
 

 

（様式例第11） 

２７総経第 ３３８ 号 

平成２７年１０月１日 

 

 

長崎県知事 中村 法道  殿 

 

 

申請者 住  所 長崎県佐世保市平瀬町９番地３ 

  医療機関 佐世保市立総合病院 

                         氏  名 佐世保市長 朝長 則男  印 

 

 

佐世保市立総合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２６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 
〒８５７-８５１１ 

  長崎県佐世保市平瀬町９番地３ 

氏名 
 

佐世保市長 朝長 則男 

 （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 

〒８５７-８５１１  長崎県佐世保市平瀬町９番地３ 

  電話（０９５６）２４－１５１５ 

  

４ 病床数（H27.3.31現在） 

精神病床 感染症病床 結核病床 療養病床 一般病床 合計 

床 ４床 ２０床 床 ５７０床 ５９４床 

 

 佐世保市立総合病院 



 

 

５ 施設の構造設備（H27.3.31現在） 

施設名 設備概要 

集中治療室 
（主な設備） 

病床数 １２床 

化学検査室 
（主な設備）検体搬送システム、生化学全自動分析装置、 

全自動免疫化学分析装置、全自動血清蛋白分析装置 

細菌検査室 
（主な設備）全自動同定・感受性装置、全自動血液培養装置、 

抗酸菌検出装置、安全キャビネット 

病理検査室 
（主な設備）自動免疫染色装置、密閉式自動固定包埋装置、 

臓器撮影装置、安全キャビネット 

病理解剖室 （主な設備）臓器撮影装置、換気装置 

研究室 （主な設備）プロジェクター、スクリーン 

講義室 室数   ２室    収容定員 ３００人、１２０人 

図書室 室数   １室    蔵所数  ３００冊程度 

救急用又は患者

搬送用自動車 

（主な設備） 

保有台数  １台 

医薬品情報管理室 病棟薬剤師執務室と共用 

(注) 主な設備は、主たる医療機器、研究用機器、教育用機器等を記入すること。 

 

 

 

 

 

 



 

 

（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 
８４．８％ 

算定 

期間 
平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 

地域医療支援病院 

逆紹介率 
７４．０％ 

算出 

根拠 

Ａ：紹介患者の数 １０，６４２人 

Ｂ：初診患者の数 １２，５３５人 

Ｃ：逆紹介患者の数 ９，２８０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（H27.3.31現在） 

№ 職種 氏   名 勤務の態様 勤務時間 備考 

1 医師  常勤・非専従 週38.75H  

2 医師  常勤・非専従 週38.75H  

3 医師  常勤・非専従 週38.75H  

4 医師  常勤・非専従 週38.75H  

5 医師  常勤・非専従 週38.75H  

6 医師  常勤・非専従 週38.75H  

7 医師  常勤・非専従 週38.75H  

8 医師  常勤・専従 週38.75H  

9 医師  常勤・専従 週38.75H  

10 医師  常勤・専従 週38.75H  

11 医師  常勤・非専従 週38.75H  

12 医師  常勤・非専従 週38.75H  

13 医師  常勤・非専従 週38.75H  

14 医師  常勤・非専従 週38.75H  

15 医師  常勤・非専従 週38.75H  

16 医師  常勤・非専従 週38.75H  

17 医師  常勤・非専従 週38.75H  

18 医師  常勤・非専従 週38.75H  

19 医師  常勤・非専従 週38.75H  

20 医師  常勤・非専従 週38.75H  

21 医師  常勤・非専従 週38.75H  

22 医師  常勤・非専従 週38.75H  



 

（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（H27.3.31現在） 

№ 職種 氏   名 勤務の態様 勤務時間 備考 

23 医師  常勤・非専従 週38.75H  

24 医師  常勤・非専従 週38.75H  

25 医師  常勤・非専従 週38.75H  

26 医師  常勤・非専従 週38.75H  

27 医師  常勤・非専従 週38.75H  

28 医師  常勤・非専従 週38.75H  

29 医師  常勤・非専従 週38.75H  

30 医師  非常勤・専従 週38.75H  

31 医師  非常勤・専従 週38.75H  

32 医師  非常勤・専従 週38.75H  

33 医師  非常勤・専従 週38.75H  

34 医師  非常勤・専従 週38.75H  

35 医師  非常勤・専従 週38.75H  

36 医師  非常勤・専従 週38.75H  

37 医師  非常勤・専従 週38.75H  

38 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

39 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

40 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

41 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

42 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

43 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

44 看護師  常勤・非専従 週38.75H  



 

