


（ 国様式例第11）

別紙１ 地域医療支援病院の名称及び開設の場所

１ 開設者の住所及び氏名

住所
〒420－8527

静岡県静岡市葵区北安東４丁目27－１

氏名 地方独立行政法人 静岡県立病院機構

（ 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 地域医療支援病院の名称

３ 所在の場所

〒420－8660

静岡県静岡市葵区漆山860

電話（ 054） 247－6251

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

36床 床 床 床 243床 279床

静岡県立こども病院



５ 施設の構造設備

施設名 設備概要

集中治療室
（ 主な設備） 体温管理システム、 人工呼吸器、 心臓電気刺激装置

病床数 48床（ CCU 12床、 PI CU 12床、 NI CU 18床、 MFI CU 6床）

化学検査室 （ 主な設備） 生化学免疫自動分析装置、 血液ガス分析装置

細菌検査室 （ 主な設備） 自動細菌検査装置、 安全キャビネット 、 CO2培養器

病理検査室 （ 主な設備） 透過型電子顕微鏡、 血漿融解装置、 電顕用プロセッサー

病理解剖室 （ 主な設備） 臓器撮影装置、 解剖台

研究室 （ 主な設備） 超低温フリーザー、 冷却/多本架遠心機

講義室 室数 ６ 室 収容定員 236人

図書室

室数１室 書庫２

単行本蔵書(和・ 洋)約3, 600冊、 EBOOK1, 287冊、 和雑誌（ 43誌+EJ1, 357誌メディ

カルオンライン、 メディ カルファインダー）、 洋雑誌（ すべてEJ） 2, 498誌

その他データベース： 医学中央雑誌、 Dyna Med Pl us,

Cl i ni cal Key, EBSCO, Spri nger, OVI D MD, Chochrane

救急用又は患者

搬送用自動車

（ 主な設備） 人工呼吸器、 除細動器

保有台数 １ 台

医薬品情報管理室 ［ 専用室の場合］ 床面積15. 96㎡

(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。
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別紙２ 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

（ 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 ． 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・ ・ ・ 添付資料

地域医療支援病院

紹介率
94. 7％

算定

期間
平成28年４月１日～平成29年３月31日

地域医療支援病院

逆紹介率
52. 5％

算出

根拠

Ａ： 紹介患者の数 4, 076人

Ｂ： 初診患者の数 4, 306人

Ｃ： 逆紹介患者の数 2, 259人

(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。



H28（ 新基準）

（ ４） 平成28年度紹介率・ 逆紹介率

【 平成28年度（ 平成28年4月～平成29年3月） 】
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年間

① 初診患者（ 全体） 545 495 571 631 585 534 529 515 649 526 417 466 6, 463

②
救急搬送患者
（ 初診に限る）

59 57 46 57 67 55 51 50 60 62 49 55 668

③
休日又は夜間受診患者
（ 初診に限る。 救急搬送患者を除く ）

121 104 92 179 115 121 130 105 260 126 66 70 1, 489

④

紹介状なし患者
（ 初診に限る。 救急搬送及び休日又は夜間に受診
した患者を除く ）

15 13 26 15 19 19 15 19 25 14 25 25 230

分子（ 紹介患者数） 350 321 407 380 384 339 333 341 304 324 277 316 4, 076

分母（ 初診患者数） 365 334 433 395 403 358 348 360 329 338 302 341 4, 306

95. 9% 96. 1% 94. 0% 96. 2% 95. 3% 94. 7% 95. 7% 94. 7% 92. 4% 95. 9% 91. 7% 92. 7% 94. 7%

⑤ 逆紹介患者数 206 168 174 184 218 194 144 167 163 157 179 305 2, 259

56. 4% 50. 3% 40. 2% 46. 6% 54. 1% 54. 2% 41. 4% 46. 4% 49. 5% 46. 4% 59. 3% 89. 4% 52. 5%

⑥ 救急搬送患者（ 全体） 83 72 68 88 94 76 75 82 89 82 76 82 967

⑦
救急医療圏人口
（ 静岡市毎月1日現在推計人口）

702, 440 702, 519 702, 480 702, 469 702, 233 702, 009 701, 803 701, 757 701, 534 701, 289 700, 758 700, 430 701, 810

⑥ ⑦／ ×1000 1. 38

⑧ 検診目的受診患者数 1 6 8 8 4 5 2 5 6 3 3 7 58

紹介率・逆紹介率要件
要件１　　紹介率 ＞ 80％

① ② ③ ④　 　 －　 （ 　 　 ＋　 　 ＋　 　 ） 　 　　又は
① ② ③　 －　 （ 　 　 ＋　 　 ） 要件２　　紹介率 ＞ 65％ かつ 逆紹介率 ＞ 40％

　　又は
⑤ 要件３　　紹介率 ＞ 50％　かつ　逆紹介率 ＞ 70％

① ② ③　 －　 （ 　 　 ＋　 　 ） かつ
救急搬送患者受入数
要件１　　救急搬送患者数／救急医療圏人口×1000 ≧ 2
　　又は
要件２　　年間救急搬送患者受入数 ≧ 1000

年間逆紹介率

＝ 52. 5%

区分

紹介率

逆紹介率

年間紹介率

＝ 94. 7%

＜紹介率イメ ージ＞

（ 分子）

平日
（ 8時～18時）

休日又は夜間
平日18時～8時、

土、 日、 祝

紹
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状
あ
り

紹
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状
な
し

④

（ 分母）

平日
（ 8時～18時）
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土、 日、 祝
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り

紹
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状
な
し

救急搬送以外
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診
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救急搬送

③ ②

救急搬送以外
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診

①
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別紙３ 共同利用の実績

（ 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 ②・ ・ ・ 添付資料

１ 研修施設の共同利用

(1)院内図書館の書籍の貸出等（ 医療関係者、 公共図書館、 学校図書館を通じての提供）

① 院外医療関係者 4件 4名

医療機関等の延べ数4施設（ うち開設者と直接関係のない医療機関等の延べ数4施設）

② 公共図書館を通じた資料の紹介・ 提供 10件

（ 静岡県立中央図書館を通じ、 静岡県内の全公共図書館へ選書情報を提供）

医療機関等の延べ数10施設（ うち開設者と直接関係のない医療機関等の延べ数10施設）

③ 当室主宰の医学情報勉強会（ 対象： 公共図書館員） 7月10日 参加者52名

医療機関等の延べ数52施設（ うち開設者と直接関係のない医療機関等の延べ数52施設）

２ 高度医療機器の利用

(1)MRI の共同利用 平成28年度1件

医療機関の延べ数1施設（ うち開設者と直接関係のない医療機関の延べ数1施設）

(2)CTの共同利用 平成28年度実績なし

医療機関の延べ数0施設（ うち開設者と直接関係のない医療機関の延べ数0施設）

３ 病床の利用

平成28年度実績なし

医療機関の延べ数0施設（ うち開設者と直接関係のない医療機関の延べ数0施設）

共同利用にかかる病床の病床利用率0％

合計 医療機関等の延べ数67施設（ うち開設者と直接関係のない医療機関等の延べ数67施設）

(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 病床利用は５ 床

２ 高度医療機器の利用（ 鎮静下でのMRI 、 CT）

３ こども病院図書

(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 ③・ ・ ・ 添付資料

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

医療機器の共同利用の登録医療機関名簿に記載された医療機関数

医科 97施設

(うち開設者と直接関係のない医療機関の延べ数･･･96施設)

歯科 202施設

(うち開設者と直接関係のない医療機関の延べ数･･･201施設)

※登録医療機関名簿は、 別添のとおり

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



登録医療機関名簿（医科）

市町村名 医療機関名 法人名 医師名 診療科目 郵便番号 住     所 電話番号 開設者との関係の有無

1 静岡市 日野医院 医療法人　社団銀杏会 ****** 内･小 〒４２１－３２０２ 静岡市清水区蒲原新栄66-2 054-385-2151

2 静岡市 青木内科医院 医療法人社団　耕孝会 ****** 内・小・胃・循・放 〒４２４－０２０６ 静岡市清水区興津清見寺町143-17 054-369-1040

