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別紙 1

独立行政法人地域医療機能推進機構横浜保土ケ谷中央病院

共同利用制度運営規程

第 1 総則

1 目 的

この規程は、独立行政法人地域医療機能推進機構横浜保土ケ谷中央病院 (以下「病院」という。)

の施設又は医療設備を地域の医療従事者の診療、研究又は研修を目的とした利用 (以下 「共同利用

制度」という。)のために開放し、医療機関との連携の推進及び医療従事者の相互研鑽を図ることを

目的とする。

2 共同利用制度

共同利用制度の内容は、次の4種類とする。

(1)紹介患者診療型共同利用

(2)医療機器利用型共同利用
し       (3)研 究部門利用型共同利用

(4)研修会等参加型共同利用

3 紹介患者診療型共同利用等を利用する医師等の遵守事項

紹介患者診療型共同利用、医療器械利用型共同利用を利用する登録医は、病院内においては次の

事項を遵守するものとする。

(1)利用に際しては、患者サポー トセンターで受付を行う。

(2)病 院内の諸規則を遵守する。

4 報酬等

(1)共 同利用制度を利用する登録医に対しては、その目的に鑑み報酬等は支給しない。

(2)共 同利用制度の実施により生じた事故等については、別途協議のうえ対応する。

第 2 医療機関等の登録

っ   1 事前登録

共同利用制度は、研修会等参加型共同利用を除き、その利用にあたっては事前に登録をしなけれ

ばならない。

2 登録名

共同利用制度の利用登録名は、医療機関名をもって登録するものとする。

3 登録の申請

(1)共 同利用制度の利用登録を行おうとする医療機関等は、「共同利用制度登録申請書」によ

り病院長に申請するものとする。

(2)申 請の際、医師の登録については医師免許証の写しをあわせて提出するものとする。

(3)病院長は、申請内容を審査し利用登録を承認した場合は、「共同利用登録機関名簿」にそ

の登録機関の名称、所在地、共同利用制度を利用する医師の氏名等を登録するものとす

る。

4 登録医証及び登録機関証の発行

(1)「共同利用制度登録医療機関名簿」に登録された医療機関等に対しては、登録機関証を発



行する。

5  (1)「共同利用制度登録機関名簿」に登録された登録医等を追加するなどその内容を変更する

.   場合には、「共同利用制度変更登録申請書」によりその変更を行うものとする。

(2)変更申請がされた場合の処理については、申請時の場合の処理に準ずる。

6 登録医証等の返還

登録の必要がなくなった医療機関等は、病院長に対しその旨申し出をし、登録機関証を返還しな

ければならない。

7 登録の取消

登録医等に医師としての品位を損するような行為等があったときは、病院長はその登録を取 り消

すことができる。看護師、薬剤師その他の医療従事者において品位を損するような行為等があった

ときも同様とする。

8 登録医療機関名を横浜保土ケ谷中央病院内に掲示する。

V 第 3 紹介患者診療型共同利用

1 紹介患者診療型共同利用の内容

医療機関から紹介され入院した患者の診療について、かかりつけ医である登録医等と病院内主治

医とが共同して、随時当該患者の検査、処置又は指導を行うことにより、退院後のかかりつけ医の

円滑な診療につなげることを目的とした診療型の共同利用をいう。

2 利用できる対象者

当該共同利用を利用できる医療従事者は、登録された医療機関の登録医等とする。

3 共同利用のための専用病床

当該共同利用のための専用病床を確保する。

4 事前調整

紹介入院となった患者に対して当該共同利用を行おうとする登録医等は、あらかじめ患者サポー

コ    トセンターに連絡し、病院内主治医と事前調整をしなければならない。

第 4 医療器械利用型共同利用

