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救急医療・急性期医療を核とした地域の中核病院として、
地方独立行政法人東金九十九里地域医療センターが運営する
「東千葉メディカルセンター」が４月１日に開院します。

救急医療・急性期医療を核とした地域の中核病院として、
地方独立行政法人東金九十九里地域医療センターが運営する
「東千葉メディカルセンター」が４月１日に開院します。

東千葉メディカルセンターが開院します
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　開院から３年をかけて段階的に診療科と病床数を増やす計画です。

《診療科》
　平成２６年度　　　
　　内科、消化器内科、神経内科、呼吸器内科、循環器内科、小児科、
　　外科、心臓血管外科、整形外科、脳神経外科、産婦人科、救急科、
　　（リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、精神科） の１６科
　　※（　）は外来診療は行いません。
　平成２７年度
　　代謝・内分泌内科を加えて１７科
　平成２８年度
　　形成外科、皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻いんこう科、歯科口腔外
　　科を加えて２３科とする計画です。

《病床数》　　
　平成２６年度 146床（一般病床126床・ＩＣＵ10床・ＨＣＵ10床）
　平成２７年度 230床（一般病床210床・ＩＣＵ10床・ＨＣＵ10床）
　平成２８年度 314床（一般病床294床・ＩＣＵ10床・ＨＣＵ10床）

《初めて受診される場合》
開院前の事前予約は行いません。総合受付で診療科受診の申込み
をしてください。
診療所等の紹介状がない場合は、別途、初診時選定療養費をいただ
くことになります。

《再診の場合》
　診療を円滑に行うため、再診の方は原則として予約制です。
　予約なしの再診の場合は、総合受付で再診の申込みをしてください。

診療内容

外来のご案内

 4月1日（火） 救急患者受入 午後5時～ （一般外来は休診）  
 2日（水） 一般外来受付 午後0時30分～3時 （午前中は休診） 
　 3日（木） 一般外来受付 午前8時30分～11時30分 
 4日（金） 　　  〃　　　　　　　    　〃　　　
　　　　※2日～4日は一部窓口による一般外来診療となります。

　○診療日　 　月曜日～金曜日
　　　　　　　（祝休日、年末年始12月29日～1月3日は休診）
　○受付時間 　午前8時30分～午前11時30分
　　　　　　　（診療開始は午前9時～）　　
　
　　　　※診療科により外来診療日が異なります。
　　　　　詳しくは、東千葉メディカルセンターホームページや
　　　　　新聞折込でお知らせする予定です。

開院スケジュール開院

－ 4月7日から通常の診療となります －

《差額室料などの料金（予定）》
　○差額室料（1日）
　　特別室 21，600円　　一般個室 7，560円～11，880円
　　ＬＤＲ 17，280円～18，360円

　○初診時選定療養費 （1回）2，160円

※ＬＤＲは陣痛から分娩までを同一の部屋で行うことが出来る産婦人科病棟内の個室です。

※差額室料と初診時選定療養費は、東金市及び九十九里町以外の利用者は2割増しとなります。

救急診療について
　救急診療については、救急車で搬送されてくる患者の診療を主に行います。その中
でも、三次救急医療（生命に危険がおよび高度な緊急治療を必要とする重症患者）
を中心に取り組んでいきます。　　
　また、二次救急医療（入院や手術を必要とされた救急患者や重症患者）について
は地域の二次救急医療輪番制に参加し、当番日の二次救急医療も担当します。
　そのほかに、受け入れ先が難渋している救急患者の受け入れ先病院として、また、
夜間急病診療所・二次救急医療機関の後方支援病院として機能していく方針です。

東千葉メディカルセンターの施設をご覧いただくため、次のとおり内覧会を行います。
平成26年3月29日（土） 午後1時～4時　（受付時間：午後1時～3時）
申込みは不要です。受付時間内においでください。

内覧会の
お知らせ

東千葉メディカルセンターの施設をご覧いただくため、次のとおり内覧会を行います。
平成26年3月29日（土） 午後1時～4時　（受付時間：午後1時～3時）
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交通アクセス

　　　  車でお越しの場合（東金市・九十九里町方面より）
　①国道126号の「東金インター入口」を左折⇒ ②道なりに進み、約1.3km先のT字路を右折
　⇒ ③約1km道なりに進んだ右側にあります。〈駐車場は740台（無料）あります。〉

※バス路線につきましては、今後新聞折込等でお知らせする予定です。
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　平成22年度から平成25年度までは、病院の開院準
備期間ですので、医業収益はありません。
　収入の主なものは、建設工事費用の財源として東金
市・九十九里町からの長期借入金が75％を占めてい
ます。
　次に建設工事の県補助金として補助金収入が12％、
人件費、事務費、委託料などの財源として東金市・九
十九里町からの運営費負担金が9％となっています。
　支出の主なものは次のとおりです。
・建設改良費のうち建設工事は17億465万4千円、
工事監理委託は3,534万円で、全工事費のおよそ
25％を平成24年度に支出しています。

