
平成２９年度第４回さいたま市地域医療構想調整会議 次第

平成 30年 3月 16日（金）午後 7時 30分～  
保健所 2階 第 1研修室

１ 開  会

２ 議  題

（１）２０１７年の調整会議の振り返りについて【地域医療課】

○病院プレゼンテーションについて（資料１、２）

○地域医療構想の進め方について（資料３）

（２）病床機能報告データ分析について【埼玉県保健医療政策課】

   ○埼玉県地域医療構想に係る医療提供体制分析業務委託

病床機能報告データを用いた調査分析の途中経過（資料４）

３ 閉  会
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２０１７年の調整会議の振り返り
について

保健福祉局保健部地域医療課

平成３０年３月１６日

資料１



さいたま市地域医療構想調整会議＜概要＞

１.目的
埼玉県地域医療構想を推進するために、県内の１０構想区域で、目指すべき医療提供体制（機能
分化・連携等）について関係者間で協議や情報共有を行う

２.設置
○埼玉県から、さいたま保健医療圏（構想区域）における運用について、本市に委託されている

○さいたま地域保健医療協議会の下に、専門部会として、平成２９年４月３日に設置

３.参加者
医療関係者（市内医師会、市内主要病院等）

４.実績
平成２９年８月以降、合計３回開催済み（平成２９年度全４回開催予定）

５.主な議論（第１回～３回まで）
○より質の高い医療提供体制を実現するため、医療機能の分化・連携等を推進していく

○地域医療介護総合確保基金（医療分）の配分について、埼玉県に説明を求める

○自院の特徴や将来像について、医療機関がプレゼンテーションを行う

６.今後のテーマ
○医療機能毎の機能分化・連携等

○最新の病床機能報告の状況

○新公立病院改革プラン、公的医療機関等２０２５プランの報告 等
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さいたま市地域医療構想調整会議＜実施状況＞

回数 日程 参加者 主な議題

1 H29.8.30.

・委員
・埼玉県職員
・市職員（事務局等）
※委員名簿については、P3に掲載

○埼玉県地域医療構想の概要について
○平成28年度病床機能報告制度の結果について
○国及び県における検討状況について
○地域医療介護総合確保基金について
○さいたま市地域医療構想調整会議について
○順天堂大学の新病院の現状及び今後について
○調整会議の今後の進め方について
○病院説明書（仮称）について

2 H29.10.25.

・委員
・市内医療機関
・市職員（事務局等）
・一般傍聴者

○病院プレゼンテーションについて

浦和・岩槻地域に所在する病院によるプレゼンテー
ション（※精神病床のみの医療機関を除く）

3 H29.11.22.

・委員
・市内医療機関
・市職員（事務局等）
・一般傍聴者

○病院プレゼンテーションについて

大宮・与野地域に所在する病院によるプレゼンテー
ション（※精神病床のみの医療機関を除く）

4 H30.3.16

・委員
・市職員（事務局等）
・一般傍聴者

○2017年の調整会議の振り返りについて
○地域医療構想の進め方について
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（参考）さいたま市地域医療構想調整会議＜委員名簿＞

所属 職名 氏名

１ 一般社団法人浦和医師会 会長 水谷 元雄

２ 一般社団法人大宮医師会 会長 松本 吉郎

３ 一般社団法人さいたま市与野医師会 会長 澁谷 純一

４ 一般社団法人岩槻医師会 会長 林 承弘

５ さいたま赤十字病院 院長 安藤 昭彦

６ 自治医科大学附属さいたま医療センター センター長 百村 伸一

７ さいたま市民医療センター 院長 加計 正文

８ 医療法人社団協友会彩の国東大宮メディカルセンター 院長 坂本 嗣郎

９ 地域医療機能推進機構さいたま北部医療センター 院長 黒田 豊

１０ 地域医療機能推進機構埼玉メディカルセンター 院長 細田 洋一郎

１１ 医療法人聖仁会西部総合病院 理事長 西村 直久

１２ 医療法人慈正会丸山記念総合病院 理事 丸山 泰幸

１３ さいたま市立病院 院長 窪地 淳

１４ 学校法人順天堂（オブザーバー）
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（参考）病院説明書の作成について

