシ 内科一般
循環器内

科

22 梅澤医院 加須市向川岸町4-6 ナシ 内科一般

23 遠藤医院 幸手市中3-5-14 ナシ 皮膚科

24 大久保病院 加須市砂原286-1 ナシ 内科一般 整形外科
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰ
ｼｮﾝ科

皮膚科 消化器科

25 岡部内科小児科医院 久喜市久喜東3-28-22 ナシ 内科一般 循環器科 小児科

26 おのクリニック 久喜市青毛中村1102 ナシ 内科一般
循環器内

科
皮膚科

27 柿崎耳鼻咽喉科医院 加須市中央1-7-10 ナシ
耳鼻咽喉

科

28
加須市国民健康保険北川
辺診療所

加須市柳生66-1 ナシ 内科一般 小児科

29 加須ふれあいクリニック 加須市下三俣1790-1 ナシ 内科一般 外科一般 小児科 泌尿器科

30 加藤こどもクリニック 加須市大門町6-34 ナシ 小児科

31 香日向クリニック 幸手市中川崎739-3 ナシ 内科一般 小児科

32 神沼整形外科医院 加須市睦町2-2-21 ナシ 整形外科
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰ
ｼｮﾝ科

33 管理センタークリニック 久喜市河原井町19 ナシ 内科一般 小児科

内科一般 消化器科 呼吸器科 腎臓内科 循環器科 外科一般

整形外科
大腸肛門

科
形成外科 泌尿器科

耳鼻咽喉
科

　

35 騎西ふれあいクリニック 加須市騎西１３５２－３ ナシ 内科一般 外科一般

36 くき眼科 久喜市本町6-2-1 ナシ 眼科

37 久喜クリニック 久喜市久喜北2-8-5 ナシ 内科一般 外科一般 人工透析

38 久喜在宅クリニック 久喜市久喜北1-12-10 ナシ 訪問診療

39 久喜東クリニック 久喜市青毛4-3-12くき翔裕館1階ナシ 内科一般

40 クリア眼科 久喜市久喜東3-1-9 ナシ 眼科

41
県西在宅クリニック久喜駅
前

久喜市久喜東2-35-5 ナシ 在宅診療

42
公設宮代福祉医療セン
ター六花

宮代町須賀177 ナシ 内科一般 小児科 外科一般 整形外科

43 小島医院(休診中) 久喜市久喜中央4-6-2 ナシ 内科一般
耳鼻咽喉

科
皮膚科

気管食道
科

44 小島内科医院 杉戸町杉戸４－２－２ ナシ 内科一般
消化器内

科

45 後藤クリニック 杉戸町高野台西1-11-2 ナシ
耳鼻咽喉

科

46 小林医院 久喜市鷲宮２－１３－３ ナシ 内科一般 小児科

47 小林医院 加須市北下新井310-2 ナシ 内科一般 小児科

48 斎藤医院 久喜市本町1-8-2 ナシ 内科一般 小児科 消化器科 循環器科

49 酒井整形外科医院 久喜市鷲宮4-9-30 ナシ 整形外科 ﾘｳﾏﾁ科 皮膚科 外科一般

50 坂入医院 加須市柳生2094-1 ナシ 内科一般 小児科 皮膚科

登録医療機関名簿

登録医 主たる診療科目

34 騎西病院 加須市日出安1313-1 ナシ



医療機関名 開設者名 所　在　地
地域医療支援
病院開設者と
経営上の関係

登録医 主たる診療科目

51 さかた内科クリニック 久喜市伊坂1857-1 ナシ 内科一般 消化器科 小児科

52 さくら整形外科 幸手市上高野250-6 ナシ 整形外科
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰ
ｼｮﾝ科