3 静岡市 青島整形外科 医療法人社団　明吾会 ****** 整･ﾘｳ･ﾘﾊ 〒４２２－８００７ 静岡市駿河区聖一色434-4 054-267-3330

4 静岡市 浅井内科医院 医療法人社団　俊友会 ****** 内・呼・循･整 〒４２４－０８５４ 静岡市清水区中矢部町3-15 054-352-5862

5 静岡市 安部医院 ****** 皮・泌・性・こう 〒４２４－０８１６ 静岡市清水区真砂町7-14 054-367-0035

6 静岡市 有原医院 ****** 内・心内・神・精 〒４２４－０９０１ 静岡市清水区三保915-2 054-334-0634

7 静岡市 イイダ眼科医院 ****** 眼 〒４２０－０８０５ 静岡市葵区城北94 054-246-3883

8 静岡市 いずみ眼科 ****** 眼 〒４２２－８００６ 静岡市駿河区小鹿2-1-11 054-202-6200

9 静岡市 今井産科婦人科ｸﾘﾆｯｸ ****** 産・婦 〒４２０－０００４ 静岡市葵区末広町117-1 054-275-0341

10 静岡市 植田耳鼻咽喉科医院 ****** 耳 〒４２４－０８0６ 静岡市清水区辻1-3-26 054-365-5283

11 静岡市 うえだ小児科 医療法人社団　静福会 ****** 小 〒４２２－８０３３ 静岡市駿河区登呂６-13-36 054-282-2322

12 静岡市 江良医院 医療法人社団　岳陽会 ****** 内･小 〒４２０－０９３４ 静岡市葵区岳美2-13 054-246-6336

13 静岡市 大はざま小児ｸﾘﾆｯｸ ****** 内･小 〒４２０－０８０１ 静岡市葵区東千代田2丁目26-63 054-261-3947

14 静岡市 おおや整形外科ｸﾘﾆｯｸ 医療法人社団　栄成会 ****** 整･ﾘﾊ･ﾘｳ 〒４２２－８０１７ 静岡市駿河区片山8-15 054-289-8080

15 静岡市 片山耳鼻咽喉科医院 医療法人社団　成蹊会 ****** 耳 〒４２４－０９１１ 静岡市清水区宮加三551-5 054-335-6533

16 静岡市 勝又小児科ｱﾚﾙｷﾞｰ科医院 医療法人社団　富岳会 ****** 小･ｱﾚ 〒４２０－０８５２ 静岡市葵区紺屋町12-5 054-252-6801

17 静岡市 かとう整形外科医院 ****** 整･ﾘﾊ 〒４２４－００３７ 静岡市清水区袖師町1119-1 054-361-7711

18 静岡市 川崎耳鼻咽喉ｸﾘﾆｯｸ ****** 耳・気・ｱﾚ 〒４２０－００３５ 静岡市葵区七間町13-1 ｾﾌﾞﾝﾀｳﾝﾋﾞﾙ 2F 054-221-8187

19 静岡市 川野辺小児科 医療法人社団　芳誠会 ****** 小 〒４２０－０８８１ 静岡市葵区北安東3-21-17 054-245-0888

20 静岡市
かわはら医院小児科・アレル
ギー科

****** 小・ｱﾚ 〒４２２－８０３３ 静岡市駿河区登呂2-9-32 054-283-8724

21 静岡市 神山整形外科医院 ****** 整･ﾘﾊ･ﾘｳ 〒４２４－０８２１ 静岡市清水区相生町4-12 054-351-1313

22 静岡市 かん小児科ｸﾘﾆｯｸ 医療法人　社団 ****** 小･ｱﾚ 〒４２０－０８１4 静岡市葵区長沼258-7 054-267-3755

23 静岡市 北村眼科医院 ****** 眼 〒４２４－０９４８ 静岡市清水区梅田町3-7 054-353-1285

24 静岡市 草薙眼科 ****** 眼 〒４２４－０８８８ 静岡市清水区中之郷1-2-17 054-347-3839

25 静岡市 くさなぎ宗内科医院 医療法人社団　健和会 ****** 内・消内・糖内 〒４２４－０８８６ 静岡市清水区草薙143 054-348-1114

26 静岡市 くさなぎマタニティクリニック ****** 産婦 〒４２２－８００７ 静岡市駿河区聖一色441-1 054-265-8877

27 静岡市 高良眼科医院 医療法人社団　翔武会 ****** 眼 〒４２４－０８３３ 静岡市清水区新富町8-23 054-364-1010

28 静岡市 こぐまこどもｸﾘﾆｯｸ 医療法人社団　こぐま ****** 小･ｱﾚ 〒４２２－８００４ 静岡市駿河区国吉田5-13-1 054-655-4800

29 静岡市 阪部小児科医院 ****** 小 〒４２４－０９０２ 静岡市清水区折戸1-2-30 054-334-0307

30 静岡市 さくら眼科 医療法人社団　橘桜会 ****** 眼 〒４２０－０８１６ 静岡市葵区沓谷5-7-4 054-263-4363

31 静岡市 佐々木ハートクリニック 医療法人社団玲徳会 ****** 内・循 〒４２０－０９１５ 静岡市葵区南瀬名町26-39 054-262-5811

32 静岡市 佐藤医院 医療法人　敬真会 ****** 外・内・胃 〒４２４－０８４７ 静岡市清水区大坪2-3-12 054-347-2300

33 静岡市 佐野小児科 医療法人社団　双樹会 ****** 小 〒４２１－０１２２ 静岡市駿河区用宗1-20-17 054-257-0821

34 静岡市 司馬医院 医療法人社団　石華会 ****** 外･整･ﾘﾊ・ﾘｳ 〒４２０－０８５９ 静岡市葵区栄町2-7 054-254-1576

35 静岡市 柴山ｸﾘﾆｯｸ 医療法人社団　柴山クリニック ****** 小・内・循 〒４２２－８０３３ 静岡市駿河区登呂5-11-9 054-282-0085

36 静岡市 庄司産婦人科 医療法人　社団産声会 ****** 産婦 〒４２４－０８１５ 静岡市清水区江尻東1-4-1 054-366-0861

37 静岡市 昭府小児科ｸﾘﾆｯｸ
医療法人社団　昭府小児科ク
リニック

****** 小 〒４２０－０８７１ 静岡市葵区昭府2-6-16 054-253-0252

38 静岡市 小児外科・内科杉山医院 医療法人　社団ﾊﾟｰﾑｸﾘﾆｯｸ ****** 小･内･小外･消 〒４２０－０９１３ 静岡市葵区瀬名川2-23-21 054-261-6328

39 静岡市 すながわこどもｸﾘﾆｯｸ 医療法人　社団かもっ子ｸﾗﾌﾞ ****** 小 〒４２０－０００１ 静岡市葵区井宮町103-1 054-205-2088

40 静岡市 諏訪医院 医療法人社団　諏訪医院 ****** 循・内・小･放 〒４２４－０８３７ 静岡市清水区桜橋町6-35 054-366-1869

41 静岡市 高部こどもｸﾘﾆｯｸ 医療法人社団　おひさま ****** 小 〒４２４－０００８ 静岡市清水区押切1542 054-348-5800

42 静岡市 多々良産婦人科 医療法人社団　彰実会 ****** 産婦 〒４２４－０２０４ 静岡市清水区興津中町1362-6 054-369-0526

43 静岡市 土川整形外科 医療法人秀樹会 ****** 整･ﾘﾊ 〒４２４－００４７ 静岡市清水区鶴舞町4-12 054-365-2355

44 静岡市 てらむらｸﾘﾆｯｸ
医療法人　社団てらむらクリ
ニック

****** 小･内･神内 〒４２０－０８０３ 静岡市葵区千代田6-30-13 054-263-1771

45 静岡市 東新田福地診療院 医療法人　福恵会 ****** 外･消･肛･整･ﾘﾊ 〒４２１－０１１２ 静岡市駿河区東新田5-16-10 054-256-8888

46 静岡市 戸田ｸﾘﾆｯｸ
医療法人社団静岡戸田クリ
ニック

****** 小・皮・ｱﾚ 〒４２２－８０４１ 静岡市駿河区中田2-3-17 054-285-3821

47 静岡市 富松ﾚﾃﾞｨｽｸﾘﾆｯｸ 医療法人　社団健智会 ****** 産・婦･内 〒４２０－０８０１ 静岡市葵区東千代田1-1-3 054-261-1730

48 静岡市 ともの整形外科クリニック 医療法人　社団ともの ****** 整･ﾘﾊ･ﾘｳ 〒４２０－０８10 静岡市葵区上土1-1-71 054-262-3120

49 静岡市 中川内科・小児科医院 医療法人社団和陽会 ****** 内・小 〒４２４－０００７ 静岡市清水区石川新町8-31 054-346-7141

50 静岡市 長沢内科胃腸科医院 ****** 内・胃・循 〒４２４－０８３１ 静岡市清水区入江1-10-2 054-366-1754

51 静岡市 中村眼科医院 医療法人社団駿明会 ****** 眼 〒４２４－０８０９ 静岡市清水区天神1-11-24 054-366-8488

52 静岡市 望月整形外科 ****** 整･ﾘﾊ･ﾘｳ 〒４２２－８０２７ 静岡市駿河区豊田1-1-20 054-203-5500

53 静岡市 小児科ののだ医院 ****** 小 〒４２１－０１１３ 静岡市駿河区下川原5-19-15 054-258-2785

54 静岡市 長谷川産婦人科 ****** 産婦 〒４２４－０８２６ 静岡市清水区万世町2-2-10 054-352-5231

55 静岡市 ばば小児科 医療法人社団　ばば医院 ****** 小･ｱﾚ 〒４２４－０８８６ 静岡市清水区草薙3-15-10 054-347-2688

56 静岡市 原小児科医院 ****** 小･ｱﾚ 〒４２４－０８５２ 静岡市清水区神田町5-5 054-352-6367

57 静岡市
日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ株式会社清
水事業所診療所

****** 内 〒４２４－０９２６ 静岡市清水区村松390 054-335-9934

58 静岡市 広川医院 医療法人清広会 ****** 小・内 〒４２４－００４１ 静岡市清水区高橋3-4-40 054-364-3489

59 静岡市 福地外科循環器科医院 ****** 整･こう・消・外・リハ･内・呼・胃・循 〒４２４－００６６ 静岡市清水区七つ新屋2-4-15 054-345-2406