第２回調整会議（浦和・岩槻）

1 秋葉病院 説明書＋プレゼンテーション

2 石川病院 説明書

3 岩槻中央病院 ×

4 岩槻南病院 説明書＋プレゼンテーション

5 川久保病院 説明書

6 共済病院 説明書＋プレゼンテーション

7 クリニカル病院 説明書＋プレゼンテーション

8 さいたま市立病院 説明書＋プレゼンテーション

9 埼玉メディカルセンター 説明書＋プレゼンテーション

10 三愛病院 説明書＋プレゼンテーション

11 西部総合病院 説明書＋プレゼンテーション

12 東和病院 ×

13 林病院 説明書＋プレゼンテーション

14 望星病院 説明書

15 丸山記念総合病院 説明書＋プレゼンテーション

16 わかくさ病院 説明書

第３回調整会議（大宮・与野）

1 宇治病院 ×

2 大宮共立病院 ×

3 大宮双愛病院 ×

4 大宮中央総合病院 ×

5 大和田病院 ×

6 さいたま記念病院 ×

7 埼玉県立小児医療センター ×

8 さいたま市民医療センター 説明書＋プレゼンテーション

9 埼玉精神神経センター 説明書＋プレゼンテーション

10 さいたま赤十字病院 説明書＋プレゼンテーション

11 さいたま北部医療センター 説明書＋プレゼンテーション

12
彩の国東大宮メディカル
センター

説明書＋プレゼンテーション

13 指扇病院 説明書＋プレゼンテーション

14 指扇療養病院 ×

15
自治医科大学附属
さいたま医療センター

説明書＋プレゼンテーション

16 冨田病院 ×

17 西大宮病院 説明書＋プレゼンテーション
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（参考）調整会議配布資料
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平成２９年度 

さいたま市病院説明書 

保健福祉局保健部地域医療課 

平成３０年３月１６日 

資料２



さいたま市地域医療構想調整会議をよりよく理解するために 

作成：平成 30年 3月 さいたま市保健福祉局 地域医療課 

〇 はじめに 

本資料は、「さいたま市地域医療構想調整会議」をよりよく理解するために、関連する７

つのキーワードを解説したものです。また、病院プレゼンテーションには、各医療機関の特

徴や将来像などが示されています。自分の状態に応じた医療機関を選択し、より適切なサー

ビスを受けるために、ご活用いただければ幸いです。 

なお、記載内容は、原則として厚生労働省や埼玉県などの資料を基にして作成しています

が、例えば将来推計結果や一部の用語の定義等については、本資料が作成された時点のもの

であることにご注意ください。 

〇 解説 

① 埼玉県地域医療構想

・埼玉県では、平成 28年 10 月に、医療法に基づいた『埼玉県地域医療構想』を策定し、県

内全体及び 10 区域における、将来人口数、将来の医療需要、将来の必要病床数等を推計

しました。 

② 区域 

・埼玉県地域医療構想では、埼玉県保健医療計画における二次保健医療圏と同様の地域を、

埼玉県地域医療構想の区域として設定しました。 

・さいたま市は、「さいたま区域」を本市単独で構成しています。 

③ 病床機能報告制度 

・一般病床又は療養病床を持つ医療機関は、都道府県知事に対して、「基準日病床機能」や

「基準日後病床機能」などを報告することとされています。この制度を、病床機能報告制

度と言います。 

・都道府県知事は、報告された病床の機能等を公表することになっています。 
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④ 4つの病床機能 