（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（H27.3.31現在） 

№ 職種 氏   名 勤務の態様 勤務時間 備考 

45 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

46 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

47 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

48 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

49 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

50 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

51 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

52 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

53 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

54 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

55 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

56 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

57 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

58 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

59 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

60 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

61 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

62 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

63 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

64 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

65 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

66 看護師  常勤・非専従 週38.75H  



 

（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（H27.3.31現在） 

№ 職種 氏   名 勤務の態様 勤務時間 備考 

67 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

68 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

69 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

70 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

71 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

72 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

73 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

74 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

75 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

76 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

77 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

78 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

79 看護師  常勤・専従 週20.00H 夜勤専従 

80 看護師  常勤・専従 週20.00H 夜勤専従 

81 看護師  常勤・専従 週20.00H 夜勤専従 

82 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

83 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

84 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

85 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

86 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

87 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

88 看護師  常勤・非専従 週38.75H  



 

（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（H27.3.31現在） 

№ 職種 氏   名 勤務の態様 勤務時間 備考 

89 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

90 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

91 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

92 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

93 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

94 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

95 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

96 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

97 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

98 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

99 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

100 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

101 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

102 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

103 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

104 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

105 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

106 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

107 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

108 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

109 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

110 看護師  常勤・非専従 週38.75H  



 

（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（H27.3.31現在） 

№ 職種 氏   名 勤務の態様 勤務時間 備考 

111 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

112 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

113 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

114 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

115 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

116 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

117 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

118 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

119 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

120 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

121 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

122 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

123 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

124 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

125 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

126 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

127 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

128 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

129 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

130 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

131 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

132 看護師  常勤・非専従 週38.75H  



 

（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（H27.3.31現在） 

№ 職種 氏   名 勤務の態様 勤務時間 備考 

133 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

134 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

135 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

136 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

137 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

138 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

139 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

140 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

141 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

142 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

143 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

144 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

145 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

146 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

147 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

148 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

149 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

150 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

151 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

152 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

153 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

154 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

 



 

（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（H27.3.31現在） 

№ 職種 氏   名 勤務の態様 勤務時間 備考 

155 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

156 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

157 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

158 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

159 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

160 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

161 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

162 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

163 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

164 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

165 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

166 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

167 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

168 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

169 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

170 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

171 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

172 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

173 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

174 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

175 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

176 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

 



 

（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（H27.3.31現在） 

№ 職種 氏   名 勤務の態様 勤務時間 備考 

177 看護師  常勤・非専従 週38.75H  

 

 

２ 重症救急患者のための病床の確保状況（H27.3.31現在） 

優先的に使用できる病床 １２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（H27.3.31現在） 

施 設 名 床 面 積 設  備  概  要 24時間使用の可否 

救急 

（初療室ほか） 
８４５．５９㎡ 

（主な設備）単純Ｘ線撮影装置 

ＣＴ装置、外科用イメージ 
可 

手術室 ３３０．６９㎡ 
（主な設備）麻酔器・各種生体ﾓﾆﾀ関

連装置、内視鏡ﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ 
可 

血管造影室 １０２㎡ （主な設備）血管造影装置 可 

内視鏡室 １０３．１㎡ （主な設備）内視鏡 可 

ＩＣＵ ６５５．５４㎡ 
（主な設備）救急蘇生装置、除細動器、

呼吸循環監視装置、人工呼吸装置 
可 

ＨＣＵ ６５８．７２㎡ 
（主な設備）救急蘇生装置、除細動器、

心電計、呼吸循環監視装置 
可 

 

４ 備考（H27.3.31現在） 

救急病院及び救命救急センターに指定されている。 

(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 

２，９６８人 

（１，９４９人） 

上記以外の救急患者の数 
６，１５１人 

（１，５３７人） 

合計 
９，１１９人 

（３，４８６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（H27.3.31現在） 

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Ａ ０ 

（うち開設者と直接関係のない医療機関の延べ数Ｂ ０） 

共同利用率 Ｂ／Ａ＝０％ 

 