60 静岡市 福間産婦人科クリニック
医療法人社団　福間産婦人科
クリニック

****** 産・婦 〒４２２－８０５８ 静岡市駿河区中原739-1 054-285-7717

61 静岡市 船越ｸﾘﾆｯｸ ****** 内・消 〒４２４－０８６５ 静岡市清水区北矢部830-12 054-353-7667

62 静岡市 増田こどもｸﾘﾆｯｸ 医療法人社団ｷｯｽﾞﾜｰﾙﾄﾞ ****** 小･ｱﾚ 〒４２２－８０２７ 静岡市駿河区豊田1-8-30 054-288-3770

63 静岡市 松浦整形外科 ****** 整･ﾘﾊ･ﾘｳ・放 〒４２４－０８７２ 静岡市清水区平川地7-30 054-344-7500

64 静岡市 松永医院 ****** 婦・小 〒４２４－０８３７ 静岡市清水区桜橋町4-32 054-366-2205

65 静岡市 松本整形外科・皮膚科 医療法人慶清会 ****** 整・ 〒４２４－０９２６ 静岡市清水区村松1-1-58 054-337-0228

66 静岡市 まつとみｸﾘﾆｯｸ 医療法人　社団松英会 ****** 外･消･小外･肛 〒４２０－０９４１ 静岡市葵区上伝馬23-18 054-205-4777

67 静岡市 まつもとこどもｸﾘﾆｯｸ ****** 小･ｱﾚ 〒４２１－０１３２ 静岡市駿河区上川原16-18 054-259-7755

68 静岡市 三上医院 医療法人社団康済会 ****** 内・消・循 〒４２４－０１１３ 静岡市清水区原56-12 054-366-7207

69 静岡市 宮城島内科医院 医療法人　社団慈善会 ****** 内･胃･循 〒４２０－０９３７ 静岡市葵区唐瀬1-2-27 054-247-5875

70 静岡市 宮澤皮膚科医院
医療法人社団宮澤皮膚科医
院

****** 皮 〒４２４－００５５ 静岡市清水区吉川242-1 054-345-6362

71 静岡市 宮原産婦人科医院 医療法人社団千尚会 ****** 産婦 〒４２４－０９２5 静岡市清水区村松地先新田13-1 054-334-0975

72 静岡市 宮原内科医院 ****** 内･胃･循・小 〒４２４－０８４４ 静岡市清水区西高町14-22 054-352-3644

73 静岡市 向井内科循環器科ｸﾘﾆｯｸ ****** 内･循 〒４２４－０８８６ 静岡市清水区草薙1-10-12 054-347-1020

74 静岡市 村上ｸﾘﾆｯｸ ****** 泌・放 〒４２４－０８３５ 静岡市清水区入江岡町4-1 054-352-8137

75 静岡市 村上小児科 ****** 小・婦 〒４２４－０８８４ 静岡市清水区草薙一里山19-7 054-345-6712

76 静岡市 望月ｸﾘﾆｯｸ ****** 泌・外・性 〒４２４－０８５８ 静岡市清水区大沢町2-14 054-352-4375

77 静岡市 望月産婦人科医院 ****** 産婦 〒４２４－０８１４ 静岡市清水区本郷町2-15 054-367-0013

78 静岡市 望月小児科医院 医療法人　社団山望会 ****** 小・精 〒４２０－０８５３ 静岡市葵区追手町1-27 054-252-0422

79 静岡市 森本小児科医院 ****** 小 〒４２４－００２３ 静岡市清水区八坂北1-7-11 054-366-9166

80 静岡市 八千代ｸﾘﾆｯｸ ****** 小・皮 〒４２４－０９４６ 静岡市清水区八千代町3-24 054-351-3366

81 静岡市 山崎医院 医療法人社団ミュー ****** 内・消・小 〒４２２－８０６４ 静岡市駿河区新川1-19-5 054-285-6811

82 静岡市 山田医院 ****** 内･小･消 〒４２２－８００７ 静岡市駿河区聖一色473-1 054-262-2919

83 静岡市 山田小児科医院 ****** 内・小・放 〒４２４－０９４９ 静岡市清水区本町5-6 054-352-5312

84 静岡市 吉田ｸﾘﾆｯｸ 医療法人社団吉田クリニック ****** 心内・精神 〒４２４－０８１７ 静岡市清水区銀座1-23 054-361-0660

85 静岡市 吉永医院 医療法人社団永仁会 ****** 内・外 〒４２４－０８１５ 静岡市清水区江尻東町1-1-38 054-366-2722

86 静岡市 ら（羅）眼科 ****** 眼 〒４２２－８０６７ 静岡市駿河区南町14-25ｴｽﾊﾟﾃｨｵﾋﾞﾙ2-201-H 054-202-1688

87 静岡市 渡辺外科医院 ****** こう・整・外・皮・胃 〒４２４－０８８４ 静岡市清水区草薙一里山3-33 054-346-8105

88 静岡市 渡辺内科医院 医療法人社団浩栄会 ****** 内・胃・消 〒４２４－０８３５ 静岡市清水区上清水町11-18 054-352-2538

89 静岡市 静岡県立総合病院 ****** 小 〒４２０－８５２７ 静岡市葵区北安東4-27-1 054-247-6111 有

90 静岡市 静岡市立静岡病院 ****** 小 〒４２０－８６３０ 静岡市葵区追手町10-93 054-253-3125

91 静岡市 静岡市立清水病院 ****** 小 〒４２４－８６３６ 静岡市清水区宮加三1231 0543-36-1111

92 静岡市 静岡済生会総合病院 ****** 小 〒４２２－８５２７ 静岡市駿河区小鹿1-1-1 054-285-6171

93 静岡市 総合病院　静岡厚生病院 ****** 小 〒４２０－８６２３ 静岡市葵区北番町23 054-271-7177

94 静岡市 総合病院　清水厚生病院 ****** 小 〒４２４－０１１４ 静岡市清水区庵原町578-1 0543-66-3333

95 静岡市 社会保険 桜ヶ丘総合病院 ****** 小 〒４２４－０８３６ 静岡市清水区桜ヶ丘町13-23 0543-53-5311

96 静岡市 山の上病院 医療法人　社団健寿会 ****** 内・整・ﾘﾊ 〒４２４－０１０４ 静岡市清水区草ヶ谷651-7 0543-63-1023

97 静岡市 静岡徳洲会病院 医療法人　沖縄徳洲会 ****** 小 〒４２１－０１１３ 静岡市駿河区下川原南１１－１ 054-256-8008

登録医療機関　97施設　　（うち開設者と直接関係のない医療機関　96施設）　　



登録医療機関名簿（歯科）

市町村名 医療機関名 法人名 医師名 診療科目 郵便番号 住     所 電話番号 開設者との関係の有無

1 静岡市 ｱｵｷ歯科医院 ****** 歯 〒４２２－８０４１ 静岡市駿河区中田3-1-41 054-285-8511

2 静岡市 赤堀歯科医院 ****** 歯･小歯・矯歯 〒４２０－０９０５ 静岡市葵区南沼上2-13-1 054-263-7858

3 静岡市 秋山歯科医院 ****** 歯 〒４２２－８０３２ 静岡市駿河区有東3-4-47 054-285-8247

4 静岡市 麻機歯科 ****** 歯 〒４２０－０９６１ 静岡市葵区北111-10 054-247-7108

5 静岡市 阿野歯科医院 ****** 歯 〒４２０－００３２ 静岡市葵区両替町1-1 054-253-4026

6 静岡市 ｱﾋﾙの子歯科
医療法人 社団ｺﾛﾑﾋﾞｱ
会

****** 小歯・矯歯 〒４２０－０804 静岡市葵区竜南1-11-34 054-246-2222

7 静岡市 安倍歯科医院 ****** 歯・小歯 〒４２１－０１１５ 静岡市駿河区みずほ4-10-5 054-257-5201

8 静岡市 庵之下歯科医院 ****** 歯 〒４２２－８００６ 静岡市駿河区曲金6-1-32 054-285-4035

9 静岡市 いいやま歯科 ****** 歯・小歯・矯歯 〒４２０－０８３９ 静岡市葵区鷹匠3-2-4 054-209-1180

10 静岡市 石上歯科医院 ****** 歯 〒４２２－８０５８ 静岡市駿河区中原340 054-285-5321

11 静岡市 石上歯科医院 ****** 歯 〒４２１－１２１５ 静岡市葵区羽鳥1053 054-278-1000

12 静岡市 いしかわ歯科 ****** 歯・小歯 〒４２２－８０２７ 静岡市駿河区豊田1-4-7 054-285-4520

13 静岡市 石崎歯科医院 ****** 歯 〒４２０－００４２ 静岡市葵区駒形通6-9-2 054-251-7448