53 幸手クリニック 幸手市上高野2077 ナシ 内科一般 腎臓内科 皮膚科

54 さって西クリニック 幸手市大字千塚61-3-16 ナシ 小児科 ｱﾚﾙｷﾞｰ科

55 365クリニック 加須市花崎北1-16-5 ナシ 内科一般 小児科

56 篠原医院 加須市中央1-11-12 ナシ 内科一般 消化器科
呼吸器内

科
循環器内

科
小児科

57 十善病院 加須市愛宕1-9-16 ナシ 内科一般 皮膚科
呼吸器内

科
循環器内

科
外科一般 整形外科 肛門外科 糖尿病科 内分泌科

58 杉戸耳鼻咽喉科医院 杉戸町杉戸4-15 ナシ
耳鼻咽喉

科

59 鈴木医院 宮代町須賀１３０２－１ ナシ 内科一般 外科一般 整形外科

60 すずき整形外科クリニック 宮代町和戸字芝原1373-1 ナシ 整形外科 外科一般
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰ
ｼｮﾝ科

61 すずのき病院 久喜市北青柳1366-1 ナシ 精神科 心療内科
脳神経内

科

62 すずのきﾒﾝﾀﾙｹｱｸﾘﾆｯｸ 久喜市北青柳1519 ナシ 精神科 心療内科
精神神経
科

63 髙田医院 久喜市鷲宮4-5-30 ナシ 内科一般 外科一般 胃腸科

64 高梨クリニック 幸手市下川崎33-1 ナシ 内科一般
糖尿病内

科
眼科

65 高野台クリニック 杉戸町高野台東1-4-5 ナシ 内科一般 小児科

66 高橋医院 久喜市上内１７４６ ナシ 内科一般 皮膚科 循環器科 消化器科
アレル
ギー科

呼吸器科

67 高橋クリニック 久喜市南1-9-3 ナシ 内科一般 泌尿器科 小児科 皮膚科

68 たかはし耳鼻咽喉科
久喜市南栗橋4-14-1南栗
橋ｼﾃｨｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ2F

