
事 務 連 絡 

平成２３年８月５日 

 

東北電力から電力供給される県医療主管課 御中 

 （青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県） 

 

 

厚生労働省医政局総務課 

厚生労働省医政局指導課 

厚生労働省医政局国立病院課 

厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課 

厚生労働省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追加について 

 

 

今般の東日本大震災に伴う対応について、特段の御配慮をいただきまして、厚く御礼申し上げ

ます。 

平成２３年３月１６日付事務連絡「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 

について」により、東北地区および新潟県の独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健

康福祉機構及び社団法人全国社会保険協会連合会の運営する医療機関において、緊急相談窓口を 

設けるとともに、人工呼吸器を使用する在宅医療患者の緊急一時入院の受け入れ体制についても 

整備したところでありますが、今般、別添の医療機関を新たに在宅医療患者の緊急相談窓口及び

緊急一時入院の受け入れ先として追加いたしました。 

 つきましては、貴医療主管内の病院、診療所、訪問看護ステーション等が、必要に応じて緊急

相談窓口等を活用できるように、周知の徹底をよろしくお願いいたします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



事 務 連 絡 

平成２３年８月５日 

 

関係団体  御中 

  

 

 

厚生労働省医政局総務課 

厚生労働省医政局指導課 

厚生労働省医政局国立病院課 

厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課 

厚生労働省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追加について 

 

 

今般の東日本大震災に伴う対応について、特段の御配慮をいただきまして、厚く御礼申し上げ

ます。 

平成２３年３月１６日付事務連絡「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 

について」により、東北地区および新潟県の独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健

康福祉機構及び社団法人全国社会保険協会連合会の運営する医療機関において、緊急相談窓口を 

設けるとともに、人工呼吸器を使用する在宅医療患者の緊急一時入院の受け入れ体制についても 

整備したところでありますが、今般、別添の医療機関を新たに在宅医療患者の緊急相談窓口及び 

緊急一時入院の受け入れ先として追加いたしました。 

 つきましては、皆様におかれましては、東北電力管内の貴会会員に対して周知していただきま

すようお願いいたします。 

  

 

 

 



