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東京電力から電力供給される都県医療主管課御中

（東京こ茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、1．LI梨、静岡）

　　　　　　　　　　　　厚生労働省医政局政策医療課
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厚生労働省年金：局：事業企画謀社会保険病院等対策室

人．1二呼吸器を利用rl一る・‘1…宅医療患．●者’の緊忽、相淡窓1二1のi没置について

　今般の東．1ヒ太子剛刑1地堤については、必要な四脚）鯛暑ξに最大限のご尽ノフを

し・ノヒノごさ’、フゾく御呼し1’11し1二若デ」三づ一，、

　，奮陣．111・停電に’⊃いてlj：、一ll乍旧3月131：1》1匹励∈機関に対してけ：、厚生労働1’f

Pミ1政局1’捧導，環に，1㍗る「東京電力桝こ武：会しl：に」：る輪，濫停、‘巳に係る【！囑療杉糊粘1び）対」’さ
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【’震政局経済訓1にJこる　「∫に京電力株式舎監1：に，．にる輪一番停て’Eに1系る人工呼吸器他州

の在宅療養患．者の緊急、受け人れ体制について」（別添2〉に．、1：り、それぞれ遡切

な対応を依頼して：』いるところです，，

　今般、・人1二呼吸器使用σ）在宅療逢患．者σ）対応に万金を期すため、独立行政法

人【li｛1、一1二病院’機干掴タ、．独立行政法人労働者健康福・祉機構及’ぴ・社団法人i≧国社会保険

協会連合会午）；の運営する二kに11界1束｛，3越地1細）【涯療機】i纂1において、緊危、、1・1・1談窓1：1

を設けるとと一1，》に、人」二呼吸器を使14］する在宅1残旅心．者び．）緊急、・・一・時人院び）受け
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ノこし漉した〔1既要に1：別海．3び）と二障り），、

　1）き』1三してlj二、Ilt阪族霊管内（ノ）病院、診療所、訪間着・謹ステーシ≡1ン等が、

、ビ、’要‘こ苑：じて相談’受イ寸窓1コを？舌川できる，ように、周矢i1（ノ）彷如底を，よ7）しく二L訪頼し・
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東京電力から電力供給される都県医療主管課　御中

（東京、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、1．Ll梨、静岡）

庫生労働省医．政局指導課

東京電力株式会社による輪惜停・電に係る医．療機関σ）対応について

　今般σ）東北地方太ユ僻羊沖地虚についてけ：、必要な医療の確保に最大限の御尽
ノ」をし、ブこだ噺き、∬置く律11’帯し申し，1＝‘ア」三づ一、、

　先ほど、∫1〔京電力株式斜i：．1：り、電かノ）需給逼迫σ）たy）、3月川1以卜f重、糾｛

京電力株式会社が電1力を供給rj『る地域をいく1）かの’〆ロックに分け、順番に一

定時1制ご、とに停て覚rl『ること　　（以．下　rlr命・齢停電』　、ヒいう，，）　の催喪がゆ）り虫した

（”1綜臆．参：！轍），，II輸，詐停1！庖‘こ1）し・一ぐ仁L、医ソ蔽樵釧罰・し、f列クトなく対象とズ1：り、1嚥，甥耕幾

1剃はi論・爵停て覚（ノ）問、患．∫～1・の7台療にメ《卜｝詮の生じオ£し・，1こう対●坑：をとることが求めら

れ渡す．
　f列クト咄∫戒、以、タトは、明日中1こ1．王、』ん。ピ（ノ）』也」戒が一・一定”」封瑚、停～；ぼの対一象とオ鳶るこ

，レから、諒・やかに所斑σ）対1，とこを開始していただくことを要，請し』1三す，，併せて、

管内伽lrr村’に対してf、直ちに周知イ1ゴ願い，k寸、，

　今後σ）．見通1しは不1リ1確であるもび）の、事態〃）辱重大性に鑑’み、賄撮としても、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ得られた1榊陀lll㈹連絡いたし，1三すので、今後φ11筋1蠕櫛に詐1耽，意一ドさい，，