14 静岡市 石田歯科医院 ****** 歯 〒４２１－０１３１ 静岡市駿河区手越原264-12 054-258-4111

15 静岡市 一心堂歯科 ****** 歯 〒４２０－０００１ 静岡市葵区井宮102-4  054-271-4570

16 静岡市 今村歯科医院 ****** 歯 〒４２０－００６５ 静岡市葵区新通2-1-20 054-253-0543

17 静岡市 岩崎矯正歯科ｸﾘﾆｯｸ ****** 矯歯 〒４２２－８０６７ 静岡市駿河区南町3-12　ｽｸｳｪｱ･ｴｽ1F 054-238-3866

18 静岡市 ｴﾙﾑ歯科 ****** 歯・小歯 〒４２１－１２１３ 静岡市葵区山崎1-25-32 054-278-3131

19 静岡市 大石歯科医院 ****** 歯 〒４２０－０８４１ 静岡市葵区上足洗4-4-5-2 054-245-2777

20 静岡市 大石歯科医院 ****** 歯 〒４２０－０８５２ 静岡市葵区紺屋町6-10 054-252-0805

21 静岡市 大石歯科医院 ****** 歯 〒４２２－８０６６ 静岡市駿河区泉町1-14 054-285-3528

22 静岡市 大枝歯科医院 ****** 歯 〒４２０－０９６５ 静岡市葵区有永424-3 054-247-0680

23 静岡市 歯科大久保医院 ****** 歯 〒４２０－００３２ 静岡市葵区両替町2-6-3 054-252-3243

24 静岡市 太田歯科ｸﾘﾆｯｸ ****** 歯・小歯・矯歯 〒４２０－０８６１ 静岡市葵区丸山町76 054-247-0505

25 静岡市 大畑歯科医院 ****** 歯 〒４２０－００３１ 静岡市葵区呉服町2-7　静専ﾋﾞﾙ4F 054-252-0738

26 静岡市 大場歯科医院 ****** 歯 〒４２０－０８４５ 静岡市葵区太田町12　仲野ﾋﾞﾙ4F 054-246-2160

27 静岡市 大村歯科医院 ****** 歯 〒４２０－０８７３ 静岡市葵区籠上5-2 054-271-3377

28 静岡市 おぎ原歯科医院 ****** 歯・小歯・矯歯 〒４２０－００３５ 静岡市葵区七間町13-10　ｱﾄﾗﾝﾀﾋﾞﾙ4F 054-252-4897

29 静岡市 おきつ歯科医院 ****** 歯・矯歯 〒４２１－１２０１ 静岡市葵区新間1053 054-278-7800

30 静岡市 尾崎歯科医院 ****** 歯 〒４２０－０００５ 静岡市葵区北番町90 054-271-5430

31 静岡市 小澤歯科医院 ****** 歯 〒４２０－００３４ 静岡市葵区常磐町2-5-7 054-252-1803

32 静岡市 小澤歯科ｸﾘﾆｯｸ ****** 歯 〒４２２－８０３６ 静岡市駿河区敷地2-10-24 054-237-7272

33 静岡市 ｵｼｶ歯科医院 医療法人　社団静秋会 ****** 歯 〒４２２－８００５ 静岡市駿河区池田860-1 054-262-3303

34 静岡市 音羽歯科ｸﾘﾆｯｸ 医療法人　社団仁静会 ****** 歯･小・歯口 〒４２０－０８３４ 静岡市葵区音羽町21-20　静鉄音羽ﾋﾞﾙ2F　　　　　　　　 054-251-3011

35 静岡市 ｵﾘｴﾝﾄ歯科医院 医療法人　社団静医会 ****** 歯・小歯 〒４２２－８０６７ 静岡市駿河区南町10-12 054-281-8488

36 静岡市 片渕歯科医院 ****** 歯 〒４２２－８０２６ 静岡市駿河区富士見台2-9-27 054-281-8816

37 静岡市 かたやま矯正歯科 ****** 矯歯 〒４２０－００３１ 静岡市葵区呉服町2-2-14 054-221-8818

38 静岡市 片山歯科医院 ****** 歯・歯口 〒４２０－０８６６ 静岡市葵区西草深町17-6 054-253-6800

39 静岡市 片山歯科ｸﾘﾆｯｸ ****** 歯・歯口 〒４２０－０８３９ 静岡市葵区鷹匠1-1-1 6F 054-271-8228

40 静岡市 可知歯科医院 ****** 歯 〒４２０－０８６６ 静岡市葵区西草深町31-13 054-245-4620

41 静岡市 勝田歯科医院 ****** 歯 〒４２０－０８２４ 静岡市葵区春日町13 054-246-8644

42 静岡市 桂歯科ｸﾘﾆｯｸ ****** 歯・矯歯 〒４２０－００７４ 静岡市葵区四番町12 054-272-3774

43 静岡市 加藤歯科医院 ****** 歯 〒４２０－０８８１ 静岡市葵区北安東2-2-9 054-245-5362

44 静岡市 加藤歯科医院 ****** 歯 〒４２０－０８６６ 静岡市葵区西草深町20-1 054-252-5079

45 静岡市 加藤歯科医院 ****** 歯 〒４２２－８０３５ 静岡市駿河区宮竹1-4-18 054-237-3515

46 静岡市 狩野歯科医院 ****** 歯 〒４２１－０１１５ 静岡市駿河区みずほ1-26-3 054-258-1204

47 静岡市 かみや歯科 ****** 歯・小歯 〒４２０－０８３９ 静岡市葵区鷹匠3-18-4 054-209-1188

48 静岡市 川口歯科医院 ****** 歯・小歯・矯歯 〒４２０－０８５３ 静岡市葵区追手町2-16 054-252-3676

49 静岡市 河村中町歯科 ****** 〒４２０－００２４ 静岡市葵区中町7-2　沢野ﾋﾞﾙ2F 054-254-7787

50 静岡市 河村歯科矯正歯科 ****** 歯・小歯・矯歯 〒４２０－００２２ 静岡市葵区車町52 054-252-4688

51 静岡市 きしえ歯科
医療法人 社団悠々の
里

****** 歯 〒４２２－８０１７ 静岡市駿河区大谷4582-1 054-237-8868

52 静岡市 きたじま歯科医院 ****** 歯・小歯・矯歯 〒４２０－０９４３ 静岡市葵区上伝馬12-30 054-271-1180

53 静岡市 北島歯科医院 ****** 歯 〒４２２－８０６３ 静岡市駿河区馬渕2-4-22 054-285-5064

54 静岡市 北村歯科医院 ****** 歯 〒４２１－０１０３ 静岡市駿河区丸子4-19-1 054-259-1523

55 静岡市 木下歯科医院 ****** 歯 〒４２１－２１１５ 静岡市葵区与左衛門新田39-10 054-296-0015

56 静岡市 ｸﾞﾘｰﾝﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ ****** 歯 〒４２１－０１３２ 静岡市駿河区上川原3-4-33 054-257-2628

57 静岡市 ｸﾘｽﾀﾙ歯科 ****** 歯 〒４２０－０９４４ 静岡市葵区新伝馬3-3-7 054-253-6666

58 静岡市 くりやま歯科医院 ****** 歯 〒４２０－０８８６ 静岡市葵区大岩4-24-1 054-246-4554

59 静岡市 黒柳歯科医院 ****** 歯 〒４２０－０８３９ 静岡市葵区鷹匠2-1-20 054-253-0295

60 静岡市 敬天堂歯科呉服町ｸﾘﾆｯｸ ****** 歯・小歯・矯歯 〒４２０－００３１ 静岡市葵区呉服町1-4-6　松浦ﾋﾞﾙ 054-255-5125

61 静岡市 五井歯科医院 ****** 歯・小歯 〒４２０－０８１２ 静岡市葵区古庄3-19-34 054-261-8501

62 静岡市 小出歯科医院 ****** 歯 〒４２０－０８４５ 静岡市葵区太田町43 054-245-1947

63 静岡市 小菅矯正歯科 ****** 矯歯 〒４２０－０８５３ 静岡市葵区追手町2-20千代田生命静岡ﾋﾞﾙ2F            054-254-8241

64 静岡市 小林歯科医院 ****** 歯 〒４２０－００３２ 静岡市葵区両替町2-4-2　小林ﾋﾞﾙ 4F 054-272-6480

65 静岡市 是永歯科医院 医療法人　社団慈照会 ****** 歯 〒４２０－００３５ 静岡市葵区上石町5-6 054-252-4581

66 静岡市 近藤歯科医院 ****** 歯 〒４２１－０１０２ 静岡市駿河区手越128 054-259-9617

67 静岡市 近藤矯正歯科医院 ****** 矯歯 〒４２０－００３１ 静岡市葵区呉服町1-6-8　ｻﾝｸﾚｽﾄﾋﾞﾙ4F                    054-251-5878

