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石川病院

FAX・郵送・

手渡し

地域連携室 大久保 079-252-3425（直） 079-252-5235（代） 地域連携室 079-252-5235（代）

あらかじめ依頼したい内容の要点等をまとめて連携室宛にFAXしていた

だいた方がスムーズです。（急ぎの要件は電話で可）

井野病院 指定なし 地域連携室 北 079-254-6893（直） 079-254-6884（直）

9：00～17：00

特に電話連絡の必要はありません。

地域連携室 079-254-5553（代） 外来標榜時間

入江病院 郵送・手渡し 地域連携室 079-237-4335（直） 079-237-8771（直） 受付時間　平日　8：45～17：30　土曜　8：45～12：45 地域連携室 079-237-8771（直） 受付時間　平日 8：45～17：30　土曜 8：45～12：45

金田病院 ＦＡＸ・手渡し 医事課・地域連携室 荻田 貴史 079-336-0117（代） 079-336-0016（代） できればFAXが望ましい

医事課・地域連携室

総合受付窓口

079-336-0016（代）

木下病院 郵送 医事課 079-298-6033（代） 079-292-1521（代） 医事課 079-292-1521（代）

木村病院 指定なし 地域連携室 藤本・橋 079-294-1122（直） 079-296-6001（直）

月･火･木･金曜日　9：00～17：30

水･土曜日　9：00～11：30

地域連携室 079-296-6001（直）

共立病院 指定なし

①病院受付

②地域連携室

MSW

①079-285-4490（代）

②079-285-3417（直）

①病院：079-285-3377（代）

②連携室：079-285-3494（直）

受付時間内にお願いします。

平日 9：00～17：00　土曜 9：00～12：00

①病院受付

②外来窓口

079-285-3377（代）

受付時間内にお願いします。

平日 9：00～17：00　土曜 9：00～12：00

國富胃腸病院 郵送 外来事務 加藤・荒木 079-267-1316（代） 079-266-2355（代） 地域医療連携室 079-266-2355（代）

厚生病院 指定なし 医事課 医事課スタッフ 079-292-1227（代） 079-292-1109（代）

医事課

地域医療連携室

079-292-1109（代）

公立神崎総合病院

FAX・郵送・

手渡し

地域連携室

 谷

（吉井・前田・竹本）

0790-32-2364（直） 0790-32-2354（直） なるべくFAXまたは郵送で送付していただければ助かります。 地域連携室 0790-32-2354（直）

病状・治療等に関する問い合わせについては意見照会として文書で連

絡を依頼する場合があります。

公立宍粟総合病院

FAX･郵送・

手渡し

地域連携室 竹井 MSW 0790-62-2522（直） 0790-62-2425（直） 地域連携室 0790-62-2425（直） 緊急性がない場合は午後からの連絡でお願いします。

酒井病院 指定なし 医事課 前村 079-266-5810（代） 079-266-8833（代） 医事課 079-266-8833（代）

三栄会広畑病院 FAX・郵送 地域連携室 「担当者宛」と記入 079-287-9134（直） 079-230-0008（代）

地域医療連携室

外来窓口

079-230-0008（代） 病状の変化等急ぎの場合は外来看護師までお願いします。

城南病院 指定なし 医事課 神﨑 079-288-0206（代） 079-225-2211（代） 受付時間　平日 8：30～18：00　土曜 8：30～12：00 医事課 079-225-2211（代）

城陽江尻病院 FAX・郵送 地域連携課 濱野 友希 0120-25-1249（直） 079-225-1231（代） 地域連携課 079-225-1231（代） 受付時間 8:30～17:00