　蹟謡渠1こ二おカ・才I」，更して‘，L、　貰う穿内｛ノ）【碍甥d喚財田が1遺’浦1元仁くll輸出F停、！巳1こ対’ノ’ここできる

，よ：う、　1虻苧駒勾（ノ）1筆1塀財経！堀1こ対’し、　人：至‘P、　斬虻、訴卜塑で瞳の’だ施1こつし・て淀1置ll奥〕田を

行うととぜ．，に、

ハ　・　旧家発電装置を有rj一る胆盛療機関につい一ぐ：1凄置ヴ），輯寅や燃料の桶1保を行う

　　こと
　・　人1二吸人器・酸素濃縮器、r』1宅透析機器、吸引器等の在宅阪療履縫器を使

　　刑している患者については、医療機関とノーカーで協1畿しつつ、遡
　　咋1、ft偶こ擢絶23を西己’俗　t，、し出し老心，ビの対応を行うこと

・　と’うしても　て1三宅1盤療機器を使用1すろことが必要疏場合にけ：、1盛療機ll槻

　　へσ）…峙憂人れ、等で対応する二と

を指導†るなど、1陥・齢停電への対応にかかる指導について特段ヴ）御協力をお願

いいたし，tす，，震た必要に応じ、自家確電襲置の惚監料の確・保導について必要た

支援をマ了ってし、ソこプごくようお慮iいいたし」ミす、，

　なお、状況によっては、患，者の搬送を行うことも検討することとし、そのよ

うな措置を講ずる場合に1よ当課あて御報告願い来す。



※　今後の参考とするため、現時点で想定される対応、懸念される事項等あり

　ましたら、別紙様式により随時御連絡ください。　　　　　　　　　，・

（参考）輪番停電に関する情報

　　東京電力株式会社の発表（hup：〃www．tepco．co．」1）1cc／prcss／11031227→．html）

＜連絡先＞

厚：生労働省医政局指鯨諜

　救急医療係　占剛・松尾．

　電、1舌（代爽）03－5253”11】1（内2551）

　　　（直通）03－3595躰2194

、



別紙様式

都道府県名

病院での対応に
関する：1ド項

，

●

，冷療所でσ）対応

に関する事項

●　　　　　　　　　　　、

在宅1匹療に関す

る’1阿i　　，

1

●



魍

箏　務　迎　絡
平成23年3月13日

諜灘議鍋殿

厚生労働省医政局経済課

策京電力株式会社による輪番停電に係る在宅医療機器便用患者の対応について

　今般の東北地方太平洋沖地展については、必要な1盛療の確保に最大限σ）御尽

力をいただき、厚く御礼申し上げます．

　本日、東京電力株式会社より、電力σ）需給逼迫ヴ）ため、3月1，4日以降、東

京電力株式会社が電力を供給する地域をいくつかのブロックに分け、順惜に一

定時間ごとに倖冠すること（以下「輪番催電」という．）σ）発表があり窪した．

　これについては、別添のとおり関係都県医療主管課あて依頼しており5】三すが、

貴会におかれましても、当該事務連絡の内容につい七御了知いただき、人こ1：呼

吸器・酉食素濃尋寝装1蹴、在宅迂塗4斤機2鼻、吸引1紙器：等の在宅医療杉縫器をイ児用してい

る慰者について、帳療機関と十分に連携し、そヴ）使用に支障が生じないよう最

大限の対応をしていただくよう、よろしくお願いし虫ず、

　今後σ）見通しは不明確であるものの、ヤ1∫態の眠人性に鑑み、当課としても、

得られた情報を随時連絡いたしますので、今後の事務連絡等に御注意下さい。

　傘下σ）メーカーが辿凋なく輪番停電に対応できるよう、貴団体におかれまし

ては、傘下のメーカーに対し、輪形停電び）実施ついて注意喚起の周知徹底をお

願いいたします。

　支障が召三じうる場合‘こは、当言果あて御報告1願いま刈㌦



鯉
（別添3）

　　　　　　　　　　平成23年3月15臼
　　　　　　　　　　医政局政策医療課
　　　労働基準局労災補償部労災管理課
年金局事業企画課社会保険病院等対策室

人工呼吸器を利用する在宅医療患者の緊急相談窓口の設置

　東京電力による計画停電に関して、在宅医療機器を使用している患者が、

その使用に支障が生じないよう、医療機関（在宅療養支援診療所及び訪問看

護ステーション）と医療機器メーカー等に対して、必要な対応を要請してい
る。さらに患者、ご家族の安心を確保するため、次のような対応を追加実施
する。

1．国立病院機構病院等に緊急相談窓口の設置
　　在宅で人工呼吸器を使用している愚者の主治医や訪問看護ステーション
　等を支援するため、計画停電が予定される地域にある国立病院機構病院、
　労災病院及び社会保険病院等に緊急相談窓ロを設置する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
2．緊急相談窓ロの概要
　　①　東京電力による計画停電が予定される地域にある国立病院機構病院、