共同利用病床の対象病床数Ｃ １，８２５床 

共同利用病床の利用病床数Ｄ     ０床 

共同利用に係る病床の病床利用率 Ｄ／Ｃ＝０．０％ 

(注) 前年度において共同利用を行った実績がある場合において、当該前年度の共同利用を行った医

療機関の延べ数、これらの医療機関のうち開設者と直接関係のない医療機関の延べ数、共同利用

に係る病床の病床利用率を明記すること。 

 

２ 共同利用の範囲等（H27.3.31現在） 

（建物） 

 講堂、総合医局図書、その他当院の管理者が認めた施設 

（設備） 

 コンピューター断層撮影装置（ＣＴ）、磁気共鳴断層撮影装置（ＭＲＩ）、 

その他当院の管理者が認めた施設 

（器械又は器具） 

 コンピューター断層撮影装置（ＣＴ）、磁気共鳴断層撮影装置（ＭＲＩ）、 

その他当院の管理者が認めた施設 

(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：事務職 

(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（H27.3.31現在） 

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１の 

とおり 
    

注 当該病院と同一の２次医療圏に所在する医療機関のみ記入すること。 

 

常時共同利用可能な病床数 ５床 



 

（様式例第 15） 地域医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有することの証明 

 

１ 研修の内容 

講習会名：地域連携勉強会 

実施期間：Ｈ26. 6/12 7/11  8/8 8/21 9/12 9/17 9/19 10/10 10/15 10/16 10/24 

        11/14 12/4 12/12 12/18 

 Ｈ27.2/16 3/16 

参加人数：720人 

 

 

講習会名：症例検討会 

実施期間：Ｈ26.6/3 11/4 

参加人数：69人 

 

 

講習会名：救命救急研修会 

実施期間：Ｈ26.6/11 

参加人数：60人 

 

 

講習会名：健康教室 

実施期間：Ｈ26.4/16 5/21 6/18 7/16 8/20 9/17 10/15 11/13 12/17 

 Ｈ27.2/18 3/18 

参加人数：873人 

 

 

講習会名：薬薬連携勉強会 

実施期間：Ｈ26.11/12 

参加人数：65人 

 

 

講習会名：緩和ケア研修会 

実施期間：Ｈ26.6/7 6/8 11/8 11/9 

参加人数：52人 

 

２ 研修の実績 

（１）地域の医療従事者への実施回数 ３５回 

（２）（１）の合計研修者数 １，８３９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（H27.3.31現在） 

 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  院長 ４４年 教育責任者 

 医師 呼吸器内科 副院長 ３０年  

 医師 脳神経外科 医療局長 ３５年  

 看護師  副看護部長 ３６年  

 薬剤師  薬剤部長 ３０年  

 放射線技師  医療技術部長 ３７年  

 事務職  事務局次長 年  

 事務職  企画情報室長 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（H27.3.31現在） 

施  設  名 床 面 積 設   備   概   要 

講堂 １６６．９㎡ 
（主な設備）パソコン、スクリーン、プロジェ

クター、オーディオコントロールシステム 

研修室 ４０．６㎡ 
（主な設備）パソコン、スクリーン、プロジェ

クター 

大研修室 ２５３．３５㎡ 
（主な設備）パソコン、スクリーン、プロジェ

クター、オーディオコントロールシステム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（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（H27.3.31現在） 

 

管理責任者氏名 事業管理者  

管理担当者氏名 企画情報室長  

 

  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 

関係各部署 

電子カルテ 

・日誌等については、年度毎に編綴し

て保管 

 

・診療録、Ｘ線フィルムについては患

者別に保管 

 

病院の管

理及び運

営に関す

る諸記録 

共同利用の実績 企画情報室 ・時系列に共同利用毎に編綴して保管 

救急医療の提供の実績 看護部 ・年度毎及び月別に編綴して保管 

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 
企画情報室 ・各開催日毎に編綴して保管 

閲覧実績 企画情報室 ・年度毎に編綴して保管 

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 

地域連携室 

企画情報室 

・時系列に編綴して保管 

・診療に係る詳細内容については、患

者別に診療録に保管 

(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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（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 

（H27.3.31現在） 

閲覧責任者氏名 事業管理者  

閲覧担当者氏名 企画情報室  

閲覧の求めに応じる場所 企画情報室 

閲覧の手続の概要 

 暗号化したインターネットを使って、医療機関同士や薬局などをつなぎ、患者様の同意のもと医師、

薬剤師、看護師などが診療情報を密に把握する。（あじさいネット） 

  

 