1 医療器械利用型共同利用の内容

医療機関が検査目的で紹介する患者の検査について、かかりつけ医である登録医等と病院内主治

医とが病院内の医療器械を共同利用することにより、検査後のかかりつけ医の円滑な診療につなげ

ることを目的とした共同利用をいう。

2 利用できる対象者

当該共同利用を利用できる医療従事者は、登録された医療機関の登録医等とする。

3 対象医療器械

当該共同利用として利用できる医療器械は、別に定める。

4 事前調整

検査目的で紹介した患者に対して当該共同利用を行おうとする登録医等は、あらかじめ患者サポ



― トセンターに連絡し、病院内主治医と事前調整しなければならない。

第 5 研究部門利用型共同利用

1 研究部門利用型共同利用の内容

病院の研究部門の機能を登録医療機関等の医療従事者のために開放し、登録医療機関等の医療従

事者の研究活動を支援するとともに、必要によりその研究活動に対し互いに連携し、その研究活動

を進めるもので、医療従事者の資質向上を図るための共同利用をいう。

2 利用できる対象者

当該共同利用を利用できる市内医療従事者は、登録された医療機関等に勤務する医師、看護師、

薬剤師その他の医療従事者とする。

3 対象研究部門

当該共同利用のために利用できる共同部門は、閲覧室とする。

4 利用時の手続等

(1)閲覧室の利用にあたっては、登録機関証を提示し、当該室所定の手続を行つて利用するも

V       のとする。

(2)開覧室の利用については、個人情報以外の情報等に限るものとする。

第 6 研修会等参加型共同利用

1 研修会等参加型共同利用の内容

病院が行う研修研究活動を市内の医療従事者に開放し、医療従事者とともに連携しながら研修研

究活動を進めるもので、医療従事者の資質向上を図るための共同利用をいう。

2 利用できる対象者

当該共同利用を利用できる医療従事者は、地域の医療機関に勤務する医師、看護師、薬剤師その

他の医療従事者とする

3 対象研修会等

当該共同利用のために利用できる研修会等は、次のとおりとする。

(1)当 院が主催する講演会又は研修会、その他これに類する研修研究活動

し       (2)病 院各診療科が開催する各科症例検討会、研究会又はこれに類する研修研究活動

4 利用時の手続

当該共同利用により開催される研修会等を利用しようとする医療従事者は、開催された研修会等

会場に備え付けの利用簿に必要事項を記入するものとする。

附則

(施行日)

1 この規程は、 令和 元 年 12 月 1 日から施行する。
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横浜保土ケ谷中央病院 地域活動

① 令和元年 6月 5日 第 6回地域医療懇談会 (横浜へ・イシェラトンホテ,レ )

② 令和元年 7月 27日 釜台町自治会納涼祭 うちわ配布

③ 令和元年 8月 3日  常盤台地区納涼盆踊り うちわ配布

④ 令和元年 9月 27日 保土ケ谷病診フォーラム(加藤)

」 令和元年 10月 1日 第 7回保土ケ谷糖尿病ラウント
・セッション(岡本・高野)

⑥ 令和元年 10月 3日  常盤台地域タアプラサ・健康講座 (小林)

⑦ 令和元年 10月 6日 常盤台地域クアプラサ
・および常盤台コミュニティハウス10周年式典

③ 令和元年 11月 12日  第 3回コンチネンス学習会 (池 )

⑨ 令和元年 11月 24日 第 11回ほどがや健康塾 (八百)

⑩ 令和 2年 1月 16日  第 1回 ほどほどネット (八百)

の 令和 2年 1月 16日 保土ケ谷中学生職場体験 (中 2・ 6名 )
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横浜市 健医安 指令 第 942 号