68 静岡市 酒詰歯科医院 ****** 歯 〒４２１－１３１４ 静岡市葵区大原1002-1 054-270-1914

69 静岡市 坂本歯科医院 ****** 歯 〒４２０－０８５１ 静岡市葵区黒金49　ﾊﾟﾙｼｪ7F 054-254-2074

70 静岡市 佐塚歯科ｸﾘﾆｯｸ ****** 歯・小歯・歯口 〒４２２－８０６５ 静岡市駿河区宮本町8-32 054-286-6936

71 静岡市 佐藤歯科医院 ****** 歯 〒４２０－０８７１ 静岡市葵区昭府2-6-17 054-272-8214

72 静岡市 佐藤歯科ｸﾘﾆｯｸ ****** 〒４２１－１２１５ 静岡市葵区羽鳥1266-4 054-278-9995

73 静岡市 ｻﾆｰ歯科医院 ****** 歯・小歯・矯歯 〒４２２－８０３２ 静岡市駿河区有東3-9-24 054-285-7164

74 静岡市 佐野歯科医院 ****** 歯 〒４２１－２１１４ 静岡市葵区安倍口新田547-1 054-296-2233

75 静岡市 ｻﾝ･ﾃﾞﾝﾀﾙ･ｸﾘﾆｯｸ ****** 歯 〒４２０－０８０１ 静岡市葵区東千代田3-8-37 054-263-1488

76 静岡市 四條歯科医院 ****** 歯 〒４２０－０８４６ 静岡市葵区城東町12-4 054-245-3350

77 静岡市
静岡県職員互助会診療
所歯科

****** 〒４２０－０８５３ 静岡市葵区追手町9-6 054-221-2397

78 静岡市 篠田歯科医院 ****** 歯・小歯 〒４２２－８０４１ 静岡市駿河区中田1-1-16 054-286-8711

79 静岡市 下野歯科医院 ****** 歯 〒４２０－０８４４ 静岡市葵区緑町7-30 054-247-3188

80 静岡市 司馬歯科医院 ****** 歯 〒４２２－８０３２ 静岡市駿河区有東1-16-5 054-282-8241

81 静岡市 柴田歯科医院 ****** 歯 〒４２０－００６８ 静岡市葵区田町2-37 054-253-2244

82 静岡市 下村歯科医院 ****** 歯 〒４２０－００６２ 静岡市葵区上新富町5-6 054-252-4843

83 静岡市 下村歯科医院 ****** 歯 〒４２２－８０４７ 静岡市駿河区中村町211-1　桔梗ﾋﾞﾙ 054-281-0048

84 静岡市 新庄歯科医院 ****** 歯 〒４２２－８０７６ 静岡市駿河区八幡 5-7-3 054-282-3463

85 静岡市 杉本歯科医院 ****** 歯 〒４２０－０８１６ 静岡市葵区沓谷5-6-3 054-261-1758

86 静岡市 杉山歯科医院 ****** 歯 〒４２０－０８０４ 静岡市葵区竜南3-16-25 054-209-1155

87 静岡市 鈴木歯科医院 ****** 歯 〒４２０－００４１ 静岡市葵区双葉町9-5 054-253-6663
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88 静岡市 ｽﾏｲﾙ歯科ｸﾘﾆｯｸ ****** 歯 〒４２０－０９３４ 静岡市葵区岳美9-23 054-245-2044

89 静岡市 住建ﾋﾞﾙ歯科 ****** 歯 〒４２０－０８５８ 静岡市葵区伝馬町24-2　住建ﾋﾞﾙ2F 054-255-0759

90 静岡市 ｽﾐｽ歯科医院 ****** 歯 〒４２１－０１１２ 静岡市駿河区東新田1-1-48 054-256-4416

91 静岡市 ｾｷﾈ歯科ｸﾘﾆｯｸ ****** 歯・小歯 〒４２０－０８８２ 静岡市葵区安東1-7-3 054-209-5115

92 静岡市 曽根歯科医院 ****** 歯 〒４２０－０８７３ 静岡市葵区籠上9-21 054-253-4618

93 静岡市 第一歯科診療室 ****** 歯・小歯・矯歯 〒４２０－０８５７ 静岡市葵区御幸町4-2　ﾎﾟｱﾝｿﾝﾋﾞﾙ2F 054-272-1351

94 静岡市 高木歯科医院 ****** 歯 〒４２０－０８３２ 静岡市葵区横内町35 054-245-3266

95 静岡市 高木歯科ｸﾘﾆｯｸ ****** 歯・小歯 〒４２２－８０２１ 静岡市駿河区小鹿1-20-17 054-286-0648

96 静岡市 高成田歯科医院 ****** 歯 〒４２２－８０４２ 静岡市駿河区石田1-10-1 054-285-3702

97 静岡市 高橋歯科医院 ****** 歯 〒４２１－２１１４ 静岡市葵区安倍口新田68-3 054-296-6302

98 静岡市 高橋歯科ｸﾘﾆｯｸ ****** 歯・小歯・矯歯 〒４２０－０８７６ 静岡市葵区平和3-3-1 054-273-6480

99 静岡市 高林歯科医院 ****** 歯 〒４２０－０８３９ 静岡市葵区鷹匠2-11-11 054-253-7446

100 静岡市 竹内歯科医院 ****** 歯 〒４２１－０１２１ 静岡市駿河区広野3-9-1 054-259-2517

101 静岡市 竹下歯科医院 ****** 歯 〒４２１－０１２２ 静岡市駿河区用宗1-27-14 054-256-2772

102 静岡市 竹下歯科医院 ****** 歯 〒４２０－００３５ 静岡市葵区七間町15-1 054-253-4244

103 静岡市 竹下歯科医院 ****** 歯 〒４２２－８０７６ 静岡市駿河区八幡2-14-20 054-285-5004

104 静岡市 竹下眞歯科医院 ****** 歯 〒４２０－００１１ 静岡市葵区安西1-2-19 054-251-3355

105 静岡市 竹島歯科医院 ****** 歯 〒４２２－８０２１ 静岡市駿河区小鹿2-1-2 054-285-0521

106 静岡市 多田祐二歯科医院 ****** 歯 〒４２２－８０６３ 静岡市駿河区馬渕3-1-17 054-282-1011

107 静岡市 太刀川歯科医院 ****** 歯・小歯 〒４２０－００３９ 静岡市葵区上石町2-1 054-252-2834

108 静岡市 田中歯科医院 ****** 歯 〒４２０－０８４１ 静岡市葵区上足洗1-1-34 054-245-4503

109 静岡市 たなか歯科医院 ****** 歯 〒４２０－００２５ 静岡市葵区金座町47-1 054-255-5058

110 静岡市 田中歯科 ****** 歯 〒４２０－０９２３ 静岡市葵区川合1027-6 054-264-1311

111 静岡市 田野歯科医院 医療法人　社団貴絢会 ****** 歯・小歯 〒４２２－８０４４ 静岡市駿河区西脇994-1 054-283-0026

112 静岡市 ﾁﾜﾀ歯科医院 ****** 歯 〒４２０－００３１ 静岡市葵区呉服町2-1-3 054-252-5410

113 静岡市 塚田歯科医院 ****** 歯 〒４２０－００１８ 静岡市葵区土太夫町17-1 054-271-5511

114 静岡市 土屋歯科医院 ****** 歯 〒４２０－０８０３ 静岡市葵区千代田7-9-38 054-263-6305

115 静岡市 寺尾歯科医院 ****** 歯・小歯 〒４２２－８００４ 静岡市駿河区国吉田4-6-30 054-261-6242

116 静岡市 てんま歯科 ****** 歯 〒４２０－０８５８ 静岡市葵区伝馬町16-9 054-253-5572

117 静岡市 遠山歯科医院 ****** 歯 〒４２０－００３９ 静岡市葵区上石町7-3 054-252-5395

118 静岡市 戸塚歯科医院 ****** 歯 〒４２０－００６４ 静岡市葵区本通1-3-2 054-253-1038

119 静岡市 ﾄﾓﾉ歯科･口腔外科ｸﾘﾆｯｸ ****** 歯・歯口 〒４２０－０８０３ 静岡市葵区千代田1-11 054-200-5600

120 静岡市 ﾄﾖﾀ歯科医院 ****** 歯・矯歯・小歯 〒４２０－０９１６ 静岡市葵区瀬名中央4-7-15ﾓﾝﾚｰﾌﾞ瀬名103               054-264-2244

121 静岡市 鳥居歯科医院 ****** 歯 〒４２０－０８８２ 静岡市葵区安東1-23-2 054-247-2966

122 静岡市 鳥海歯科医院 ****** 歯 〒４２０－０８３１ 静岡市葵区水落町5-12 054-245-9268

123 静岡市 ﾄﾘｽ歯科 医療法人　社団誠慶会 ****** 歯・矯歯・小歯 〒４２０－００３５ 静岡市葵区七間町3-4　七間町ﾊｲﾑ3F 054-255-0703