・病床機能報告制度では、病床を以下の 4つに分類しています。 

 ※詳細な定義は、『埼玉県地域医療構想』などでご確認ください。 

 ・高度急性期機能：急性期の患者に対し、当該患者の早期安定化に向けて、診療密度の特

に高い医療を提供するもの 

 ・急性期機能：急性期の患者に対し、当該患者の状態の早期安定化に向けて、医療を提供

するもの（高度急性期機能に該当するものを除く） 

 ・回復期機能：急性期を経過した患者に対し、在宅復帰に向けた医療又はリハビリテーシ

ョンの提供を行うもの 

 ・慢性期機能：長期にわたり療養が必要な患者を入院させるもの 

⑤ さいたま市（さいたま区域）における将来推計結果 

・総人口：平成 25 年から平成 32 年にかけて総人口が上昇し、その後は緩やかに総人口が減

少する。 

※平成 30年 3月時点のさいたま市の人口は約 129.2 万人であり、上記の推計結果

を大きく上回っています。 

・75 歳以上人口：平成 25 年以降、75 歳以上人口は増加し続ける。 

・入院患者の医療需要：平成 25 年以降、入院患者の医療需要は増加し続けます。 

・在宅医療の必要量：平成 25 年と比較して、平成 37 年（2025 年）にはより在宅医療が必

要とされます。 

・病床の必要量：平成 37 年（2025 年）の必要病床数推計結果と、平成 27 年の病床機能報

告数結果を比較すると、高度急性期 439 床過剰、急性期 776 床過剰、回復

期 1939 床不足、慢性期 61 床不足、合計 785 床不足となっています。 

⑥ 将来推計結果を踏まえた、さいたま市内の医療機関の対応 

・各医療機関間で、意見交換・情報共有等をすすめ、それぞれの医療機関の役割分担をすす

め（機能分化）、また、連携体制を構築する必要があります。 

・特に、リハビリテーションや在宅復帰に向けた医療を提供する体制、在宅医療をサポート

する機能などの整備を進める必要があります。 
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⑦ 病院プレゼンテーション 

・⑥で説明した<機能分化>や＜連携体制の構築＞をするために、平成 29 年度さいたま市地

域医療構想調整会議では、市内の一般病床を持つ医療機関の任意のご協力に基づき、病院

プレゼンテーションを行うことにしました。 

・病院プレゼンテーションには、各医療機関の特徴や、地域における将来像等が含まれてい

ます。自分の状態にあった医療機関を選択する一助として活用してください。 

・なお、病院プレゼンテーションには、法的な拘束力は一切ありません。 

＜病院プレゼンテーションの様子＞ 

※本資料は、平成 30 年 3月に、事務局（さいたま市 地域医療課）が作成し、平成 29 年度

第 4回さいたま市地域医療構想調整会議で頂いたご意見を反映して作成しました。 
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病院名

所在地

医療法人　秋葉病院

さいたま市南区根岸５丁目１３番１０号

病院の特徴：

特徴的な診療科

特徴的な医療機器

当院は昭和54年に一般病床53床にて開院し、昭和55年に２次救急指定病院の指定を
受け、主として地域の脳卒中、外傷の救急医療を担う急性期病床としての役割を
果たして来ました。平成４年に５９床に増床し、現在に至ります。

がん 心筋梗塞 脳卒中 糖尿病 精神

診療科目：合計 ４ 科（　脳神経外科・神経内科・消化器外科・内科　）

救急 小児 周産期 災害

主な紹介先医療機関

主な紹介元医療機関

　　０床 　　５９床 　　０床 　　０床

　　５９床 　５９　床

高度急性期病床 急性期病床 回復期病床 慢性期病床

２０２５年 一般病床 合計病床数

　　０床 　　５９床 　　０床 　　０床

　　５９床 　　５９床

高度急性期病床 急性期病床 回復期病床 慢性期病床

病院説明書

特徴的なスタッフ

＊脳神経外科　脳外科専門医8名（常勤２名　非常勤６名）脊髄外科
専門医2名（非常勤）が在籍しています。
＊脳卒中、頭部外傷、脊髄疾患、脳脊髄液減少症、水頭症などの治
療を行っています。平成27年より獨協越ヶ谷病院脳外科との病病連
携を行い、必要に応じて脳血管内治療等を行って頂いています。
＊神経内科　神経内科専門医２名（非常勤２名）
認知症　ﾊﾟ-ｷﾝｿﾝ氏病等の治療を入院、外来にて行っています