　　　労災病院及び社会保険病院等（35カ所〉において、人工呼吸器を使用
　　する在宅態者の療養を担当している在宅療養支援診療所等の主治医や訪
　　　問看護ステーション（注）からの緊急相談を受ける窓ロを設ける。

　　　（注1）患者の状態等を十分把握した主治医等からの相膜を基本とするが、場
　　　　合によっては、患者本人及びご家族からの相談にも対応

②緊急相談窓ロにおいては、医療機器メーカーの担当・照会窓ロ情報を
　含め、必要な医療対応方針に関する相談に応ずる他、状況に応じて、緊
　急一時入院の受け入れも実施する。

（注2）緊急相談窓ロで的確な相談対応ができるように医療機器メーカーの
担当・照会窓ロに関する情報を、緊急相談窓口を設置する国立病院機構病
院等に提供する。

（注3）なお、患者搬送については、原則として、自家用車又は患者搬送専用
　車（民間救急）・を御活用いただきたい．

③　相談受付時間

　　　原則として、開院時間帯において実施。（なお、一部の病院におい
　　ては、24時間体制で連絡受付。）

④相談受付の開始予定
　　平成23年3月15日（火）の正午から。

一1一



京愚カエリアにおける 宅で人工呼 用されている患　の
諮　脚急

相談対応
病院

＼　　　停電時の在宅

　　　療養の相談
‡ ！

〔ま線緻離籍舗錬り’〕
、』シ’二停電時の対応父　　　鰍

　レ、　を相談　　　　▽・　　　　　　　　震

（横浜労．災病院等）

※やむを得ない

緊急時を除き、

救急車等の利
用は避ける

（災害医療センター等）　（社会保険中央総合病院等）

相談対応病院13病院 相談対応病院17病院

相談対応病院35病院　　　　　　　　　　　　　　　　　　華　　　　　一　　　　　　　　　　　　　■

」



O東京電力エリア内計画停電時の「人工呼吸器を利用する在宅医療患者』への相談対応について（国立病院機構）

じ

相談窓口

病院名 所在地

》
窓口課 電話番号 対応時間

茨城東病院 茨城県那珂郡東海村照沼825蓄地
　管理課
i管理誤長）

029（282》1151（代》 24時間対応

一・　，■一一■●●　一一｝　愉一■　一●’・臨一．　－－．　－ ‘，，■，，■、，■，■●，●‘●●●●●●●■，■●賢一一，・価，r，■D・・．し，・●■，A ■　●●A　A■　●　●■一■　，，■，●■，●‘ ●●●●■　一　一一●■　●　■，■　■●　●　●　■　●A■一■』－ ●　，●，●　一　｝■　，●　●●　，■■‘　一■　●　， ■　●　辱　●　■　，　●　●　一一　●　■　，　■一　●　一　・　一　●　●　，　，　－

霞ヶ浦医療センター 茨城県土浦市下高津2－7一回 企画課 029（822》5050（｛七） 8：30’》17：15 土、日及び祝日除く

，一■　一■一　一■，一辱，●　，，●　箪・●　，，　●　，，．　， ，，，量，，．●D●●，A●■A●6一‘●一・一事・■－一）一■■一，●■，・●一－，・… ‘●一一，●●D，，，■●●●●●■，ム ．　一　噛●●●　，　，，一　，　●－●●　●　■　‘・A・　●A・　ロ 一■　一，サ，甲，■　，●　●●　9‘・　7一一一 ●　■一－　一　■　r卜■　●　●　，A　■　●　●一A　・　一●■・　一一一