124 静岡市 鳥巣歯科医院 医療法人　社団忠勇会 ****** 歯・小歯・矯歯 〒４２２－８００５ 静岡市駿河区池田243-3 054-263-5322

125 静岡市 土井歯科医院 ****** 歯・小歯 〒４２１－０１０３ 静岡市駿河区丸子1-6-68 054-256-5611

126 静岡市 中島歯科医院 ****** 歯 〒４２２－８００６ 静岡市駿河区曲金3-5-37 054-282-9212

127 静岡市 中館歯科医院 ****** 歯 〒４２０－００６４ 静岡市葵区本通6-2-4 054-254-6612

128 静岡市 仲野歯科医院 ****** 歯 〒４２０－０８０５ 静岡市葵区城北2-3-7 054-247-0461

129 静岡市 中野歯科医院 ****** 歯・矯歯 〒４２２－８０７６ 静岡市駿河区八幡2-2-14 054-281-8844

130 静岡市 仲野歯科医院 ****** 歯 〒４２２－８０７２ 静岡市駿河区小黒1-1-17 054-285-3946

131 静岡市 長井歯科口腔外科 ****** 歯・歯口 〒４２０－０９１６ 静岡市葵区瀬葵区名中央4-5-65 054-267-2221

132 静岡市 永田歯科医院 ****** 歯 〒４２０－００６１ 静岡市葵区新富町3-34 054-254-6730

133 静岡市 ながの歯科医院 ****** 歯 〒４２１－１３１１ 静岡市葵区富沢369 054-270-1919

134 静岡市 永野歯科医院 ****** 歯 〒４２１－０１１３ 静岡市駿河区下川原2-22-18 054-258-8241

135 静岡市 なつめ歯科医院 ****** 歯 〒４２２－８０４４ 静岡市駿河区西脇682　ｽｶｲﾌﾟﾗｻﾞおか104 054-285-9927

136 静岡市 ﾅﾝﾊﾞ歯科医院 ****** 歯・歯口 〒４２２－８０３６ 静岡市駿河区敷地2-2-3 054-237-7535

137 静岡市 西千代田大村歯科医院 ****** 歯 〒４２０－０８４７ 静岡市葵区西千代田町29-6 054-209-1110

138 静岡市 ﾆｼﾅ歯科医院 ****** 歯・小歯・矯歯 〒４２０－００６８ 静岡市葵区田町1-1-3 054-252-7409

139 静岡市 仁科歯科医院 ****** 歯 〒４２２－８０６３ 静岡市駿河区馬渕3-12-14 054-283-4555

140 静岡市 根本歯科医院 ****** 歯・小歯・矯歯 〒４２０－０８１６ 静岡市葵区沓谷5-13-5 054-208-1991

141 静岡市 のぞみ歯科 ****** 歯・小歯 〒４２２－８００６ 静岡市駿河区曲金3-1-5　ｲﾄｰﾖｰｶ堂2F 054-284-3741

142 静岡市 のなか歯科医院 ****** 歯 〒４２０－０９６１ 静岡市葵区北字宮ノ前1753-7 054-247-5580

143 静岡市 ﾊﾟｰﾙ歯科 ****** 歯・小歯・矯歯 〒４２０－０９１３ 静岡市葵区瀬名川1-31-33 054-262-4433

144 静岡市 萩原歯科医院 ****** 歯 〒４２２－８０３３ 静岡市駿河区登呂5-11-23 054-283-0170

145 静岡市 はじめ歯科医院 ****** 歯･小 〒４２２－８００６ 静岡市駿河区池田135-1 054-282-2552

146 静岡市 長谷川歯科医院 ****** 歯 〒４２１－０１１３ 静岡市駿河区下川原6-19-6 054-258-8488

147 静岡市 八田歯科医院 ****** 歯・小歯・矯歯 〒４２０－０００５ 静岡市葵区北番町142-3 054-255-1245

148 静岡市 羽田歯科医院 ****** 歯・小歯・矯歯 〒４２２－８０２１ 静岡市駿河区小鹿856-3 054-284-1611

149 静岡市 原歯科医院 ****** 歯・小歯・矯歯 〒４２０－０８８２ 静岡市葵区安東1-5-22 054-245-3122

150 静岡市 はらき歯科医院 ****** 歯・小歯 〒４２０－０９１１ 静岡市葵区瀬名5-15-8 054-265-1212

151 静岡市 久永歯科医院 ****** 歯・小歯 〒４２０－０８３４ 静岡市葵区音羽町23-13 054-272-8148

152 静岡市 ﾌｧﾐﾘｰ歯科 ****** 歯 〒４２０－０８３１ 静岡市葵区水落町10-2 054-246-8311

153 静岡市 深沢歯科医院 ****** 歯 〒４２２－８０４７ 静岡市駿河区中村町202-3 054-288-0834

154 静岡市 ﾌｶﾜ矯正歯科医院 医療法人　社団清峰会 ****** 歯・矯歯 〒４２０－０８５７ 静岡市葵区御幸町8-1　大和銀行ﾋﾞﾙ2F 　　　　　　 054-255-8533

155 静岡市 ﾌｷﾀ歯科 ****** 歯 〒４２２－８０３３ 静岡市駿河区登呂2-15-8 054-284-2333

156 静岡市 福士歯科医院 医療法人　社団福歯会 ****** 歯 〒４２１－２１１４ 静岡市葵区安倍口新田452-11 054-296-2310

157 静岡市 ﾌﾀﾊﾞ歯科 ****** 歯・小 〒４２０－０８０３ 静岡市葵区千代田4-3-19 054-245-9898

158 静岡市 ﾌﾚﾝﾄﾞ歯科 医療法人　社団雅会 ****** 歯･小･矯 〒４２０－０９１５ 静岡市葵区南瀬名町4-20 054-263-8832

159 静岡市 保住歯科医院 ****** 歯 〒４２０－０９２３ 静岡市葵区川合130-16 054-261-0835

160 静岡市 ﾎﾟﾌﾟﾗ歯科 ****** 歯 〒４２２－８０６３ 静岡市駿河区馬渕4-16-40 054-283-4940

161 静岡市 牧野歯科医院 医療法人　社団 ****** 歯 〒４２０－０８７３ 静岡市葵区籠上11-1 054-251-7522

162 静岡市 増井歯科医院 ****** 歯・小歯 〒４２２－８０４６ 静岡市駿河区中島705-24 054-285-5877

163 静岡市 ますだ歯科医院 ****** 歯・小歯 〒４２２－８００７ 静岡市駿河区聖一色424-6  054-264-4610

164 静岡市 松崎ﾃﾞﾝﾀﾙｵﾌｨｽ 医療法人　社団善歯会 ****** 歯・小歯・歯口 〒４２２－８０４２ 静岡市駿河区石田1-16-14 054-287-7363