○東北電力エリアの計画停電時の「人工呼吸器を利用する在宅医療患者の緊急相談窓口」の追加医療機関

●独立行政法人国立病院機構

窓口課 電話番号（代表） 対応時間

盛岡病院 盛岡市青山１－２５－１ 地域医療連携室 019-647-9339 8:30～17：15

岩手病院 岩手県一関市山目字泥田山下４８ 企画課医事 019-25-2221 8:30～17：15

仙台医療センター 宮城県仙台市宮城野区宮城野２－８－８ 医療相談室 022-293-1118 8:30～17：15

西多賀病院 宮城県仙台市太白区鈎取本町２－１１－１１ 企画課医事室 022-245-2111（代） 8:30～17：15

宮城病院 宮城県亘理郡山元町高瀬字合戦原１００ 企画課医事 0223-37-1131 8:30～17：15

●独立行政法人労働者健康福祉機構

窓口課 電話番号（代表） 対応時間

東北労災病院 宮城県仙台市青葉区台原4丁目3番21号 看護部 022-275-1111 8:15～17:00

病院名 所在地

相談窓口

病院名 所在地

相談窓口



○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）

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番地
管理課

（管理課長）
０２９（２８２）１１５１（代） ８:３０～１７：１５

霞ヶ浦医療センター 茨城県土浦市下高津2-7-14 企画課 ０２９(８２２）５０５０（代） ８:３０～１７：１５

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
救命救急当直

０２７（３２２）５９０１（代） ８:３０～１７：１５

沼田病院 群馬県沼田市上原町1551-4 看護課
０２７８（２２）０１８２

（内４２０）
８:３０～１７：１５

埼玉病院 埼玉県和光市諏訪２-１ 副院長 ０４８（４６２）１１０１（代） ８:３０～１７：１５

下志津病院 千葉県四街道市鹿渡934-5 医療安全管理室 ０４３（４２２）２５１１（代） ８:３０～１７：１５

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（代） ８:３０～１７：１５

千葉東病院 千葉県千葉市中央区仁戸名町673番地 経営企画室 ０４３（２６１）５１７１（代） ８:３０～１７：１５

災害医療センター 東京都立川市緑町3256番地 地域連携室 ０４２（５２６）５６１０ ８:３０～１７：１５

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
　０３（３４１１）２５９６

８:３０～１７：１５

東京病院 東京都清瀬市竹丘3丁目1-1 地域連携室 ０４２４（９１）２１１１（代） ８:３０～１７：１５

神奈川病院 神奈川県秦野市落合666-1 企画課（医事） ０４６３（８１）１７７１（代） ８:３０～１７：１５

相模原病院 神奈川県相模原市南区桜台18-1 地域医療連携室 ０４２（７４２）８３１１ ８:３０～１７：１５

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

病院名 所在地
相談窓口



○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（労災病院）

窓口課 電話番号（代表） 対応時間

鹿島労災病院 茨城県神栖市土合本町１－9108－２ 総務課 ０４７９（４８）４１１１
８:１５～
１７：００

千葉労災病院 千葉県市原市辰巳台東２－16 総務課 ０４３６（７４）１１１１
８:１５～
１７：００

東京労災病院 東京都大田区大森南４－13－21 総務課 ０３（３７４２）７３０１
８:１５～
１７：００

関東労災病院 神奈川県川崎市中原区木月住吉町1-1 総務課 ０４４（４１１）３１３１
８:１５～
１７：００

横浜労災病院（代表） 神奈川県横浜市港北区小机町3211 総務課 ０４５（４７４）８１１１ ２４時間

病院名 所在地

相談窓口



○東京電力エリアの計画停電時の「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（社会保険病院等）

窓口課 電話番号（代表） 対応時間

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

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

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

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

社会保険中央総合病院 東京都新宿区百人町3-22-1 ＩＣＵ ０３（３３６４）０２５１ 24時間

社会保険蒲田総合病院 東京都大田区南蒲田2-19-2 訪問看護室 ０３（３７８８）８２２１ 8:30～17:00

社会保険横浜中央病院 神奈川県横浜市中区山下町268 医療相談室 ０４５（６４１）１９２１ 8:30～16:00

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

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

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

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

三島社会保険病院 静岡県三島市谷田字藤久保2276 医事課 ０５５（９７５）３０３１ 8:30～17:00

東京厚生年金病院 東京都新宿区津久戸町5-1 看護部 ０３（３２６９）８１１１ 24時間

湯河原厚生年金病院 神奈川県足柄下郡湯河原町宮下438 看護部 ０４６５（６３）２２１１ 24時間

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

横浜船員保険病院 神奈川県横浜市保土ヶ谷区釜台町43-1 医事課 ０４５（３３１）１２５１ 24時間

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 総務課 ０３（５９６３）３３１１ 8:30～17:00

相談窓口
委託主体

社団法人全国社会保
険協会連合会

財団法人厚生年金事
業振興団

財団法人船員保険会

病院名 所在地



○東北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）

窓口課 電話番号 対応時間

弘前病院 青森県弘前市大字富野町１ 企画課医事 ０１７２－３２－４３１１ ８:３０～１７：１５

盛岡病院 盛岡市青山１－２５－１ 地域医療連携室 ０１９－６４７－９３３９ ８：３０～17：１５

岩手病院 岩手県一関市山目字泥田山下４８ 企画課医事 ０１９１－２５－２２２１ ８:３０～１７：１５

仙台医療センター 宮城県仙台市宮城野区宮城野２－８－８ 医療相談室 022-293-1118 ８:３０～１７：１５

西多賀病院 宮城県仙台市太白区鈎取本町2-11-11 企画課医事室 022-245-2111（代） ８:３０～１７：１５

宮城病院 宮城県亘理郡山元町高瀬字合戦原100 企画課医事 0223-37-1131 ８:３０～１７：１５

あきた病院 秋田県由利本荘市岩城内道川字井戸ノ沢84-40 企画課医事 ０１８４－７３－２００２ ８:３０～１７：１５

西新潟中央病院 新潟県新潟市西区真砂１－１４－１ 統括診療部長 ０２５－２６５－３１７１ ８:３０～１７：１５

新潟病院 新潟県柏崎市赤坂町３－５２ 企画課 ０２５７－２２－２１２６ ８:３０～１７：１５

さいがた病院 新潟県上越市大潟区犀潟４６８－１ 企画課医事 ０２５－５３４－３１３１ ８:３０～１７：１５

病院名 所在地

相談窓口



○東北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（労災病院）

窓口課 電話番号（代表） 対応時間

横浜労災病院（代表） 神奈川県横浜市港北区小机町3211 総務課 ０４５（４７４）８１１１ ２４時間

秋田労災病院 秋田県大館市軽井沢字下岱30 総務課 ０１８６（５２）３１３１
８:１５～
１７：００

東北労災病院 宮城県仙台市青葉区台原4丁目3番21号 看護部 ０２２（２７５）１１１１
８:１５～
１７：００

燕労災病院 新潟県燕市大字佐渡633 看護部 ０２５６（６４）５１１１
８:１５～
１７：００

新潟労災病院 新潟県上越市東雲町１－７－12 総務課 ０２５（５４３）３１２３
８:１５～
１７：００

病院名 所在地

相談窓口



○東北電力エリアの計画停電時の「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（社会保険病院）

窓口課 電話番号（代表） 対応時間

社団法人全国社会保
険協会連合会

秋田社会保険病院 秋田県能代市緑町5-22 人工腎センター 0185（52）3271 8:30～17:15

委託主体 病院名 所在地

相談窓口