高崎総合医療センター 群馬県高崎市高松長36番地
救急部及び

~命救急当直
027（322）5901（‘七） 24時間対応 土、日及び祝日除く

●　●A　●　■●●■　■r畠‘　甲・●　一一■　，■■　■　ロ・一　一一 覧畢●一，●覧－●隔■■P●●し，も　■●●●●A－一，■■－｝一－．、■‘帰・・一・・，・‘・ ●●　●　」■」　昌A　‘●　一　一一一●　－一一｝‘　｝ ，　●　●　い　●　噂　■　●　い　●　A　■　●　’　帰　－　●　一　・　…　　　　　一　甲　． ，，●　じ，剛■　，●■　■』9轟■　●A・■　一一 －置一一　●一●　一，甲■　署，－■　日量■■　，甲「．．　一　．

沼風病院 群馬県沼田市上原町1551叫 看護誤 0278〔22）0182
@　（内420）

24時間対応

●●．｝●D●　■■　，●●　，噛　●　一　●　■　●A・　・■』¶　，， 一‘・…　　　一一●．一■－一一■一一，●b■’一一●■－，●■，■●●｝・．●■，A●●・・． ●　●　ム　ム　｝　賢　●　一　一　・　●　一　，　，　●　■　幅　●　・　● ●　，　●　●　■　，　●　●　●　●　7　一●　■　甲　一　一　■　，　一一　．　一　一　甲 ■　，，●　レ甲■●　●　輔●　，・6．　甲A●・． ・　，一■●　－●■一　一，　●　，　■一●　一　■・．　●　一．■　，

埼玉病院 埼玉県和光市源訪2－1 副院長 048（462）1101（｛忙） 8：30～17：15 土、日及び祝日除く

・一●　，A■　魅　A●　■　曜●，　量　歯－　●　A一　いロ・　■　昌・ ・　・A，噂　一昌●　A．－甲一r，賢・一層ロー岬・一一一噛●●，，－岬，，昌●■，，’■，・｝．，・ ■■　一　，　●　●　■　，　，●　■　■　■●　●，O　P一一 ■　，　一撃■■　，　●　曜●　■　■r，　■■　し甲　轟■　，，　畠　．　・　・ ■畠督一●　●帰－■　｝一■●，■●　－●，■ ■■，■　●●　，●　●●D　A』■　－A●　●■』Aリ　レ■・－

下志津病院 干葉県四街道市鹿渡934－5 医療安全管理室 043（422）2511（代1） 8：30～17：15 土、日及び祝日除く

・甲　6■　，畠耀　一一　●■　甲　■●　，　●－　，．　．　，■．　甲－． －．一・・，，．●－電■一■雪，●■，■■■，－■■●■■●昂●■，，．●．甲・．●，A・．． 一直r■　■●■■帰■，｝，■●　，，｝●　・　， ●●　■　，●‘■■，唱■■覧ひ■●■　，A●　■　A‘・■ A●6一■一一，●■　一，■｝●●O　レ，・ －，●　D■r●　，■一■　，■●　●■』一●　■一A●　b篇一

千葉医療センター 千葉県千葉市中央区椿森4－1－2 医事課 043（251）5311（イt） 8：30＾’17：15 土、日及び祝日除く

■1●，■●し豊■P，・・，●●■●■■●・，5●■－ ，，．し・．・・●●●■■D●●D，■，●●4｝‘も■●●●し●A●6，A●■，●■・．■A‘ ・甲一，■　●■一■嘩　，■■，■　，・，，・ ，，■●　■■，■●　，■　●●　，，●　●　■　■●●■　，A・ ，‘●r　量■葡　●　■督■　一●●●　一■‘　一・ ，，，■，9，■　ロレ甲，■　D’■●，’●■　・A●．A

千葉東病院 千葉県干菜市中央区仁戸名町673番地 経営企画室 043（261）5171（｛受） 8：30’》17：15 土、日及び祝日除く

甲・－　一■■　■』■一一■■■り一■　甲■■　り●－　駒■－　－

ﾐ害医療センター

－一－．，一－，■，一り一●，一り一●‘，■●■●■■■o●■●一・，．・｝・．，．■一．，，

結椏s立川市緑町3256番地

■，●，●●‘し■一●●D，■■●●●●

@地域連携室

●　，’　●」　●●‘　●　■　賢■r●■　■』一■，9，一■．　一．

@042〔526）5610

■　一■■　●　●■●　一，｝　●●　，‘　一　｝■■　，

W：30～17：15

・，・．．・甲●．一・．●，＾●し・一●■・・ I●

條ﾔ外当直師長
O42－526－5511（代）

一　．－　．　恒■－　●■り　蟹甲■　・　一層　D　・－　・　サ甲．　，■－ 一，，・●7・r恒■，●●，●●●●，●量●甲畠●，●－■甲■・■甲■一．｝■一『，7・■・一 ●■●　甲■r一■■　●，■－●　●　■■一●　，一 ．　．　一■●●　，　－　■　●■　D●　●　’■　一　●　一　■　●　●　●・　， ●●■■‘■●●●■●O●●A亀，A・』 ・．●●A●　甲A‘■　●■r，｝　，●■－■r　A■●甲』ロ