前年度の総閲覧件数 ２，１８２件 

閲 覧 者 別 

医師 １，９８６件 

歯科医師 ０件 

地方公共団体 ０件 

その他 １９６件 

  

 

 

 



 

（様式例第 18）  委員会の開催の実績 

 

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

 

 

委員会の開催回数 

 

 

４回 

 

 

委員会における議論の概要 

 

平成２６年度 第１回 開催日 平成２６年５月２６日（金）１８：３０～ 

 １．紹介率・逆紹介率について 

 ２．救急患者・外来患者について 

 ３．共同利用について 

 ４．患者相談について 

 ５．研修会開催状況について 

 

平成２６年度 第２回 開催日 平成２６年８月１日（金）１８：４５～ 

 １．紹介率・逆紹介率について 

 ２．救急患者・外来患者について 

 ３．共同利用について 

 ４．患者相談について 

 ５．研修会開催状況について 

 

平成２６年度 第３回 開催日 平成２６年１１月７日（金）１８：３０～ 

 １．紹介率・逆紹介率について 

 ２．救急患者・外来患者について 

 ３．共同利用について 

 ４．患者相談について 

 ５．研修会開催状況について 

 

平成２６年度 第４回 開催日 平成２７年２月６日（金）１８：４５～ 

 １．紹介率・逆紹介率について 

 ２．救急患者・外来患者について 

 ３．共同利用について 

 ４．患者相談について 

 ５．研修会開催状況について 



 

（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） 

・地域連携室 

  主幹（看護師）、看護師、ＭＳＷ 

・経営企画課 課長 

 

患者相談件数 

 

 

５，７５１件 

  

患者相談の概要 

 

１．がん相談に関すること 

２．経済問題（医療費）に関すること 

３．受診・入院に関すること 

４．入院病院・転院に関すること 

５．生活保護受給等に関すること 

６．介護保険申請等に関すること 

７．その他福祉制度・社会資源に関すること 

８．心理情緒に関すること 

９．育児に関すること 

10．家族の問題・対人関係に関すること 

11．苦情に関すること 

12．セカンドオピニオン 

13. インフォームドコンセント 

 

 

 

 

 

 

 

 

(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（H27.3.31現在） 

① 病院の機能に関する第三者による評価の有無 有・無 

 ・日本医療評価機構による病院機能評価（Ver.6.0）の認定 

  認定期間（平成25年5月19日～平成30年5月18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（H27.3.31現在） 

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 

  ホームページでの発信 

http://www.hospital.sasebo.nagasaki.jp/about/ninte-unei/chiiki-iryo-shien-byoin/ 

 

 

 

３  退院調整部門（H27.3.31現在） 

① 退院調整部門の有無 有・無 

 ・退院調整部門の概要 

  （名 称）地域連携室 

  （構成員）医師１名（兼任）、看護師４名、社会福祉士７名 

 

 

 

４  地域連携を促進するための取組み（H27.3.31現在） 

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 

  胃がん（ＥＳＤ・術後・ＴＳ－１）、大腸がん（術後・ｾﾞﾛｰﾀﾞ）、肺がん（術後・ＵＦＴ） 

  乳がん（術後）、肝がん（術後）、膵がん（術後・ケモ）、前立腺がんパス（術後・ホルモン  

・放射線治療後・ＰＳＡ）、脳卒中、大腿骨頸部骨折、循環器 

 ・地域連携クリティカルパスを普及させるための取組み 

  前立腺がんにおいては、逆紹介を行った医療機関に対してアンケートを行うなど、連携先の増

加に努めている。 

 

 



別紙１
(平成27年3月31日時点)