｀
       令和 2年 4月 13日

地域医療支援病院承認書

住 所   東京都港区高輪3丁 目22番 12号

氏 名   独立行政法人地域医療機能推進機構

理事長 尾身 茂 様

V

横浜市長   林 文子

機浜奮
晨 f警

醸徹駁:腱

令和 元 年 12月 26日 に申請のありました地域医療支援病院の名称使用承認につい

ては、医療法第4条第1項の規定により、次のとおり承認します。

逸 称 独立行政法人地域医療機能推進機構 横浜保土ケ谷中央病院

所  在  地 横浜市保土ケ谷区釜台町43番 1号

承 認 事 項 地域医療支援病院の名称使用承認



1番号 登録医療機関名

歯科/小児歯科/口 腔外科

歯科/矯正歯科

内科/消化器内科

内科/呼吸器内科/ア レルギー科

―

1 三須歯科医院

2 矢野歯科医院

3 福田泌尿器科皮フ科クリニック

4 薩田内科クリニック

5 ふるた歯科

6 ときた内科クリニック

7 山本歯科医院
8 苅部歯科・矯正歯科

9 おやま内科消化器内科

10 くろだ内科医院

まき歯科医院

12 梅沢整形外科

13 小泉クリニック

14 くぬぎ台診療所
15 武本歯科クリニック

16 増田泌尿器科

17

` 

｀
み歯科

18 高橋内科クリニック

19 小嶋歯科医院

20 山本デンタルクリニック

21 陶山歯科医院 歯科

22 岩崎内科クリニック 内科/糖尿病内科

23 村越歯科医院 歯 科

24 成松歯科医院 歯科/矯正歯科/歯周

25 湯川歯科クリニック 歯科

26 東海歯科 歯 科
７
′

０
４ たどころ歯科医院   1歯 科

28 高本歯科医院 歯科

29 東川島診療所 内科

30 こいけ歯科 歯科

31 岡沢上歯科 歯科

32 今泉歯科      1歯 科

33 医院在宅 ,緩和クリニック 訪問診療

34 宮崎内科クリニック 内科/循環器内科

35 ファミリー歯科 歯科

36 あさひ歯科クリニック 歯科

37 たまがわクリニック  1内科/ネ申経内科/漢方内科
38 たいクリニック    1内 科/麻酔科

39 う め も と 整 形 外 科    1整
形外科ル ビヽリテーショ刻 刀 ウマ辮

40 横山医院 影外科/リハセリ〒―シヨン■/リウマチ14/内事/J蜆髯ん 鵬じ薇

41 ヤマガタデンタルクリニック歯 科

42 三ツ境整形外科 整形外科

43 湯川歯科医院 歯 科

44 えんどう矯正歯科クリニック 矯正歯科

45 街のクリニック 内科/消 4ヒ 器内視鏡/胃腸内科/小 児科/外科

４６

一
４７

一
４８

池田整形外科

五十川歯科医院

保土ケ谷あだちクリニック

整形外科

歯科

内科

49 浅井皮膚科クリニック 皮膚科

50 平沼クリニック 内科

登録番号 登録医療機関名 診療科

51 ‖久保診療所 内科

52 大川内科クリニック 内科/循環器科/消 化器科

53 伊藤整形外科 整形外科/リ ハビリテーション科

54 なかむら歯科医院 歯 科

55 横浜メディカルクリニック 内科

56 かわくばクリニック 内科/循環器科
瞑
υ 鹿郷歯科医院 歯科/小児歯科

58 星川眼科クリニック 眼科

59 中村内科クリニック 内科/消化器内科/アレルギー科/外科

60 前川メディカルクリニック 内科/循環器内科/ア レルギー科

61 グレイス歯科クリニック 歯 科

62 中島整形外科 整形外科

63 ゆたか歯科 歯 科

64 神戸医院 内科/循環器科/心療科

65 星川内科外科クリニック 内科/消化器科/循環器科

66 ゆう在宅クリニック 内科/泌尿器科/訪間診療

67 つばさデンタルクリニック 歯科/小児歯科/口 1空外科

68 みねぎし歯科 歯科/小児歯科/矯正歯科

69 しげおか歯科 歯科/口腔外科/小児歯科

70 あかし歯科医院 歯 科

71 二俣川いのうえ内科・糖尿病内科クリニック 内科/糖尿病内科/内 分泌内科

72 山崎歯科医院 歯科

73 みずほクリニック港北 1内科/訪問診療
74 神大寺ホームケアクリニック1内科/訪間診療

75 赤尾内科クリニック

76 はまかぜ診療所 内科

77 清水医院 在宅・緩和ケアクリニック 内科/緩和ケア内科湾方間診療

78 和田町歯科医院 歯科

79 松崎デンタルクリニック 歯科

80 アーチクリニック 内科/呼吸器内科

81 荒井歯科医院 歯科

82 よしえ歯科医院 歯科

83 片桐医院 内科/外科/消化器内科

84 たらお内科 内科/消 化器内科

85 こば歯科 歯科

86 斉藤デンタルクリニック 歯科/ノ lヽ児歯科/矯正歯科

87 板倉歯科医院 歯 科

88 水口歯科 歯科/ノ lヽ 児歯科

89 いちの内科クリニック 内科/呼吸器科/ア レルギー科

90 はせがわ内科クリニック 内科/消 化器内科

91 明神台クリニック 内科/消 化器内科

92 わかばデンタルクリニック歯科

93 山田歯科医院 歯科/矯正歯科/ノ 1ヽ 児歯科

94 天王町レディースクリニック産婦人科