書写病院 郵送 外来 担当者 079-266-3503（代） 079-266-2525（代） 外来 079-266-2525（代）

仁恵病院 郵送 医療相談室 原田 079-289-4513（代） 079-281-6980（代） 医療相談室 079-281-6980（代）

神野病院 FAX・郵送 地域医療連携室 近藤 079-280-5318（直） 079-235-5501（代）

要件を書面にて[FAX：079-280-5318（直）]お問い合わせくださ

い。

地域医療連携室 079-235-5501（代）

高岡病院 指定なし 地域医療連携室 福田 079-294-5311（代） 079-293-3317（直） 地域医療連携室 079-293-3317（直）

たつの市民病院 郵送 地域連携室 地域連携室 079-322-3177（代） 079-322-1683（直） 地域連携室 079-322-1683（直）

主治医意見書など医師記載の書類に関しては担当職員にお繋ぎする場

合があります。

長久病院 指定なし 地域連携 担当者 050-3737-7063（代） 079-237-5252.（代） 地域連携担当者 079-237-5252（代）

ツカザキ病院 FAX・手渡し 地域連携室 各担当者 079-272-8571（直） 079-272-8130（直） 8：40～17：00でお願いいたします。

地域連携室

外来窓口・総合受付窓口

079-272-8555（代）

まずは左記にご連絡ください。内容に適した部署が対応いたします。

8：40～17：00でお願いいたします。

中谷病院 指定なし 医事課 医事課スタッフ 079-235-3012（代） 079-235-5566（代） 医事課 079-235-5566（代）

診療時間内でお願いします。（9：00～18：00）

問い合わせ内容により対応窓口が異なります。まずは代表番号にご連

絡ください。

八家病院 指定なし 医事課 079-298-1734（代） 079-298-1731（代）

手渡しの場合は

平日　9：00～12：00  13：30～16：30　土曜　9：00～12：00

外来窓口 079-298-1731（代）

至急でない要件については書面にてお問い合わせください。

問合せ時間　平日 9：00～12：00　13：30～16：30　土曜 9：00～12：00

播磨大塩病院 指定なし 事務所 079-254-5345（代） 079-254-0321（代） 事務所 079-254-0321（代）

姫路愛和病院 指定なし 地域連携室 MSW 079-234-2401（直） 079-234-2693（直） 地域連携室 079-234-2693（直）

姫路医療センター ＦＡＸ 地域医療連携室 079-225-3317（直） 079-225-3211（代）

左記窓口はケアプランの受領のみとなっております。お問い合わ

せはＦＡＸにてお願いいたします。（今後件数が増加した場合には

変更する可能性があります。）

外来窓口

一部地域医療連携室

079-225-3211（代）

ケアプランに関するご相談、急ぎでないご相談やお問い合わせは［FAX

079-225-3317（直）］でお願いします。診療科が不明な場合は地域医療

連携室へ問い合わせてください。

姫路北病院 指定なし 医療相談課 精神保健福祉士 0790-22-2589（代） 0790-22-0770（代） 医療相談課 0790-22-0770（代）

姫路聖マリア病院 指定なし 医事課 079-265-5001（代） 079-265-5111（代）

基本は医事課だが、入院中退院前カンファレンスを行った後、外

来通院している患者の退院後1回は地域連携室。

外来看護師または地域連

携室（看護師・MSW）

079-265-5111（代）

医療系サービス導入・継続の意見書については受診のうえ、主治医とご

相談ください。それ以外は、外来看護師または地域連携室（看護師、

MSW）までお願いします。

姫路赤十字病院 指定なし

外来もしくは地域医療連携

課（※補足事項参照）

079-299-5519（直） 079-294-2251（代）

基本は担当医師もしくは担当外来宛。ただし入院中、退院カン

ファレンスを受け外来通院になった場合は地域医療連携課宛。

外来窓口

一部地域医療連携課

079-294-2251（代）

受診科がわかる場合は受診科につないでもらってください。受診科が不

明な場合は地域医療連携課へ問い合わせてください。退院カンファレン

スをした方は地域医療連携課に問い合わせてください。

姫路第一病院

FAX・郵送・

手渡し

医事課 木家（きや） 079-253-1995（代） 079-252-0581（代） 地域連携室 079-252-0581（代）

急ぎでない場合は、地域連携室宛に文書にてお問い合わせください。

［FAX 　079-202-8202（直）］

姫路田中病院 郵送・手渡し 地域連携室 地域連携室 079-267-2550（代） 079-267-2020（代） 平日 9：00～17：00まで　土曜 9：00～12：00まで 地域連携室 079-267-2020（代） 診療時間内でお願いします。