y、日及び祝日除く
呼吸器科医師が対応

東京医療センター 東京都目黒区東が丘2－5－1 地域連携室 FAX
n3（3411）2596

8：30～17：15 しますが、直接の電

bではなくFAXで情

｝一　一■■■　，昌」　一●昌一・■．ロ｝一■一・　，一一
・一・．曽一－，■－一●，甲一－卓●・，●｝－・甲●●，甲■●甲」』A●，・・●・・轟・4D・・ ・，凸A－　｝■』岬A●　■　ロr■■¶■　一一・一 ，一一●　，』■一■　●●，一　）●，一●　●，　■■　，●　・ …一」一・…∵一

報を頂きたい．，－一■一一－－一■卜■一　臨，，9　・●●　●　，畢　・●　，

東京病院 東京都清瀬市竹丘3丁目H 地域連携室 0424（91）2111（代1） 8：30’》17：15 土、日及ぴ祝日除く

．　一－．．　，，●D■●　，●’■●■　■　懸●　■D●・，● D一●●●●，●●■＾■し甲ら一一A　r，，・・■ロ■●●・■■｝■一’り一，・，．，’・－．・● ●●●●－，A●●6，・・－　一・一・．　， 一一●　，　，，●●　隔■■■●，A●●　，●‘■　●A6● －一一〇　一■　一■，一　）　｝●，●　，■　賢，　● ●　●　●　5　●■■　甲●■一　甲一一層　・一■－　一　．■　，　■，

神奈川病院 神奈川県秦野市落合666－1 企画課（医事） 0463（81）1771（‘気） 8：30～17：15 土、日及び祝日除く

●■昌■、，■■　，－■●■甲・旨・・　一一一　，・●　一，・ ，・｝，．D，●●●●■●●●●●甲，一¶一中・■畢一隅●，，一●●■，●■…　　　，，，●●巳 ，●■　，●　●●●一●■』，●　●■■6　恒一｝ ■　●　－　，■　■　，■　A　■　，，　●　●　●　●　●■■　一　■畳・．－ 一一〇■，甲｝●■　，，■，，，●　D　A■　， ●　，　‘，」レ■』ロ■○ト，■■　ロー・　・　一■督一・．－一

横浜医療センター 神奈川県横浜市戸塚区原宿3－60－2 企画課（医事） 045（851》2621（代；） 8：30’》17：15 土、日及び祝日除く



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

O東京電力エリア内計画停電時の「人工呼吸器を利用する葎宰医療患者』への相談対応について（労災病院）

相談窓ロ

備考欄病院名 所在地

窓ロ誤 電話番号代表） 対応時間

鹿島労災病院

C・■　一睡●●　甲　，●■　，■，・　軍・■　，■一・・■・■■

逞t労災病院

|一■，・　一一－一，甲，　●，●騨　一A●　賢瞥・●　一．■　・

結椈J災病院

u””””・””一一””・し””
ﾑ
関
東
労
災
病
院
，
昌
一
一
■
－
甲
一
・
・
■
・
一
一
■
P
・
－
一
＾
・
・
●
－
●
●
A
横
浜
労
災
病
院
（
代
表
）