MRI（Signa Infinity EESP GE横川メディカル）CT（Hispeed Nx/is
GE横川メディカル）常備し、24時間対応を行っています。

＊理学療法士２名が主に入院患者の、特に脳卒中患者の早期リハビ
リを担当しています。
＊管理栄養士２名が主として脳卒中の危険因子である高血圧、糖尿
病等の栄養指導を行っています。
＊社会福祉士２名が各医療機関との病病連携、病診連携を担当し、
さらに退院前の急性期治療後の社会支援を行っています。

平均在院日数：２１日 病床稼働率：８３．６％

政策
医療

在宅医療

病床数：５９床

現在（2017年） 一般病床 合計病床数
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当病院の特徴・
現状

＊過去一年の入院患者数819名
＊脳梗塞231例
ｔ-PA静注療法９例　血管内血栓回収療法３例（獨協越ヶ谷と連携、
Drip and Ship）内減圧術１例
＊脳内出血49例　内視鏡的血腫除去術1例
＊頭部外傷132例　硬膜下血腫洗浄術血腫除去術60例　開頭血腫除去術
３例
＊脊椎疾患５例　椎弓形成術5例
＊脳脊髄液減少症62例
当院脳外科の特徴の一つで同疾患に対して平成28年4月に保険診療と
なった硬膜外自家血注入法（以下ﾌﾞﾗｯﾄﾞﾊﾟｯﾁ）を48例に施行。さらに硬
膜下血腫合併例では一期的にﾌﾞﾗｯﾄﾞﾊﾟｯﾁ+洗浄術を１４例に施行するこ
とで良好な術後経過がえられています。
＊救急搬送
過去一年で1256名の救急搬送があり、脳卒中、頭部外傷、感染症、内科
的意識障害等が搬送されています。

当病院の未来像 ＊2025年までは現状の急性期治療、二次救急医療を継続して実施してい
きます。

＊一方、平成29年にリハビリ室を拡張し、理学療法士2名を増員し、地
域医療構想における回復期病床の供給不足を考慮し、回復期病床を前提
として今後も理学療法士、言語療法士の増員を検討する予定です。

市民の皆さんへ
メッセージ

当院は今後も脳卒中、頭部外傷など頭の病気、外傷を診て行く急性期病
院として継続、充実させていきます。またプライマリ-ケア、予防医学
を行う内科診療も行っていきます。
特に現在増加している高齢者の意識障害、歩行障害、嚥下障害の患者を
積極的に診断、治療を行っていきたいと考えています。

その他 平成31年度までにMRI、CTの更新、内装（正面玄関、トイレ等のバリア
フリ-化）の
充実を予定しています。

記載内容に関する 秋葉病院　事務部　課長　松本健一

問い合わせ先 電話番号：０４８－８６４-００６６
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病院名 医療法人 石川病院 

所在地  さいたま市 浦和区高砂３－１７－１７ 

病床数： 

現在（2017年） 一般病床 療養病床 合計病床数 

   床   床   床 

高度急性期病床 急性期病床 回復期病床 慢性期病床  

  床   床   ２３床   床  

2025年 一般病床  合計病床数 

   床    床 

高度急性期病床 急性期病床 回復期病床 慢性期病床  

  床   床   ２３床   床  

診療科目：合計 ３科（産婦人科 等                  ） 

平均在院日数： . 日 病床稼働率：  . ％ 

政策 

医療 

がん 心筋梗塞 脳卒中 糖尿病 精神 在宅医療 

救急 小児 周産期 災害   

病院の特徴：1922 年から地域に根差した産婦人科診療を行ってまいりました。産科では妊婦様とご
家族様が安心して妊娠期間を過ごし分娩を迎えられますよう、スタッフ一同連携をとり、妊娠管理、保健
指導等を行っております。 
婦人科では月経や不正出血の悩み・タイミングによる不妊治療・子宮や卵巣の検査・がん検診・アスリー
ト外来・思春期と更年期の治療を行っております。 
４D エコー、新生児無呼吸センサー、生体モニター、レサシフロー、連れ去り防止システ

ム、分娩支援システム等、新しい機器・技術を導入しており、また、胎児支援システムにより
埼玉県立小児医療センターと連携をとり、胎児の異常が考えられる場合には専門医の診断をお願いし
ています。 
当院で受診されてから分娩・産褥期まで、母児の確立ができるよう当院スタッフが患者様に寄り添って診
察を行うことを大切にしております。 