姫路中央病院 指定なし 地域連携室 地域連携室 079-233-0854（直） 079-235-7331（代） 郵送・FAX時は電話連絡不要とする。 地域連携室 079-235-7331（代）

日中・急を要する場合、書類（指示書等）の依頼時は、一旦代表→各外

来。それ以外は、一旦代表→地域医療連携室（看護師・MSW）

兵庫県立

はりま姫路総合医療センター

郵送・手渡し

地域医療連携課

（手渡しの場合も宛先の記

載必要）

担当者 079-289-2055（直） 079-289-5080（代）

外来

地域医療連携課

079-289-5080（代）

ケアプラン計画目的の場合、主治医の外来日に受診してください。

その他、問い合わせ内容により窓口を変更しています。

まずは代表番号にお電話ください。

兵庫県立リハビリテーション

西播磨病院

指定なし 総合相談・地域連携室 0791-58-1072（直） 0791-58-1050（代）

総合相談・地域連携室、外

来窓口、総合受付窓口、認

知症疾患医療センター

0791-58-1050（代）

問い合わせ内容により窓口を変更しています。

まずは代表番号にご連絡ください。

広畑センチュリー病院

FAX･郵送・

手渡し

外来受付

地域連携室

外来受付スタッフ

MSW

外来：079-230-0080(代)

MSW：079-230-0133(直)

外来：079-230-0800（代）

MSW：079-230-4800（直）

退院後間もない方はMSWへ、それ以外は外来受付へ。

いずれも　9：00～18：00（日祝除く）

外来窓口 079-230-0800（代）

外来時間中はつながりにくいことがあります。

松浦病院 指定なし 地域連携室 米田 信敏 079-282-1103（代） 079-282-7171（代） 地域連携室 079-282-7171（代）

山田病院 郵送・手渡し 事務所 小山・根岸・山田 079-273-8312（代） 079-273-8311（代） 診療時間内でお願いします。 事務所 079-273-8311（代） 基本、診療時間内でお願いします。

石橋内科

FAX･郵送・

手渡し

外来受付

地域連携室

外来受付スタッフ

MSW

外来：079-237-3331(代)

MSW：079-230-0133(直)

外来：079-237-1484（代）

MSW：079-230-4800（直）

退院後間もない方はMSWへ、それ以外は外来受付へ。いずれも

月～水・金9：00～18：00、木・土は9：00～12：00（日祝除く）

外来窓口 079-237-1484（代）

外来時間中はつながりにくいことがあります。

大室整形外科

脊椎・関節クリニック

指定なし

医事課

（地域連携室）

「担当者」宛 079-297-1717（代） 079-293-3355（代） CM同行時の事前連絡：不要 外来窓口 079-293-3355（代）

左記にご連絡ください。

内容に適した部署が対応させていただきます。

日並内科外科医院 FAX 外来受付 担当者宛と記入 079-232-4852（代） 079-232-1730（代）

受付時間内でお願いします。

平日9：00～18：30、土曜9：00～12：00

外来窓口

地域連携室

079-232-1730（代）

左記にご連絡ください。

内容に適した部署が対応させていただきます。

病院名

※必ず外来患者のケアプランであることを明記して送付してください

電話番号 補足事項

②外来患者に関する問い合わせ・相談窓口

問い合わせ

相談窓口

電話番号

①医療系サービスを使用する外来患者のケアプラン受領窓口

ケアプラン

受領手段

担当者

受領窓口

（部署）

補足事項FAX番号

2023年2月改定