茨城県神栖市土合本町1学9108－2

Q．。＿．＿．＿＿＿＿＿＿＿．＿．＿＿＿．轟”＿’””・一．，

逞t県市原市辰巳台東2－16

D・甲．，A，一中・－一り一●‘』●，●一■一一一●●，一■－一一■・■・．ワ・－●一■’■一・■』．，

結椏s大田区大森南4－13－21

C．，一一一・・，恒｝●章，－甲甲一●・●，■，，一，一■量■，．，●■一●，昌■●り・・●，■一電

_奈川県川崎市中原区木月住吉町H

C●●■，．●），，●■，，・－－・■）・一－，’一一・・－・．，．｝．－，’・隔，●．・，．，軍・

_奈川県横浜市港北区小机町3211

　　総務課

｡，一●●　■塵●も●　一●A・・　●●■■一　一

@　結務課

鼈黶@●●一一■　，，■●■　，，，．●　一，・●

@　総務課

C■■●　一　■一●●　，一畳■　一　ロ　●■■・　・　，

@　総務課

怐@一■一●■　，　■，一　賢●　●■一一　，　一一・　，

@　総務課

0479（4814111

Q．，一＿．ご＿．＿．．．＿．．も

O436（74）1111

C，　●●●　●●畠●●　，ワ■■■　9－一一一●・

O3（3742）7301

怐｡，●●■●■●●●●　，■●■●，●●■．

O44（411）3131

C，●　，　一｝，●　．　，●，一■　，・．．　・■，，

O45《474）8111

　　8：15＾’

@　17：00
怐@A　A　一　一　岬一　一　■　一　一　｝　・　，量　サ　，　，　●　一　，

@　8：15～
@　17：00
D・，，■・量，・●，，聾●■・●・，＾・・

@　8：15’｝

@　17：00
怐怐｡　■●●●，A●●　，●■●●■』｝しA・

@　8：15＾’

@　17：00
A●，●　●　，■　●　価●●■　－，●一…　　　　，●

@　24時間

●　　●　‘　●　一　一　轟　，　一　暑　一　●　一　一　一　一　，　｝　■　●　，　●　●　り　・　．

怐@，　●　，　■　●　ロ　一■　一　－　●　●　，　■　■　■　一　一　■　，　甲　・　■　・　9

怐@●　●　，　，　■　●　頓　一　一　●　■　■　●　，　一　■　一　一　・　－　●　甲　・　■　一

｡　一｝■　，●　●’●，■■　，●一■g　r■●　，－－■　，一●



O東京電カエりアの計画停電時のr人工呼吸器を利用する在宅医療患者』への相談対応について（社会保険病院等）

相談窓口

委託主体 病院名 　　　　所在地
窓口課 電話番号（代表） 対応時間

備考欄

宇都宮社会保険病院 栃木県宇都宮市南高砂町11－47 地域医療連携室 028（653）1001 8：30’》17：00

●，，・●，●●●■，■｝■，●■，●●，層●，．・，A．・ ・・一－，甲■●，甲一■，，’■，O■巳，A■■D　A　A●■』畳■一●－，｝■・，，・●■■，…　　　● ●■－一，■●，●，■■，，●●・　●A‘■　・ ，●■，，●，，●●●，A●　●●‘●幅一● ，｝●　し●●■D■■　，A　A　r　，■r■●，一－●

社会保険群馬中央総合病院 群馬県前橋市紅雲町1－7－13 内科外来 027（221）8165 8：30’》17：00

・恒・■・一●一一一■－■●一■●｝■‘）一■，瞥．　，●・　■ ●・・．●■．，■ロ．．）一．・瞥・，■，■●■●●●●■，一・，●一一甲‘一，・●．，，●●6り ，－●賢一●■－一●■●■●■●」●甲A●● 一一●　愉■●■　一●■■　，●●　■　●‘●　●■● ，－一一■，唖，　，●●甲■●　o量－一　●　9■一

社会保険大宮総合病院 埼玉県さいたま市北区盆栽町453 訪問看護室 048（663）1671 8：30’｝17：00

一．一■・・，●D・‘一，■，，’，，－，●●■，・●一・も A．，一一・一■’，，，．，●一，D卓ら■，A●●■●．■－，■■■一●，●●，●・●・聾●A　A・ 甲・’■，■，■■●，A●■　一A　A・　，，■■ ），，●し甲■●，，●●，A●●｝A■曽● ’　）｝，●　，賜●　，●　■畠　●●■一一●・　・■一 し”” 諱h“””・””．””

千葉社会保険病院 千葉県千葉市中央区仁戸名町682 内科外来 043（261》2211 8：30～17：00

・．　．　，●■●●●　、●●　，●一　，●■　●昌r，，・，一・．．）一 一■・｝・・，．●．・，●．，●●●甲●．，軸一．．●甲・．一一魯●●●・■一■D，●・●■・●6 ．・■一●り●●一■　駒，●●●■，●も　・　■● －　，一一●，一一●　，■’■　一・■　賢，　．．　， ■　●一■，り一■一■■，，一■一，●一．一－ ●，　●　一■●　■●　一●■一　●甲一．．層甲甲一・・　ロ「一