病院説明書

7



主な紹介元医療機関 

主な紹介先医療機関 さいたま市立病院 さいたま赤十字病院
当病院の現状 正常分娩から帝王切開術まで周産期医療を施行、麻酔は脊髄麻酔・硬膜外

麻酔を施行しています。婦人科では良性潰瘍性病変の保存的治療、悪性疾
患や外科的治療が必要な場合には高次医療施設への紹介、月経障害・不正
出血・更年期障害等の治療、不妊治療、アスリート外来、がん検診、子宮脱の
保存的治療等施行しています。 

当病院の未来像 地域に根差して、周産期診療から婦人科診療まで女性の様々な悩みに寄り添
っていけたらと考えています。

市民の皆さんへ 

メッセージ 

地域医療構想という観点からは、少し離れてしまうかもしれませんが、当院は周
産期医療から婦人科疾患まで女性に寄り添って、高次医療施設との連携をと
り、今後も地域に根差した医療を提供していきたいと考えています。お産は患者
様とご家族の一大イベントです。産科では思い出に残るような分娩を提供できる
よう、婦人科では女性の良き相談相手となるよう取り組んでまいります。

その他  

記載内容に関する

問い合わせ先 

電話番号：048-861-2161 

E-mail:info@ishikawa-hp.jp 
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病院名 医療法人社団 幸正会 岩槻南病院 

所在地  さいたま市岩槻区黒谷2256 

病床数： 

現在（2017年） 一般病床 療養病床 合計病床数 

   24床   0 床 24床 

高度急性期病床 急性期病床 回復期病床 慢性期病床  

  床   24 床   床   床  

2025年 一般病床  合計病床数 

   30床    30 床 

高度急性期病床 急性期病床 回復期病床 慢性期病床  

  床   30 床   床   床  

当院は現在循環器専門病院として24床の病床を持って24時間365日 

救急対応しています。第6次医療整備計画にて6床の増床を認められ 

現在新築工事を計画しております。 

診療科目：合計  ７科（ 循環器内科 内科 腎臓内科 心臓血管外科 

神経内科 消化器内科 形成外科  ） 

平均在院日数： . 3.5 日 病床稼働率：  . 52％ 

政策 

医療 

がん 心筋梗塞 脳卒中 糖尿病 精神 在宅医療 

救急 小児 周産期 災害   

病院の特徴：循環器疾患を中心とした内科疾患の外来、入院、救急体制を整えています。

循環器専門医研修関連施設として若手の医師を、また丸山理事長は帝京大学医学部医学教

育センター臨床准教授として医学生の教育にも取り組んでいます。透析ベッドは 36 床あ

り、100人を超える患者さんの維持透析を行っています。

特徴的な診療科  循環器内科 年間 1000 例程の心臓カテーテル検査・治療を行って

おり、専門に特化したスタッフが日夜地域医療に貢献しています。

特徴的な部門 心臓リハビリテーション科 心リハ専門のリハビリ室を設置し、積極

的な運動療法を行っています。また健康管理を目的としたダンスにも

新しく取り組みを始めました。

特徴的なスタッフ 医師、看護師、理学療法士が心臓リハビリテーション指導士を取得、

カテーテル治療から心臓リハビリテーション、その後の健康管理まで

幅広く、対応しています。 

主な紹介元医療機関 金沢クリニック 牛山医院 永島医院 

主な紹介先医療機関 丸山記念総合病院 自治医大付属さいたま医療センタ さいたま赤十字病院 

病院説明書
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当病院の現状 当院は「心のかよいあう病院」として、地域に密着したあた

