
■既存５１開示施設とは、ID-LinkまたはHumanBridgeの地域連携システムにて公開を行なう施設です。

■下記、５１開示施設の情報を参照するには、同意書を取得後、各施設の同意書窓口（地域連携室）へFAXをしてください。

■同意書の原本は、今までどおりデータを保有する施設で管理･保管を行いますので、各施設の同意書窓口（地域連携室）へ郵送してください。

部署名
同意書送付

確認TEL
同意書受付

FAX
同意書運用時間

岡山大学病院 700-8558 岡山市北区鹿田町２－５－１ 地域医療連携室 086-235-6499 086-235-7613 平日9:00～17:00

川崎医科大学総合医療センター
（旧川崎病院）

700-8505 岡山市北区中山下２－６－１ 地域医療連携室 086-225-2133 086-221-1101
平日9:00～16:00

土曜日9:00～11:30

岡山医療センター 701-1192 岡山市北区田益１７１１－１ 地域医療連携室 086-294-9556 086-294-9557
平日8:30～18:00

土曜日8:30～12:00

岡山済生会総合病院 700-8511 岡山市北区伊福町１－１７－１８ 地域医療連携室 086-252-2698 086-254-8036
平日9:00～17:00

土曜日9:00～12:30

岡山赤十字病院 700-8607 岡山市北区青江２－１－１ 地域医療連携課 086-222-8811 086-235-8556 平日8:30～17:00

岡山市立市民病院 700-8557
岡山市北区北長瀬表町三丁目２０
－１

地域医療連携室 086-737-3010 086-737-3011 平日8:30～17:00

岡山労災病院 702-8055 岡山市南区築港緑町１－１０－２５ 地域医療連携室 086-262-4554 086-263-2587 平日8:30～17:00

岡山協立病院 703-8511 岡山市中区赤坂本町８－１０ 地域医療連携ｾﾝﾀｰ 086-271-0917 0120-271-287
平日9:00～17:00

土曜日9:00～12:00

心臓病センター榊原病院 700-0804 岡山市北区中井町２－５－１ 地域医療連携室 086-225-7111 086-223-5245
平日9:00～17:00

土曜日9:00～17:00

岡山旭東病院 703-8265 岡山市中区倉田５６７－１ 地域連携室 086-274-7300 086-274-7303 平日9:00～17:00

光生病院 700-0985 岡山市北区厚生町３－８－３５ 医療サービス課 086-222-6806 086-225-9506
平日8:30～17:00

土曜日8:30～12:00

重井医学研究所附属病院 701-0202 岡山市南区山田２１１７ 地域医療連携室 086-282-5311 086-282-4447
平日9:00～17:00　（木曜日は休診）

土曜日9:00～17:00

岡山中央病院 700-0017 岡山市北区伊島北町６－３ 地域連携室 086-252-5002 086-252-3929
平日9:00～16:30

土曜日9:00～11:30

岡村一心堂病院 704-8117 岡山市東区西大寺南２－１－７ 地域医療連携室 086-942-9919 086-942-9908 平日9:00～17:00

岡山西大寺病院 704-8194 岡山市東区金岡東町１－１－７０ 地域連携室 086-942-0161 086-207-2333 平日10:00～15:00

岡山リハビリテーション病院 703-8265 岡山市中区倉田５０３－１ 地域医療連携室 086-274-7011 086-274-7025 平日9:00～17:00

竜操整形外科病院 703-8245 岡山市中区藤原２１－１ 医事課 086-273-1233 086-273-5830
平日9:00～17:00

木曜日9:00～12:00

岡山画像診断センター 700-0913 岡山市北区大供２－３－２５ 事務管理部 086-235-2511 086-234-5633
平日8:30～17:00

土曜日9:00～13:00

川崎医科大学附属病院 701-0192 倉敷市松島５７７
患者診療支援センター

地域医療連携室
086-464-1567 086-464-1166

平日9:00～16:00
土曜日9:00～11:30

倉敷中央病院 710-8602 倉敷市美和１－１－１ 地域医療連携室 086-422-5024 0120-666-339 平日9:00～17:00

水島協同病院 712-8025 倉敷市水島南春日町１－１ 医療連携室 086-444-3250 086-444-3255 平日9:00～16:00

倉敷成人病センター 710-8522 倉敷市白楽町２５０ 地域医療連携室 086-422-2116 086-422-2168 平日9:00～17:00

しげい病院 710-0051 倉敷市幸町２－３０
地域連携部　地域連

携入退院支援課
086-422-3655 086-422-3658 平日8:30～17:00

倉敷平成病院 710-0826 倉敷市老松町４丁目３－３８ 地域連携室 086-427-1111 086-427-1197
平日8:30～17:00

土曜日8:30～12:00

倉敷スイートホスピタル 710-0016 倉敷市中庄3542番１ 地域連携室 086-463-8111 086-463-2008
平日9:00～17:00

土曜日9:00～17:00

倉敷紀念病院 710-0803 倉敷市中島８３１ 地域医療連携室 086-465-0011 086-465-9199
平日9:00～17:30

土曜日9:00～11:30

倉敷第一病院 710-0826 倉敷市老松町５丁目３－１０ 地域医療センター 086-424-1000 086-424-1682
平日9:00～16:30

土曜日9:00～11:30

倉敷リハビリテーション病院 710-0834 倉敷市笹沖２１ 診療録管理室 086-421-3311 086-430-5500 月～土9:00～17:00

水島中央病院 712-8064 倉敷市水島青葉町４－５ 地域医療連携室 086-444-7809 086-444-7809 月～土9:00～17:00

松田病院（倉敷市） 710-0056 倉敷市鶴形１－３－１０ 事務部　庶務係 086-422-3550 086-422-7495
平日9:00～16:00　（水は9:00～11:00）