・給与費は役員1人と職員18人分の給与費・共済費及
び非常勤役員などの報酬です。

◆応募資格　　　①平成27年3月卒業見込みで、看護師・助産師免許取得
　　　　　　　　　見込みの方
　　　　　　　　②有資格の方
◆待　　遇　　　規定により優遇します。
◆応募方法　　　以下の書類を期限までに提出
　　　　　　　　①履歴書・成績証明書・卒業見込証明書
　　　　　　　　②履歴書・免許証の写し
◆採用予定日　　①平成27年4月1日
　　　　　　　　②平成26年7月1日 または平成27年4月1日
◆応募またはお問い合わせ先
　　　　　　　　TEL.0475（50）1199㈹　看護部 看護人材育成課　
　　　　　　　　なお、選考日・応募先など詳しくは、ホームページを参照してください。
　　　　　　　　ホームページ http://www.tkmedical.jp/
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平成24年度 収入と支出の状況

看護師・助産師募集

・平成26年度から平成28年度までの段階的な診療科の開設と病
棟の開棟を円滑に進め、経営を安定させること。

・地域医療機関との役割分担を明確化し、山武長生夷隅保健医療
圏の中核病院としての機能を定着化させること。

中期目標の期間：平成26年度から平成29年度までの4年間
救急医療：ヘリポートを併設する救命救急センターとして、24時間
365日体制で重篤救急患者に対応し、三次
救急医療を提供すること。

小児医療・小児救急医療：急性疾患を中心に入
院治療に対応した小児医療を提供すること。

周産期医療：安心して出産できるよう周産期医
療を提供すること。

災害医療：千葉大学医学部附属病院のＤＭＡＴ
（災害派遣医療チーム）との密接な関連のも
とＤＭＡＴの整備を図り、地域災害拠点病院
の指定が受けられる体制を整備すること。

がん：地域におけるがん診療の拠点的機能を有
する病院として、消化器がんに対応した専門
医療を提供すること。

脳卒中：脳卒中等の脳血管疾患に対応した専門
医療を24時間365日体制で提供すること。

急性心筋梗塞：急性心筋梗塞に対応した専門医
療を24時間365日体制で提供すること。

糖尿病：糖尿病については、急性増悪時治療を中心に提供すること。
高度な総合医療：入院や手術を中心とした急性期医療を安定的に
提供するとともに多くの診療科を有する病院として、外来につい
ては紹介や専門外来に軸足を置き、地域の中核病院として高度
な総合医療を提供すること。

第2期中期目標
　地方独立行政法人東金九十九里地域医療センターの設立団体（東金市及び九十九里町）から法人に対して、4年間に達成すべき業務
運営に関する目標である「第2期中期目標」が指示されました。概要は以下のとおりです。
　法人は、この第2期中期目標を達成するためにとるべき措置や予算・収支計画などを定めた事業計画である「第2期中期計画」を策定
しました。これらに基づき法人は計画的に業務を行っていきます。詳しくは東千葉メディカルセンターホームページをご覧ください。

地方独立行政法人
東金九十九里地域医療センターの

外来診療フロア 1F ・ 2F

〈収入〉
合　計

1,993,901,944円

〈支出〉
合　計

1,991,982,063円

長期貸付金
21,797,260円

補助金等収益
28,604,991円 資産見返運営費

負担金戻入
15,000円

営業外収益
運営費負担金収益
19,530,218円

運営費負担金収入
21,594,000円

補助金収入
241,797,260円

雑益
41,749円

給与費
166,499,068円

運営費負担金収益
183,418,726円 減価償却費

15,000円

経費
43,646,517円

支払利息
19,530,218円

建設改良費
1,740,494,000円

長期借入金
1,498,900,000円

役員・職員の給与費看護師奨学金
の費用

救急支援に対する医療
再生プログラム補助金

人件費・事務費・委託料など
の費用として東金市・九十
九里町からの負担金

事務費・委託料
など

土地購入及び実施設計に係
る利息の費用として東金市・
九十九里町からの負担金

看護師奨学金等の費
用として東金市・九十
九里町からの負担金

建設工事・工事監理委
託等に係る費用建設工事・工事監理委託等に係る県補助金

実施設計の費用として東金市・
九十九里町から借入れた資金

預金利子など

土地購入及び実施
設計費用のために
東金市・九十九里
町から借入れた資
金の利息

第2期中期目標の概要
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