たかい医療を理念として、40年間続けてまいりました。 

岩槻区唯一の心臓カテーテル対応病院として、24時間 365

日、常に皆様の心臓を守るため努力しています。 

心臓病の予後改善と健康寿命の延伸を目的とした心臓リハビ

リテーションにも力を入れ、リハビリ後にも継続して運動が

出来るようにと、健康ダンスの開発も行っています。 

透析療法に関しては、車いすの患者さんにも対応するなど、

幅広い方々に来院して頂けるようにスタッフ一同、頑張って

おります。 

当病院の未来像 現在は心筋梗塞などの緊急の患者さんを中心に診療を行って

おりますが、今後は在宅医療も視野にいれた慢性心不全の方

や呼吸器疾患の方など、高齢化していく地域の皆様の 

要望に広くお応えできるよう考えています。 

交通の便が悪いので、駅前にサテライトクリニックも 

将来的には作りたいと希望しています。埼玉県では、まだ透

析患者さんが増えると想定しているので、透析のベッドも増

やし、透析患者さんへのリハビリも進めていきます。 

市民の皆さんへ 

メッセージ 

皆様がいつでも安心して受診して頂けるように、 

窓口相談、受付、外来、病棟、それぞれのスタッフが 

「心のかよいあう病院」をモットーに頑張っていきます。 

なにかお困りの事がありましたら、いつでもお越しください。 

その他  

記載内容に関する

問い合わせ先 

医療法人社団 幸正会 岩槻南病院 事務部 立澤 正浩 

電話番号：048-798-2001 
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病院名  

 医療法人 川久保病院 

所在地  さいたま市浦和区東高砂町29-18 

病床数： 

現在（2017年） 一般病床 療養病床 合計病床数 

   39床  0 床   39床 

高度急性期病床 急性期病床 回復期病床 慢性期病床  

 0 床 39床 0床   0 床  

2025年 一般病床  合計病床数 

   39床    39 床 

高度急性期病床 急性期病床 回復期病床 慢性期病床  

  0 床   39床   0 床  0 床  

診療科目：合計 ４科（整形外科、外科、内科、リハビリテーション科  ） 

平均在院日数：17日 病床稼働率：75％ 

政策 

医療 

がん 心筋梗塞 脳卒中 糖尿病 精神 在宅医療 

救急 小児 周産期 災害   
病院の特徴：・救急告示病院、労災指定病院です。 
・整形外科では、外来治療だけでなく骨折などの一般外傷や、靭帯損傷や半月板損傷など
のスポーツによる外傷の手術、リハビリを含めた一貫した治療を行っています。 
・外科、内科では、一般疾患はもちろんですが、特に消化器科に力を入れており、胃カメ
ラ、大腸カメラでの早期発見、早期治療を行っており、早期がんの内視鏡治療も行ってい
ます。また、痔や鼠経ヘルニアなどの外科手術も行っています。 

特徴的な施設 

健診センター 

清潔感あるゆったりと雰囲気になっており、さいたま市の特定健
診、がん検診をはじめ一般企業の定期健診や生活習慣病健診、人間
ドックを行っています。また、健診結果にて保健師、管理栄養士に
よる生活指導、食事指導、運動指導を行っています。 

特徴的な施設 

ｽﾎﾟｰﾂ医学ｾﾝﾀｰ 

浦和レッズや大宮ｱﾙﾃﾞｨｰｼﾞｬなどのチームドクターを中心に外来部
門、手術部門、リハビリ部門で連携し健康スポーツから競技スポー
ツまで、幅広くスポーツ活動への復帰をアシストしています。また、
障害の予防や健康増進に対する運動指導も行っています。 

特徴的な施設 

 内視鏡センター 

内科、外科の消化器内視鏡専門医による内視鏡検査と内視鏡治療を
行っています。最新のハイビジョンの内視鏡にて多くの早期がんを
発見しており、良性のポリープはもちろん内視鏡治療が可能な早期
がんに対する内視鏡治療を行っています。 

主な紹介元医療機関 さいたま市立病院 JIN スポーツ整形 わかくさ病院 

主な紹介先医療機関 さいたま市立病院 埼玉ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 自治医大さいたま 

病院説明書
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当病院の現状 
・小規模病院ではありますが、入院、手術が可能な診療科と
健診センター、内視鏡センター、スポーツ医学センターを併
設しております。 