165 静岡市 みかん歯科医院 ****** 歯 〒４２１－１２２１ 静岡市葵区牧ヶ谷2102 054-277-3908

166 静岡市 溝口歯科医院 ****** 歯 〒４２０－０８８１ 静岡市葵区北安東4-1-18 054-246-5735

167 静岡市
三菱電機健康増進ｾﾝﾀｰ
歯科

****** 〒４２２－８０２１ 静岡市駿河区小鹿3-18-1 054-287-3163

168 静岡市 ﾐﾂﾓﾄ歯科医院 ****** 歯 〒４２０－００５３ 静岡市葵区弥勒2-6-10  054-251-2101

169 静岡市 みまつ渡辺歯科医院 ****** 歯・小・矯 〒４２０－０８０３ 静岡市葵区千代田1-3-7 054-209-1133

170 静岡市 宮下歯科医院 ****** 歯 〒４２０－０９４１ 静岡市葵区松富3-5-30 054-273-1112

171 静岡市 むろい歯科医院 ****** 歯 〒４２１－０１１５ 静岡市駿河区みずほ2-17-10 054-257-0005

172 静岡市 ﾒﾛﾃﾞｨｰ歯科 ****** 歯 〒４２１－０１１２ 静岡市駿河区東新田1-11-26 054-258-6588

173 静岡市 望月歯科医院 ****** 歯 〒４２０－０００９ 静岡市葵区神明町100 054-254-2633

174 静岡市 森田歯科医院 ****** 歯 〒４２０－０８８２ 静岡市葵区安東1-22-25 054-247-7238

175 静岡市 森西歯科医院 ****** 歯 〒４２２－８０５７ 静岡市駿河区見瀬253 054-282-0710

176 静岡市 森山歯科医院 ****** 歯 〒４２１－０１０３ 静岡市駿河区丸子6-15-50 054-257-6243



市町村名 医療機関名 法人名 医師名 診療科目 郵便番号 住     所 電話番号 開設者との関係の有無

177 静岡市 八木歯科 医療法人　社団孝幸会 ****** 歯 〒４２０－０８５８ 静岡市葵区伝馬町3-1　深尾ﾋﾞﾙ4F 054-251-4151

178 静岡市 八木歯科東新田ｸﾘﾆｯｸ 医療法人　社団 ****** 歯 〒４２１－０１１２ 静岡市駿河区東新田4-11-16 054-258-7555

179 静岡市 八木歯科医院 ****** 歯 〒４２０－００４２ 静岡市葵区駒形通2-7-13 054-252-3895

180 静岡市 山内歯科医院 ****** 歯･小 〒４２０－０８８１ 静岡市葵区北安東4-28-31 054-248-4327

181 静岡市 ﾔﾏｼﾀ歯科医院 ****** 歯 〒４２０－０００４ 静岡市葵区末広町65-1 054-272-5855

182 静岡市 山下歯科医院 ****** 歯 〒４２０－００４２ 静岡市葵区駒形通4-2-8 054-255-6632

183 静岡市 ﾔﾏﾀﾞ歯科 ****** 歯・矯 〒４２０－０８５２ 静岡市葵区紺屋町13-1 054-252-3662

184 静岡市 山田歯科医院 ****** 歯 〒４２２－８０６２ 静岡市駿河区稲川1-2-27 054-285-6800

185 静岡市 やまだ歯科医院 ****** 歯･矯 〒４２２－８０３４ 静岡市駿河区馬渕2-11-6 054-286-6400

186 静岡市 山田歯科医院 ****** 歯 〒４２０－０８０１ 静岡市葵区東千代田2-26-54 054-261-2200

187 静岡市 山本歯科医院 ****** 歯 〒４２０－０９５６ 静岡市葵区南378-1 054-245-9838

188 静岡市 山本歯科医院 ****** 歯 〒４２０－００４２ 静岡市葵区駒形通2-2-4 054-252-1366

189 静岡市 山元歯科医院 ****** 歯 〒４２０－０８５２ 静岡市葵区紺屋町7-7　ｻﾝﾋﾟｱﾚﾋﾞﾙ5F 054-254-0011

190 静岡市 吉川歯科医院 ****** 歯 〒４２０－０８４１ 静岡市葵区上足洗1-8-60 054-247-8000

191 静岡市 吉川歯科ｸﾘﾆｯｸ ****** 歯 〒４２１－０１２２ 静岡市駿河区用宗4-16-10 054-259-5011

192 静岡市 吉野歯科医院 ****** 歯・小 〒４２０－０８８６ 静岡市葵区大岩2-26-13 054-245-2922

193 静岡市 竜南歯科医院 ****** 歯 〒４２０－０８０５ 静岡市葵区城北28-1 054-247-3121

194 静岡市 ﾘﾝﾃﾞﾝ歯科 ****** 歯 〒４２２－８０７５ 静岡市駿河区大坪町14-13 054-283-2030

195 静岡市 若尾歯科医院 ****** 歯 〒４２０－８０１７ 静岡市駿河区大谷3696 054-237-1122

196 静岡市 わかば歯科ｸﾘﾆｯｸ ****** 歯 〒４２０－０９４４ 静岡市葵区新伝馬3-23-32 054-250-8191

197 静岡市 渡辺歯科医院 ****** 歯 〒４２２－８０４１ 静岡市駿河区中田2-4-32 054-285-8260

198 静岡市 ﾜﾀﾅﾍﾞ歯科第2ｸﾘﾆｯｸ ****** 〒４２２－８０７７ 静岡市駿河区大和1-5-16 054-285-8400

199 静岡市 静岡県立総合病院 ****** 口外 〒４２０－８５２７ 静岡市葵区北安東4-27-1                                 054-247-6111 有

200 静岡市 静岡市立病院 ****** 口外 〒４２０－８６３０ 静岡市葵区追手町10-93 054-253-3125

201 静岡市 静岡済生会総合病院 ****** 歯・口外 〒４２２－８５２７ 静岡市駿河区小鹿1-1-1                                           054-285-6171

202 静岡市
静岡健康管理ｾﾝﾀｰ歯科
室

****** 〒４２２－８０３３ 静岡市駿河区登呂3-1-1 054-282-1109

登録医療機関　202施設　　（うち開設者と直接関係のない医療機関　201施設）　　



（ 国様式例第13）

別紙４ 救急医療の提供の実績

（ 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

1 医師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

総合診療科

10年１ヶ月

2 医師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

総合診療科

７ 年11ヶ月

3 医師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

小児集中治療科

７ 年11ヶ月

日本集中治療医学会専門医

4 医師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

総合診療科

３ 年11ヶ月

5 医師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

総合診療科

２ 年11ヶ月

6 医師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

小児集中治療科

５ 年２ヶ月

7 医師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

総合診療科

７ 年11ヶ月

8 医師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

小児集中治療科

２ 年10ヶ月

9 医師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

小児集中治療科

３ 年11ヶ月

10 医師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

総合診療科

２ 年11ヶ月

11 医師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

小児集中治療科

２ 年８ヶ月

12 医師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

小児集中治療科

２ 年８ヶ月

13 医師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

小児集中治療科

２ 年11ヶ月

14 医師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

小児集中治療科

５ 年11ヶ月

15 医師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

総合診療科

０ 年11ヶ月

16 医師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

小児集中治療科

０ 年11ヶ月



17 看護師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

PI CU

1年

18 看護師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

PI CU

3年9ヶ月

19 看護師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

PI CU

4年3ヶ月

20 看護師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

PI CU

5年

21 看護師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

PI CU

5年

22 看護師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

PI CU

5年

23 看護師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

PI CU

6ヶ月

24 看護師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

PI CU

1年6ヶ月

25 看護師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

PI CU

2年8ヶ月

26 看護師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

PI CU

3年

27 看護師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

PI CU

2年1ヶ月

28 看護師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

PI CU

11ヶ月

29 看護師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

PI CU

1年

30 看護師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

PI CU

6年6ヶ月

31 看護師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

PI CU

6年

32 看護師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

PI CU

9年9ヶ月

33 看護師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

PI CU

2年4ヶ月

34 看護師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

PI CU

3年8ヶ月

35 看護師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

PI CU

2年3ヶ月



36 看護師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

PI CU

7ヶ月

37 看護師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

PI CU

4年

38 看護師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

PI CU

2年

39 看護師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

PI CU

2ヶ月

40 看護師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

PI CU

2年

41 看護師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

PI CU

4年

42 看護師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

PI CU

2年

43 看護師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

PI CU

6年

44 看護師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

PI CU

9年9ヶ月

45 看護師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

PI CU

1年

46 看護師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

PI CU

9年9ヶ月

47 看護師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

外来

2年1ヶ月

48 看護師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

外来

3年9ヶ月

49 看護師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

外来

3年9ヶ月

50 看護師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

外来

1年6ヶ月

51 看護師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

外来

6ヶ月

52 看護師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

外来

2年

53 看護師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

外来

1年5ヶ月

54 看護師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

外来

3年7ヶ月



55 看護師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

外来

1年6ヶ月

56 看護師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

外来

3年9ヶ月

57 看護師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

外来

3年9ヶ月

58 看護師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

外来

3年2ヶ月

59 看護師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

外来

3年9ヶ月

60 看護師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

外来

2年

61 看護師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

外来

2ヶ月

62 看護師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

外来

1年6ヶ月

63 看護師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

外来

3年9ヶ月

64 看護師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

外来

3年9ヶ月

65 看護師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

外来

2ヶ月

66 看護師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

外来

3年

67 看護師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

外来

3年9ヶ月

68 看護師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

外来

3年1ヶ月

69 看護師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

外来

3年9ヶ月

70 看護師 ＊＊＊＊＊＊
常勤 専従

非常勤 非専従
38. 75時間／週

外来

1年

【 医師】

常勤 専従 16名

【 看護師】

常勤 専従 54名



２ 重症救急患者のための病床の確保状況

優先的に使用できる病床 10床

専用病床 10床（ 再掲）

(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

病棟（ PI CU） 966. 7㎡
（ 主な設備） 超音波診断装置、

脳温・ 脳圧モニター
可

救急外来 377. 72㎡
（ 主な設備） 回診用X線撮影装置、

挿管セット
可

薬局 269. 73㎡
（ 主な設備） 全自動散薬分包機、

薬袋印字機
可

放射線科 1, 160. 89㎡
（ 主な設備） 多目的X線透視撮影装置

診断用X線高電圧装置
可

臨床病理検査 748. 09㎡
（ 主な設備） 尿自動分析装置、

生化学免疫自動分析装置
可

４ 備考

小児救急医療支援事業実施病院

小児救命救急センター

病院群輪番制病院

救急告示病院

(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 ④・ ・ ・ 添付資料

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

967人（ うちドクターヘリ35人）

（ 602人）（ うちドクターヘリ35人）

上記以外の救急患者の数
4, 558人

（ 754人）

合計
5, 525人

（ 1, 356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



（ 国様式例第15）

別紙５ 地域医療従事者の資質の向上を図るための研修の実績

（ 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 ⑤ ⑥・ ・ ・ 添付資料 、 添付資料

【 平成28年度】

研修会

開催延べ数 15回

研修参加者延べ数 906人

内 当病院参加者数 371人（ 医師 153人、 医師以外 218人）

〃 院外参加者数 535人（ 医師 26人、 医師以外 509人）

※研修会ごとの目的、 対象者、 参加者数の実績等は、 別添のとおり

２ 研修の実績

（ １） 地域の医療従事者への実施回数 15回

（ ２）（ １） の合計研修者数 906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 ⑦・ ・ ・ 添付資料