土曜日9:00～16:00

玉島協同病院 713-8123 倉敷市玉島柏島５２０９－１ 事務課 086-523-1234 086-525-0559 平日9:00～16:00

渡辺胃腸科外科病院 713-8101 倉敷市玉島上成５３９－５ 事務部 086-525-2552 086-525-6339
平日9:00～17:00

土曜日9:00～12:00

住所〒施設名市町村

岡山市

倉敷市

同意書担当部署

※診療所・薬局のデータを参照する場合に取得する小規模医療機関情報送出システム（＝シェアメド）の同意書原本についてのみ、晴れやかネット事務局での管理と

なりますのでお間違えないようにお願いします。同意書は晴れやかネットホームページの「ダウンロード」をご覧ください。http://hareyakanet.jp/

～ 晴れやかネット 既存５１開示施設 ～
既存５１開示施設用同意書

同 意 書 受 付 窓 口 一 覧
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住所〒施設名市町村

同意書担当部署

津山中央病院 708-0841 津山市川崎１７５６ 地域連携室 0868-21-8111 0868-21-8201 平日9:00～17:00

中島病院 708-0052 津山市田町１２２ 医事課 0868-22-8251 0868-22-8295
平日  9:00～11:30、14:00～16:30

土曜日9:00～12:30

笠岡市立市民病院 714-0081 笠岡市笠岡５６２８－１ 地域医療連携室 0865-63-2191 0865-69-1510 平日9:00～17:00

笠岡第一病院 714-0043 笠岡市横島１９４５ 地域医療連携室 0865-67-0230 0865-67-0235
平日8:45～17:00

土曜日8:45～12:00

井原市 井原市立井原市民病院 715-0019 井原市井原町１１８６ 医事課 0866-62-1133 0866-63-2840 平日8:30～17:00

高梁中央病院 716-0033 高梁市南町５３ 地域医療連携室 0866-56-3939 0866-56-3166
平日8:00～17:00

土曜日8:00～12:00

高梁市国民健康保険成羽病院 716-0111 高梁市成羽町下原３０１ 医事係 0866-42-3111 0866-42-2970
平日8:30～17:15

土曜日8:30～12:30　(第1、3、5土曜日のみ）

新見市 渡辺病院 718-0003 新見市高尾2278-1 総務課 0867-72-2123 0867-72-2193
9:00～12:00、14:00～17:00

土曜日9:00～12:00

備前市国民健康保険市立日生病院 701-3202 備前市日生町寒河２５７０－４１ 事務部（地域連携室） 0869‐72‐1111 0869‐72‐3016 平日8:30～17:15

備前市国民健康保険市立備前病院 705-8501 備前市伊部２２４５ 医事係 0869-64-3385 0869-63-3012
平日9:00～12:30、13:30～17:00

土曜日9:00～12:00

備前市国民健康保険市立吉永病院 709-0224 備前市吉永町吉永中５６３－４ 地域連携室 0869-84-2120 0869-84-3865
平日8:30～17:15

土曜日8:30～12:30

赤磐市 赤磐医師会病院 709-0816 赤磐市下市１８７－１ 地域医療連携室 086-955-6688 086-955-8062 平日8:30～17:00

落合病院 719-3197 真庭市落合垂水２５１ 事務室 0867-52-1133 0867-52-1160
平日9:00～17:00

土曜日9:00～12:00

金田病院 719-3193 真庭市西原６３ 医事課 0867-52-1191 0867-52-1917
平日9:00～17:00

土曜日9:00～12:00

真庭市国民健康保険　湯原温泉病院 717-0403 真庭市下湯原５６ 地域連携室 0867-62-2221 0867-62-7121 平日8:45～17:00

浅口市 金光病院 719-0104 浅口市金光町占見新田７４０ 地域医療連携室 0865-42-3261 0865-42-5801
平日8:30～17:00

土曜日8:30～16:00

早島町 南岡山医療センター 701-0304 都窪郡早島町早島４０６６ 地域医療連携室 086-482-3031 086-482-3051 平日8:30～17:15

矢掛町 矢掛町国民健康保険病院 714-1201 小田郡矢掛町矢掛２６９５ 事務局 0866-82-1326 0866-82-0736 24時間　（休日・夜間を含む365日体制)

鏡野町 鏡野町国民健康保険病院 708-0323 苫田郡鏡野町寺元３６５ 事務 0868-54-0011 0868-54-0164
平日9:00～17:00

土曜日9:00～12:00

備前市

真庭市

津山市

笠岡市

高梁市