社会保険中央総合病院 東京都新宿区百人町3－22－1 鴬合杷鼓室事務当直 03（3364）0251 24時間 8：30’｝17；00上記時間外

・D・．，“■，－●，●●　●A●■●■●　A・，A畠．　■■．． ・一一一・一””●， D”””●”＾“’““一＾’”■”””●” ’門”＾●”＾＾“”＾”’’” 一，■，，●■■●■■，層■，，●●，－● ，●●　●轟轟■，■■　，●■，　一一一，　一■｝・ ■r齢◎■●，ワr■■　，，■障■　，■－●■　，，－●●

社団法人全国社会保

社会保険蒲田総合病院・●　●6●　，●■　■●－　9■・一・●，．．一一．●ワ・・，■糟 東京都大田区南蒲田2－19－2
黶C｝一一一■甲■，一●■，，●●，●■●D●●●●●●ら■，φ．．・●A・．，一■－．，■■，●

　訪問看護室・一一●臨●一●●　●■●■　，D●●■　し・A・

03（3788）8221
怩`，●　甲●●一7』■一7●・一■■●　』一

　8：30～17：00
鼈鼈黶怐@一一‘■』●一一　一■帰一●，●．　，一・ 専一’　，●，’障－－●　，●■■■，■　・馳■，・甲・

険協会連合会
社会探険横浜中央病院 神奈川県横浜市中区山下町268 医療相談室 045（641）1921 8：30｛ゾ16：00

■■　一一■　■一－●一，■　－，一　●，■　）一一　一一●　督甲・，，－
＿．”．”．．D”、D．“．＾．”＾““一一＾・一一一－－，“”” ，●，●●，，，●■い●●●■●，●●●●‘ ，A　A●　●●A●●甲■■一■－■一一〇●　一 ■●■－一　し，●、耀一■　，，－，，－・　，甲・ ．．●■9，■●，，甲●　じ，r●■　，9量，．　鞭．一

川崎社会保険病院 神奈川県川崎市川崎区田町2－9－1 医療相談室 044（288）2601 8：30～17：00

＿一一一一一一一甲一一一一一一－，一一一甲一一■「甲一畳一軍
一■，．一一・，■■一・畳■一一一一■賢，，■、，，■），，’■）●，■り，，o．，・．・●し，， 量一，A●●，●A●●■●A●■■●A■・o ■，，〇一●一一●一・■・，■督一・岬一一 ●，一一，■　一，■　，，，●，，，■　■，・．・ ●■　，－●■，－■　D，●●，，，．．　，・・●『，・

社会保険相模野病院 神奈川県相模原市中央区淵野辺1－2－30 地域連携室 042《752）2025 8：30～17：00

・一一』一一一一一一一一一一一一一一一一一一』一一■トー一一一
．－曜一一一｝・，■甲一●．．｝■，■D・■●，，●●，｝●，●■●・，．一，・●■，，●●■D● 郵・，●●●■●●●●■●A』■D，■－・， ■｝一●－，賢■●一恒■一■　，■一，．，● ．，■，｝一D■賜■D●■●一’●●■●●■ A●●■●●一」■9轟轟一■，，■』一．　・・■■’一・

社会保険山梨病院 山梨県甲府市朝日3－8－31 地域福祉相談室 055（552）8831 8：30～17：00

．一＿＿一＿＿＿＿一＿＿一一＿：＿一一 ＾●一＾・，・●．・＾・・．‘●■●＾●一●轟●●●＾＾●●■＾●●，＾・●一・一＾・・い・・6■ ●●－　●甲■●■　一中●■●　駒■一■．　一一．． ■■．　・■■●　－●■■●，畳●　一■，●　一■ ．，｝4，■■，●●●●｝嘘●，，‘●■，’ ・■●　■‘■■　■，●●　，●■●　・，，一－．，・■一