ナシ
耳鼻咽喉

科

69 高橋内科医院 杉戸町内田２－８－１８ ナシ 内科一般 小児科
循環器内

科
皮膚科

70 武正医院 加須市大字中樋遣川1745 ナシ 内科一般 胃腸科 小児科 外科一般

71 玉井産婦人科医院 杉戸町清地1-2-30 ナシ 内科一般 産科 婦人科 小児科

72 土屋眼科 宮代町和戸1514-3 ナシ 眼科

73 つのだ小児科医院 加須市上三俣１１３２ ナシ 内科一般 小児科 ｱﾚﾙｷﾞｰ科

74 東武丸山病院 幸手市南2-2-13 ナシ 精神科 神経科 心療内科

75 ともながこどもクリニック 加須市下高柳1633-1 ナシ 小児科

ナシ 内科一般
消化器内

科
循環器内

科
リウマチ科 整形外科

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰ
ｼｮﾝ科

ナシ 小児科 外科一般 皮膚科 形成外科

77
松川クリニック内科・皮膚
科

加須市南大桑１４９４－１ ナシ 皮膚科

78 西本眼科医院 宮代町百間5-1-6 ナシ 眼科

79 のうみクリニック 幸手市幸手5264-1 ナシ 内科一般 胃腸科 小児科 循環器科 呼吸器科 消化器科
アレル
ギー科

80 野口内科小児科医院 幸手市南2-4-9 ナシ 内科一般 呼吸器科 小児科

81 野原医院 久喜市本町1-1-35 ナシ 内科一般 消化器科 小児科

82 のぶクリニック 幸手市栄3-5-102 ナシ 内科一般
消化器内

科
循環器内

科

83 はしもとクリニック 久喜市栗橋東5-30-2 ナシ 内科一般 胃腸科 外科一般 肛門外科

84 東医院 幸手市中3-8-10 ナシ 内科一般 循環器科

内科一般
循環器内

科
小児科 外科一般 整形外科

心臓血管
外科

脳神経外
科

消化器科 呼吸器科 腎臓内科

神経内科 肛門科 泌尿器科 皮膚科 血管外科 リウマチ科腎臓内科

86 比企医院 久喜市南1-3-3 ナシ 内科一般
循環器内

科
神経内科

87 ひまわり皮フ科 久喜市久喜東1-2-5 ナシ 皮膚科

88 福沢医院 宮代町百間3-3-17 ナシ 小児科 内科 循環器科

89 福島医院 加須市常泉１３－１ ナシ 内科一般 小児科 消化器科 呼吸器科 循環器科
アレル
ギー科

糖尿病内
科

90 福島小児科医院 加須市久下１－１０－３ ナシ 小児科 内科一般

91 本町福島クリニック 加須市本町６－３３ ナシ 内科一般
消化器内

科
循環器内

科
糖尿病内

科
外科一般 皮膚科 整形外科

92 扶顚堂たかぎクリニック 久喜市下清久270-1 ナシ 小児科 内科一般 ｱﾚﾙｷﾞｰ科

93 ふたば在宅クリニック
久喜市久喜東1-2-5
東山ビル3F-A

ナシ 内科一般 整形外科 皮膚科
リハビリ
テーション

科
精神科

94 フルヤ眼科医院 幸手市中1-6-28 ナシ 眼科

95 堀中脳神経外科クリニック 久喜市東大輪507-1 ナシ
脳神経外

科
神経内科 放射線科

96 堀中病院 幸手市東3-1-5 ナシ 内科一般 小児科 整形外科
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰ
ｼｮﾝ科

皮膚科 婦人科

97 まがま内科医院 久喜市間鎌294 ナシ 内科一般 呼吸器科 胃腸科 循環器科

98 益山クリニック 幸手市北3-1-3 ナシ 泌尿器科 内科
人工透析
内科

99 松村医院 加須市志多見436-1 ナシ 内科一般

100 松本医院 加須市本町11-5 ナシ 内科一般
循環器内

科

ナシ85 東鷲宮病院 久喜市桜田2-6-5

76 中田病院 加須市元町6-8



医療機関名 開設者名 所　在　地
地域医療支援
病院開設者と
経営上の関係

登録医 主たる診療科目

101 三須医院
久喜市菖蒲町上栢間２８１
４

ナシ 内科一般 胃腸科 外科一般 歯科

102 南栗橋脳神経クリニック
久喜市南栗橋1-2-1　SKY
ﾋﾞﾙ２Ｆ

ナシ 内科一般
脳神経外

科
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰ
ｼｮﾝ科

103 宮本医院 久喜市久喜東1-7-40 ナシ 内科一般

104 宮本眼科医院 加須市元町９－４ ナシ 眼科

105 むぎくら診療所 加須市麦倉188 ナシ 内科一般 外科一般 消化器科
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰ
ｼｮﾝ科

106
むさしのメディカルクリニッ
ク

幸手市幸手2807 ナシ 整形外科
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰ
ｼｮﾝ科

リウマチ科 神経内科 内科一般 消化器科 循環器科 眼科 外科 こう門科

107 メディモ羽生内科
羽生市川崎2-281-3
イオンモール羽生1F

ナシ 内科一般 呼吸器科 循環器科
アレル
ギー科

小児科 皮膚科 麻酔科

108 柳生診療所 加須市柳生２８２４－１ ナシ 内科一般 整形外科
脳神経外

科
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰ
ｼｮﾝ科

109 山﨑整形外科 久喜市菖蒲町菖蒲418-1 ナシ 整形外科
リハビリ
テーション
科

110 山根医院 杉戸町高野台南2-3-12 ナシ 内科一般 血液内科 ｱﾚﾙｷﾞｰ科 小児科

111 吉田内科クリニック 久喜市久喜東3-23-10 ナシ 内科一般 消化器科 呼吸器科 循環器科

112 よしば診療所 久喜市吉羽1-28-23 ナシ 内科一般

113 依田耳鼻咽喉科歯科医院 久喜市上内1177-3 ナシ
耳鼻咽喉

科

114 ワイズレディスクリニック 幸手市上高野1978 ナシ 産婦人科 小児科

115 わたなべクリニック 久喜市河原代861-3 ナシ 泌尿器科 内科
アレル
ギー科



出席者
うち

外部医療機
関等

1.COVID-19診療の経験
済生会栗橋病院
消化器内科

2. 高齢化社会のパーキンソン病診療
(実地臨床経験からの病期に応じた包
括的診療の考察)

済生会栗橋病院
神経内科

人数合計 55 30

..

2020年度　勉強会講演会

開催日時 回 依頼元・主催 開催場所 テーマ 担当科 講師

参加人数

301 2021/3/25
第28回地域医療連携カンファランス

(オンラインにて開催)
済生会栗橋病院 済生会栗橋病院 55