95 あわや循環器内科 内科/循環器内科

96 港町診療所 内科/整形外科/産婦人科

97 天王町歯科クリニック 歯 科

98 保土ケ谷ヒルズ歯科 歯科/小児歯科

99 金子歯科医院 歯科/′ lヽ 児歯科/口腔外科/矯正歯科

100 渡辺内科クリニック 内科



登録番号 登録医療機関名 診療科
101 今宿歯科医院 歯■/予防宙14/口 腱外科/訪間歯科/嬌ェ歯科/小児●科

102 和田町眼科クリニック 眼科

103 けいあいクリニック 内科/外科/胃 腸科/循環器科

104 はま歯科医院 歯科

105 山川皮ら、科 皮膚科

106 田口整形外科 整形外科/皮 膚科/理学療法
フ
′

（
υ 横浜ビジネスパーク歯科クリニック 歯科

108 青葉アーバンクリニック 内科

109 太田歯科医院 歯科

110 篠原歯科医院 歯科

反町整形外科 整形外科/リ ハビリテーション科

112 さいとう整形外科 整形外科
113 増田歯科医院 歯 科

114 永田歯科 歯 科

115 きくち医院 外科/内 科/消 化器科

116 上星川歯科医院 歯科/小児歯科

117 琴寄医院 内科/小児科/アレルギー科

118 アップル歯科 歯科

119 ライオンメディカルクリニック消化器科

120 つかだ歯科クリニック 歯科

121 保土ケ谷在宅クリニック 内科/緩和ケア内科

122 横浜保土ケ谷クリニック 内科/精神科/訪間診療

123 藤井歯科医院 歯 科

124 田口歯科医院 歯 科

125 都岡歯科医院 歯科

126 保土ケ谷駅ビル歯科 歯科

127 上菅田医院 内科/小児科

128 新横浜在宅クリニック 内科/消 化器内科/外科

129 楠クリニック 整形外科/内科/皮膚科

1301古市歯科医院 歯 科

1311相鉄診療所 (相 鉄産業医 )

1321東戸塚メディカルクリニック 内科/外科/内視鏡内科/皮膚科

1331ふじさわ歯科医院 歯科

134 Green Dental Clinicお スIヨ 歯科/小児歯科/燃 正/歯科口腔外11/歯 11訪間診療

135 東戸塚ホームケアクリニック 内科/外科

136 ちさと歯科医院 歯科

137 保土ケ谷北クリニック 内科/訪問診療

138 松尾医院 内科

139 えひら胃腸科内科 胃腸科/内 科/外科

140 緑台クリニック 内科

141 江口歯科医院 一般歯科/矯正歯科

142 フタバ皮フ科 皮膚科

143 有馬医院 内科/胃 腸科/外科/月工門科

1441ながともクリニック 呼吸器内科

1451秋月リウマチ科 リウマチ/内科/ア レルギー

146 緑園都市眼科 後藤クリニック1眼科/内科

147 レオデンタルクリニック 歯 科

148 南の街歯科クリニック 歯科/小児歯科/矯正歯科/口 腔外利

149 橋本歯科医院 歯 科

150 横浜北クリニック 内科/老年内科

登録番号 登録医療機関名 診療科
151 松島クリニック 内科/胃腸科

152 横浜いずみ泌尿器科 泌尿器科

153 瀬谷セントラル歯科 歯科/口 腔外科/小 児歯科/矯正歯科

154 よこはまペインクリニック ペインクリニック/内 科/小児科

155 オーシヤンクリニック 皮膚科/泌尿器科
156 あすかい内科 内科/呼吸器内科

157 川崎整形外科 整形外科

158 浜田内科 内科

159 ハヤシ眼科クリニック 眼科

160 久保クリニック 内科/外科

161 横濱高島診療所 援和医療/ベインクリニック/再 生医療/婦人科

162‐ 関内サンドウ内科医院 消化器科/一般内科

163 かとう内科クリニック 内科

164 浅野医院 内科/循環器内科/′ |ヽ 児科/麻 酔科/訪 問診療

165 大橋歯科医院 歯科

166 パーク歯科クリニック 訪問歯科

167 診療所スカイ 内科/小児科/産婦人科/外科

168 ランドマーク横浜国際クリニック 整形外科/脳神経外科/内科

169 石井耳鼻咽喉科診療所 耳鼻咽喉科

170 小林歯科 歯科/ノ 1ヽ児歯科
171 すずひろ歯科 歯科

172 三ツ境はこだ内科 内科

173 かわしま歯科医院 歯 科

174 洋光台セントラルクリニック 内科 (透析 )

175 横浜岡野町クリニック 内科/消化器内科

176 天王町めぶきクリニック 精神科/診療内科

177 植木歯科医院 歯科

178 新横浜クリニック 内科/′ 1ヽ児科/皮膚科/透析

179 あまの歯科 歯科

180 きたがわ内科クリニック 科/循 I景器内科 /口手吸器内科/糖 尿病内科

181 清水歯科医院 歯科、訪問歯科

182 岸歯科診療所 歯 科

183 青木整形外科 整形外科/リ ハビリテーション科

184 篠崎医院 内科/外科/胃腸科

185 林歯科医院 歯科

186 松宮整形外科 整形外科

187 さとう整形外科 整形外科/リ ハビリテーション科

188 たかなし歯科 歯科

189 石川町なのはなクリニック 内科

地域連携登録医 2020722現在

医科 107施設

歯科  82施設