ア 研修プログラムの有無 有・ 無

イ 研修委員会設置の有無 有・ 無

ウ 研修指導者

研修指導者氏名 職 種 診療科 役 職 等 臨床経験数 特 記 事 項

＊＊＊＊＊＊ 医師 産科 副院長 37年

＊＊＊＊＊＊ 看護師 教育看護師長 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

大会議室 174. 96㎡ （ 主な設備） 定員120名、 プロジェクター

映像情報室 57. 33㎡ （ 主な設備） 定員36名、 プロジェクター



平成28年度静岡県立こども病院地域医療従事者向け研修一覧

計 うち医師 計 うち医師

1 平成28年5月31日 大会議室 分娩時のCTGの読み方
分娩時のCTGの読み
方を学ぶ

医師、看護師、その他医療
従事者

147 21 0 126 0

2 平成28年6月2日 大会議室
よりよく食べるために
～離乳期に注意したいこと～

離乳期の食事につい
ての考える

医師、看護師、その他医療
従事者

45 27 14 18 9

3 平成28年6月28日 大会議室 合併症妊娠（婦人科疾患）
合併症妊娠のうち婦
人科疾患について考
える

医師、看護師、その他医療
従事者

77 17 0 60 0

4 平成28年7月7日 大会議室
最近話題の脳炎・脳症（二相性脳症を
中心に）

脳炎・脳症について
考える

医師、看護師、その他医療
従事者

45 41 16 4 0

5 平成28年7月29日 大会議室

乳幼児の頭部外傷、及び死亡事例の
予防に向けて～小児科学会子どもの
死亡登録検証委員会の動向も踏まえ
て～

乳幼児の頭部外傷及
び死亡事例について
考える

医師、看護師、その他医療
従事者

51 45 32 6 2

6 平成28年8月2日 大会議室 産科出血の管理
産科出血の管理につ
いて考える

医師、看護師、その他医療
従事者

115 21 0 94 0

7 平成28年9月14日 大会議室

今、ワクチンについて考える～一寸混
乱している現状を憂う～
-日本脳炎ワクチンを例に第一線の現
場から-

ワクチン接種の現状
について考える

医師、看護師、その他医療
従事者

96 28 15 68 8

8 平成28年10月6日 大会議室
新生児・小児の急性腎障害：AKIガイド
ラインの概要

新生児及び小児の急
性腎障害について考
える

医師、看護師、その他医療
従事者

27 26 19 1 1

9 平成28年10月18日 大会議室
妊娠中、授乳中の薬剤に関する留意
点

妊娠中、授乳中の薬
剤に関する留意点を
考える

医師、看護師、その他医療
従事者

64 14 0 50 0

10 平成29年11月29日 大会議室 出生前診断
出生前診断について
考える

医師、看護師、その他医療
従事者

55 15 0 40 0

11 平成28年12月1日 大会議室
小児重症心不全治療の現場から、ふ
たつの現実的回答
～補助人工心臓と心筋細胞移植～

小児重症心不全治療
について考える

医師、看護師、その他医療
従事者

49 48 27 1 1

12 平成29年2月2日 大会議室 思春期の摂食障害の理解と支援
思春期における摂食
障害について考える

医師、看護師、その他医療
従事者

21 20 10 1 1

13 平成29年2月28日 大会議室 合併症妊娠（肝疾患）
合併症妊娠のうち肝
疾患について考える

医師、看護師、その他医療
従事者

45 17 0 28 0

14 平成29年3月2日 大会議室 性腺機能低下症
性腺機能低下症につ
いて考える

医師、看護師、その他医療
従事者

14 12 10 2 2

15 平成29年3月7日 大会議室
予防接種の現状と展望-インフルエン
ザワクチンを中心に-

インフルエンザのワク
チン接種について考
える

医師、看護師、その他医療
従事者

55 19 10 36 2

906 371 153 535 26

院内

参加者数

院外合計

計

開催日時 会場 テーマ 目的 対象者



（ 国様式例第16）

別紙６ 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の体系的な管理方法

管理責任者氏名 院長 ＊＊＊＊＊＊

管理担当者氏名 診療情報管理室長 ＊＊＊＊＊＊

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

病歴室

放射線技術室

検査技術室

薬剤室

１ 患者１ 番号制でカルテを作成

し、 ターミナルデジット 方式によ

り、 分類保管している。

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

図書室
実績を記録し、 年度ごとに保管

救急医療の提供の実績 医事係 実績を記録し、 年度ごとに保管

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
看護部 実績を記録し、 年度ごとに保管

閲覧実績 診療情報管理室 実績を記録し、 年度ごとに保管

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 実績を記録し、 年度ごとに保管

(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。



（ 国様式例第17）

別紙７ 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法及び閲覧の実績

閲覧責任者氏名 院長 ＊＊＊＊＊＊

閲覧担当者氏名 診療情報管理室長 ＊＊＊＊＊＊

閲覧の求めに応じる場所 診療情報管理室

閲覧の手続の概要

「 診療録及び診療情報閲覧に係る誓約書」 を提出してもらい、 日程調整等を行い、 来院、 閲覧して

もらう。

前年度の総閲覧件数 ８ 件

閲 覧 者 別

医師 ７件

歯科医師 ０件

地方公共団体 ０件

その他 １件



（ 国様式例第18）

別紙８ 医療法施行規則第9条19 ⑧の委員会の開催の実績・ ・ ・ 添付資料

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

委員会の開催回数 ２回

委員会における議論の概要

【 第１ 回】

・ 開催日時 平成28年７月19日（ 火） 13時30分～14時30分

・ 開催場所 静岡県立こども病院 Ｌ 棟３ 階大会議室

・ 委員の現員数 10名

・ 出席委員数 ８ 名

・ 議題

（ １） 平成27年度地域医療連携に係る実績等について

（ ２） こども病院の主な活動実績について

（ ３） 平成28年度地域医療連携業務の目標について

・ 意見提出の有無 無

【 第２ 回】

・ 開催日時 平成29年２月２ 日（ 木） 13時30分～14時30分

・ 開催場所 静岡県立こども病院 Ｌ 棟３ 階中会議室

・ 委員の現員数 10名

・ 出席委員数 ８ 名

・ 議題

（ １） 平成28年度上半期地域医療連携に係る実績等について

（ ２） こども病院地域連携の活動報告について

（ ３） 患者の対象年齢の延長について

（ ４） こども病院の診療エリアの展望について

・ 意見提出の有無 無





（ 国様式例第19）

別紙９ 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（ 各病棟、外来）

主として患者相談を行った者

（ 複数回答可）

看護師： ＊＊＊＊＊＊、＊＊＊＊＊＊、＊＊＊

＊＊＊、＊＊＊＊＊＊

MSW： ＊＊＊＊＊＊、＊＊＊＊＊＊

患者相談件数 11, 055件

患者相談の概要

① 健康相談（ 一般的な相談） 88件

② 医療行為・ 医療事故・ 情報公開 5, 831件

⑥ その他 5, 136件

合計 11, 055件

・ 平成28年２月に地域医療連携室入口に総合相談窓口を開設した。健康相談のみならず、院内

案内・ 問い合わせ・ 予約に関すること（ 院内紹介、他院への予約紹介）、その他の様々 な問い

合わせに対応している。

・ 相談内容により当院での受診を希望される方へは当院の受診システムについての説明等を行

い、その他専門機関や地域支援機関への紹介等を行っている。

(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。



(国様式例第20)

別紙１０ 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

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

・ 評価機関 日本医療機能評価機構

・ 最新の評価の時期 平成26年１月６日

・ 最初の評価の時期 平成16年１月26日

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

と。

２ 果たしている役割に関する情報発信

① 果たしている役割に関する情報発信の有無 有・ 無

・ 情報発信の方法 病院ホームページ

・ 内容等の概要 病院概要、外来案内、入院案内、診療科案内、セミナー案内等

・ 年間の発信回数 随時

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

担当室名： 地域医療連携室、職員数： ８名（ 委託職員２名含む）

業務内容： 患者家族等との話し合い、転院・ 退院後の療養生活を担う保険医療機関等との連絡・

調整、福祉サービスの導入に係る支援、退院支援計画書の作成、共同カンファレンス

の実施、患者家族からの相談受付、院内スタッフへの教育

退院調整に係る指導・ 相談件数： 28年度 2, 223件

退院支援加算３算定回数： 28年度 83件

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