医療機関名 開設者名 住　　　　所 主たる診療科名
地域医療支援病院開設者

との経営上の関係

1 おおつぼ内科クリニック 大坪　　健 佐世保市相生町2番5号 内科 なし

2 宮原医院 宮原　嘉久 佐世保市日野町1872-1 内科 なし

3 アイケン医院 中村　洋樹 佐世保市上本山町1059番地 内科 なし

4 アイケン医院 中村　洋樹 佐世保市上本山町1059番地 リハビリテーション なし

5 荒木産婦人科 荒木　純夫 佐世保市光月町4-4 産婦人科 なし

6 荒木整形外科医院 荒木　茂正 佐世保市早岐1-15-8 整形外科 なし

7 松永クリニック 松永　隆元 佐世保市早岐３丁目6番３号 産婦人科 なし

8 松瀬診療所 松瀬　司郎 佐世保市吉井町直谷1202-6 内科・小児科 なし

9 前田外科胃腸科医院 前田　治伸 北松浦郡佐々町市場免15-1 外科・内科・整形外科・リハビリテーション科 なし

10 吉田内科小児科医院 吉田　　彬 佐世保市権常寺町405-8 内科・小児科 なし

11 やまぐち小児科 山口　　浩 北松浦郡佐々町本田原免112-1 小児科 なし

12 藤井医院 藤井　良介 佐世保市金比良町７番２０号 外科・内科 なし

13 えんどうファミリークリニック 遠藤　晋介 佐世保市相生町2-29 小児科 なし

14 福田内科胃腸科医院 福田　英彦 佐世保市稲荷町27-38 内科・消化器科 なし

15 福田外科病院 福田　俊郎 佐世保市藤原町３８番３号 外科 なし

16 桑原整形外科医院 桑原　弘治 佐世保市花高１丁目1066番地8 整形外科 なし

17 南医院 南　　博 佐世保市天神５丁目32-10 内科・循環器・消化器 なし

18 牟田内科医院 牟田　広毅 佐世保市田原町17-17 内科 なし

19 石丸クリニック 石丸　宏哉 佐世保市常盤町6番３号 外科・内科 なし

20 力竹内科医院 力竹　輝彦 北松浦郡佐々町口石免444-5 内科 なし

21 徳田医院 徳田　博昭 北松浦郡佐々町本田原免228 内科 なし

22 山田医院 山田　啓二 北松浦郡佐々町本田原免137-3 内科 なし

23 たけい耳鼻咽喉科医院 武井　　隆 佐世保市春日町23-6 耳鼻咽喉科 なし

24 千住病院 千住　雅博 佐世保市宮地町5番5号 消化器内科 なし

25 千住病院 千住　雅博 佐世保市宮地町5番5号 呼吸器内科 なし

26 千住病院 千住　雅博 佐世保市宮地町5番5号 内科・血液内科 なし

27 千住病院 千住　雅博 佐世保市宮地町5番5号 内科 なし

28 千住病院 千住　雅博 佐世保市宮地町5番5号 内科 なし

29 千住病院 千住　雅博 佐世保市宮地町5番5号 内科 なし

30 千住病院 千住　雅博 佐世保市宮地町5番5号 呼吸器科 なし

31 千住病院 千住　雅博 佐世保市宮地町5番5号 循環器内科 なし

32 千住病院 千住　雅博 佐世保市宮地町5番5号 腎臓内科 なし

33 千住病院 千住　雅博 佐世保市宮地町5番5号 消化器内科 なし

34 原口内科消化器科 原口　増穂 佐世保市松浦町5-28 内科 なし

35 やまぐち整形外科・リハビリテーション科 山口　善久 佐世保市白南風町1-16エスプラザ203 整形外科 なし

36 えぐち内科ステーションクリニック 江口　圭介 佐世保市白南風町1－13ＪＲ九州佐世保ビル２Ｆ 内科 なし

37 フジイ内科胃腸科医院 藤井　　徹 佐世保市天神町1228 内科・胃腸科 なし

38 いちょうクリニック 大山　秀幸 佐世保市赤崎町298番地 内科 なし

39 千住博内科 千住　　晋 佐世保市白南風町６番２号 内科 なし

40 しおざわ内科消化器科 塩澤　恒雄 平戸市田平町小手田面946 内科・消化器科 なし

41 千住病院 千住　雅博 佐世保市宮地町5番5号 内科 なし

42 千住病院 千住　雅博 佐世保市宮地町5番5号 腎臓内科 なし

43 千住病院 千住　雅博 佐世保市宮地町5番5号 呼吸器内科 なし

44 いけだ小児科 池田　修三 佐世保市万徳町8-15 小児科 なし

45 くりや内科医院 厨　　平 佐世保市指方町2217番地１ 内科 なし

46 くりや内科医院 厨　　平 佐世保市指方町2217番地１ 内科 なし

47 三島眼科医院 三島恵一郎 東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1716-6 眼科 なし