社会保険鰍沢病院 山梨県南巨摩郡富士川町激沢340・1 地域連携室 0556（22）3135 8：30’》17：00

一■・・〇一一●量●’　畢一中●り　，甲■・■．一口■

一一一一－一一一■■一一一－一一一甲一■■』一一一■甲○一，

O島社会保険病院

，畠¶，＾．，甲・●・・．．畢・．■甲・■●畢．．●，．・●．甲・・．・．・●・，．．＾，甲9・＾

ﾃ岡県三島市谷田字藤久保2276

7■盒●■甲●●■■甲■A■．ρ畠一●　一，■

@　医事課

い，■■■甲●■●甲一卓●■一，，畠・・．

O55（975》3031

辱甲●9●－■●●●■－・・一一一．・，一■

W：30’》1ブ：00

一　一一．　・●■，■　，■●■　●　■●■層　・．・．一　，・

・●レ，，一■，●冒■●，，■，，響・　，一一一・

熬c法人厚生年金事
@　業振興団

一一・一・一．－－●一■－，．■一一Q一一－●■一・A■・P

結梃﨎ｶ年金病院●，●．，，●■●●●，●■P｝■，量●い●■，．・り，．－

忠ﾍ原厚生年金病院

一・・●・＾・，一，－，■●一．＾－一●△●・・＾●■・＾＾●・●＾＾●・●＾・・．・＾・腎，■＾

結椏s新宿区津久戸町5－1一■，・．，，．，．－■，，’■い■’，，，■■一，■●●．電●一・，・．一．ず●●一，．．．．，

_奈川県足柄下郡湯河原町宮下438

●　，一■一■　，■■●●　●一一・●　，■一・　・甲

@　看護部’●い，■●■，●●■■●●●■，●●・■し

@　看護部

・　，●一一一■■一一●■一一・■．　一一“一

Z3（3269）8111
怐｡，●畠●，一の●い●■●　，・●・●A．

O465（63）2211

■一，■■一●●一　）一，■　一■一　一，帰一一，

@　24時間一A』・．●　，一一帰一一量一一A，　ロ●一一，

@　24時間

今麗子副看護部長
鼈鼾b一，一一A一一A一一■　，一一一・一一一，一，

咜��q副看護部長

－●．一中・一一盒A■　甲一・●　，A●　・●・・●‘ ，A●D，●し●■●●●■い‘●，●●’●●，A．しA・一・ ，・●，A　A‘●A●．＾‘●’＾‘』‘－＾■■一一・‘■－・■・一・■’一－一，・一，■●．一・，， 甲・，●●曹D，●●し●●●■，，●●し，・ ●D　A●■■●■●しA●●価●■■‘・．－ ●●A　A●●‘』ム　■●●一，一●‘一一A●・一 ■r昌■，一●■，，●一→　甲，－，帰　，，，，－．．・

せんぽ東京高輪病院 東京都港区高輪3－10－11 医事諜 03（3443）9191 24時間

財団法人船員保険会 一・一■・・　－－●　●■一幅一■　，●■　，｝‘●●●　一●●　幅，．

｡浜船員保険病院

，●■●も■●一●，“■，督帰■●一中・‘一｝・●一・■・，D，』一一〇A・A‘一‘唱・・一一，・

_奈川県横浜市保土ヶ谷区釜台町43－1

・，・　・，，●●■　，●●●，，A●‘景一A　r

@　医事誤

甲一一　一　●一一　●　一■　・　｝　●■●　一　｝－　．　，　一

Z45（331）1251

●●‘■●6●‘●‘－　，一“帰　甲一．　甲－量．

@　24時間

一重●　し，，甲甲，，，甲甲●燭　，，・・■　甲甲■・．

・幅－●心　甲A一，　一－一一甲一一　一一一，一．・　一 ・　舳●・■　●●，，’■　，■●　■卿■　，一●　●●　■●●・　A・．， ．，■一．・畳・一．・■、，●■一●●■●●●●■●‘●甲A一●，・・■●一．岬‘，，，量●●，・ ●　●　●A　A●　●，■■■賢■一一…　　　　，．　，・ ■，，督●■●，●●，‘』●●●■・甲一・一 一●●■■■，騨一，，－●，●■■じA■－賢 ■　，ムー●　D　A■■　●■■督■■■一・一・，，『●・

公益社団法人地域医
@　療振興協会

東京北社会保険病院 東京都北区赤羽台4－17－56 爲務課 03（5963）3311 8：30’》17：00