48 間宮医院 物部　達也 松浦市御厨町里免564-5番地 内科・消化器内科 なし

49 嘉悦外科医院 嘉悦　教治 佐世保市黒髪町51番１３号 外科（消化器） なし

50 土井添内科 土井添隆史 佐世保市船越町1245番地 内科・呼吸器科・消化器科 なし

51 最勝寺内科医院 最勝寺正智 佐世保市光町１－１８ 内科 なし

52 西海市国民健康保険江島診療所 西海市長　田中隆一 西海市崎戸町江島2275-1 内科 なし

登録医療機関一覧
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53 京町内科病院 大坂　渥己 佐世保市本島町１番２０号 胃腸科 なし

54 金子内科医院 金子　博行 佐世保市宮田町3-14 内科 なし

55 まつお内科 鷲峯　久紀 佐世保市下本山町1316-4 内科 なし

56 長崎セント・ノーヴァ病院 徳安　清昭 西海市西彼町伊ノ浦郷127番地 内科 なし

57 医療法人社団平世会村上医院 村上　英世 佐世保市広田一丁目5番25号 外科・胃腸科・内科 なし

58 福田内科胃腸科医院 福田　英彦 佐世保市稲荷町27-38 内科・胃腸科 なし

59 まきの整形外科医院 牧野　佳朗 佐世保市栄町5番9号 整形外科 なし

60 芥川歯科医院 芥川　卓也 佐世保市広田3-15-11 歯科 なし

61 楠泊歯科診療所 朝村　敏美 佐世保市小佐々町楠泊1065 歯科 なし

62 朝村歯科診療所 朝村　晴美 佐世保市宮田町2番18号 歯科 なし

63 あずま歯科医院 東　大智郎 佐世保市瀬戸越2丁目19番5号 歯科 なし

64 麻生歯科医院 麻生　　眞 佐世保市高天町1番8号 歯科 なし

65 麻生歯科医院 麻生　　眞 佐世保市高天町1番8号 歯科 なし

66 安西歯科医院 安西　裕一 佐世保市島瀬町2番2号 歯科 なし

67 泉歯科 泉　　大輔 佐世保市若葉町24-24 歯科 なし

68 上野歯科 上野　雅久 佐世保市卸本町1番6号 歯科 なし

69 内田歯科医院 内田健次郎 佐世保市大宮町17番16号 歯科 なし

70 江頭歯科 江頭　　毅 佐世保市木場田町8-13リバーコートFURUKAWA2F 歯科 なし

71 日宇歯科医院 大久保厚司 佐世保市日宇町695-6大久保第2ビル２F 歯科 なし

72 太田歯科診療所 太田　信知 佐世保市若葉町2案5号 歯科 なし

73 太田歯科診療所 太田　信知 佐世保市若葉町2番5号 歯科 なし

74 おおつぼ歯科医院 大坪　邦夫 佐世保市相浦町244 歯科 なし

75 岡　歯科医院 岡　　真吉 佐世保市高砂町4-16 歯科 なし

76 岡田歯科診療所 岡田　喬臣 佐世保市高天町12-14 歯科 なし

77 岡本歯科診療所 岡本　浩一 佐世保市三川内本町138 歯科 なし

78 長富歯科医院 長富　寿人 佐世保市若葉町7-34 歯科 なし

79 長富歯科医院 長富　正博 佐世保市早岐２丁目13番33号 歯科 なし

80 蒲池歯科医院 蒲池　正哉 佐世保市戸尾町5-20 歯科 なし

81 川原　光　歯科 川原　光正 佐世保市有福町4158-6 歯科 なし

82 国松歯科医院 国松　仁志 佐世保市光月町2-6 歯科 なし

83 こにし歯科医院 小西　　寛 佐世保市椎木町148-1 歯科 なし

84 小林歯科 小林　正剛 佐世保市木宮町3-5 歯科 なし

85 さざ歯科医院 佐々　一男 佐世保市もみじが丘町40-4 歯科 なし

86 品川正雄歯科 品川　正雄 佐世保市田原町9番31号 歯科 なし

87 しながわ小児歯科医院 品川　光春 佐世保市浜田町2-17 歯科 なし

88 城端歯科医院 城端　洋紹 佐世保市広田3-10-18 歯科 なし

89 アキラ　デンタルオフィス 須田　　晶 佐世保市本島町3-6 歯科 なし

90 すわ歯科医院 諏訪義比古 佐世保市下京町9-17 歯科 なし

91 曽我歯科 曽我菜穂子 佐世保市天神3の11の4 歯科 なし

92 高木歯科医院 高木　正信 佐世保市京坪町8-12 歯科 なし

93 高島歯科医院 高島　　隆 佐世保市福石町8-6 歯科 なし

94 たたみや歯科医院 畳屋　文人 佐世保市大潟町60-102 歯科 なし

95 歯科　タナカ 田中　豊秋 佐世保市谷郷町2-15 歯科 なし

96 田中けん歯科 田中健吉郎 佐世保市戸尾町3-11　2F 歯科 なし

97 谷脇歯科医院 谷脇　伸彦 佐世保市矢峰町90-6 歯科 なし

98 ちぎた歯科医院 千北　敏裕 佐世保市日野町846番地13 歯科 なし

99 てらさき歯科クリニック 寺﨑　俊憲 佐世保市吉岡町1476-5 歯科 なし

100 永松歯科診療所 遠嶋　泰次 佐世保市宮崎町3-16 歯科 なし

101 徳富歯科医院 徳富　敏信 佐世保市栄町5-17 歯科 なし

102 豊村　洋　歯科医院 豊村洋一郎 佐世保市小舟町49-5 歯科 なし

103 なかがわ歯科医院 中川　知之 佐世保市白南風町6-24-1F 歯科 なし

104 ななくま歯科医院 七熊　　正 佐世保市花高3-28-10 歯科 なし
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105 なんり歯科医院 南里　博史 佐世保市相浦町186 歯科 なし

106 のうとみ歯科医院 納富　泰臣 佐世保市大宮町3-21 歯科 なし

107 野口歯科診療所 野口　哲治 佐世保市上京町1-2 歯科 なし

108 はちや歯科 八谷　成紀 佐世保市広田１丁目7-9 歯科 なし

109 林歯科医院 林　　良二 佐世保市椎木町354-3 歯科 なし

110 ひさがい歯科医院 久貝　洋介 佐世保市柚木町1471-4 歯科 なし

111 兵働歯科医院 兵働　敏也 佐世保市万徳町1-8　パールハイツ1F 歯科 なし

112 藤瀬歯科 藤瀬　政之 佐世保市上町1-8 歯科 なし

113 佛坂歯科医院 佛坂　　健 佐世保市潮見町6-3 歯科 なし

114 佛坂歯科医院 佛坂　　健 佐世保市潮見町6-3 歯科 なし

115 ほかお歯科医院 外尾　剛彦 佐世保市黒髪町34-4 歯科 なし

116 本田歯科 本田　　聡 佐世保市早苗町530-4 歯科 なし

117 松添歯科医院 松添　裕之 佐世保市日野町1190 歯科 なし

118 マツナガ歯科 松永　省三 佐世保市本島町3-30 歯科 なし

119 松本浩歯科 松本　浩二 佐世保市須田尾町12-19 歯科 なし

120 まるやま歯科医院 丸山　　等 佐世保市花園町1-7 歯科 なし

121 朋和会　丸山朋彦歯科医院 丸山　朋彦 佐世保市梅田町3-3 歯科 なし

122 宮島歯科医院 宮嶋　良嗣 佐世保市赤崎町1451-4 歯科 なし

123 むかい歯科医院 迎　　　卓 佐世保市若葉町1-15 歯科 なし

124 迎歯科クリニック 迎　　康弘 佐世保市早苗町446-3 歯科 なし

125 村尾歯科医院 村尾　純忠 佐世保市若葉町2-11 歯科 なし

126 村上歯科 村上　真一 佐世保市広田3丁目19-29 歯科 なし

127 森永歯科医院 森永　達夫 佐世保市比良町19-1 歯科 なし

128 山口歯科医院 山口　伸二 佐世保市瀬戸越3丁目5-5 歯科 なし

129 山崎歯科医院 山崎　健児 佐世保市稲荷町20-12 歯科 なし

130 愛恵会　やまさき歯科医院 山崎慎一郎 佐世保市相生町2-5　2F 歯科 なし

131 山下歯科医院 山下　泰裕 佐世保市大岳台町21-13 歯科 なし

132 やまだ歯科 山田　雅弘 佐世保市御船町4-24 歯科 なし

133 山本歯科医院 山本　親郎 佐世保市藤原町25-14 歯科 なし

134 やまもと歯科医院 山本　正郎 佐世保市天神5丁目38-12 歯科 なし

135 吉田歯科 吉田喜一郎 佐世保市勝海町1番地 歯科 なし

136 よしむら歯科 吉村　鉄哉 佐世保市瀬戸越町1238-1 歯科 なし