・健診センターでの早期発見、予防から外来での治療までス
ムースに連携しています。 

・外来での診療、治療はもちろん手術加療が必要な場合、入
院手術を行い、術後は早期のリハビリテーションにて一般生
活への復帰、スポーツ活動への復帰まで一貫して当院で行っ
ています。 

・当院にて対応が困難な小児の外傷の手術、脊椎手術や人工
関節手術、全身管理が必要な外科手術に関しては、専門病院
にご紹介しております。

当病院の未来像 
・急性期病院、地域への役割としての二次救急医療は今後も
継続して実施していく予定です。 

・急性期病院として、特に整形外科、スポーツ整形外科の専
門性を継続するための施設やスタッフを充実させていく予定
です。 

・内視鏡センターの内視鏡の予約が非常に取りづらい状態に
なっているため、施設やスタッフを充実させていく予定です。 

・入院病床の受け入れが可能であれば、他院の救急科などで
安静入院が必要な方の後方支援の受け入れを積極的に行って
いきたいです。 

市民の皆さんへ 

メッセージ 
・当院は地域の皆さまの健康な暮らしを支え、気軽に相談で
きるホームドクターになることを心がけており、専門的な治
療が必要な場合は、当院の専門外来での治療、または他の専
門病院へのご紹介を行い、皆さまの立場に立ったきめ細かい
診療に努めています。 
・整形外科(特にスポーツ整形)、外科(特に消化器科)を中心と
した医療を更に充実し、また一般内科診療体制も充実してい
きます。 

その他 
 特になし 

記載内容に関する

問い合わせ先 

医療法人 川久保病院 総務部 問い合わせ担当 田中 

電話番号： 048-882-2916 
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病院名 医療法人 博仁会 共済病院 

所在地  さいたま市緑区原山３丁目１５番３１号 

病床数： 

現在（2017年） 一般病床 療養病床 合計病床数 

 ８０  床 ３７ 床 １１７ 床 

高度急性期病床 急性期病床 回復期病床 慢性期病床  

  床 ８０ 床   床 ３７  床     

2025年 一般病床  合計病床数 

 ８０ 床  １１７ 床 

高度急性期病床 急性期病床 回復期病床 慢性期病床  

  床 80 床   床 37 床  

当院は、現在急性期から慢性期までの病床を持っています。急性期病棟内に 

開放型病床５床、慢性期病棟内に地域包括ケア病床１４床を開設しています。 

急性期治療やリハビリを行い回復期、慢性期にも広く対応し地域に密着した 

医療を行っています

診療科目：合計１３科（ 内科、外科、整形外科、婦人科 等） 

平均在院日数：１８.５日 病床稼働率：７６.６％ 

政策 

医療 

がん 心筋梗塞 脳卒中 糖尿病 精神 在宅医療 

救急 小児 周産期 災害   

病院の特徴： 

・救急告示病院として二次輪番体制に参加しています。 

 ・高度急性期医療機関からの transitional care の場としての役割も含め、

急性期から慢性期まで幅広い医療を展開し、リハビリにも力を入れてい

ます。 

 ・在宅支援病院として地域のクリニックと連携し、自宅等で療養している 

  方の支援を行っています。 

特徴的な病床 

開放型病床   

患者さんのかかりつけ医師と当院の医師が、連携・共同

して患者さんの治療を行える病床を５床開設していま

す。 

特徴的な病床 

 地域包括ケア 

病床 

急性期治療を終了し、すぐに在宅や施設へ復帰するには

不安のある患者さんに対し、復帰へ向け主にリハビリを

行うことを目的とした病床を１４床開設しています。 

主な紹介元医療機関 自治さいたまセンター さいたま市立病院 近隣のクリニック 

主な紹介先医療機関 自治さいたまセンター さいたま市立病院 近隣のクリニック 

病院説明書
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当病院の現状 ・糖尿病、呼吸器、循環器、消化器の疾患に対して専門外

来を開設し対応しています。 整形外科疾患に対しては、

ほぼ当院で対応することが可能です。婦人科、外科では手

術のほか、がん緩和ケアを行っています。 

・療養病床、地域包括ケア病床を有しているため、長期的

な 

治療が必要な方への対応も可能です。 

・がん・循環器疾患・脳卒中などで、より高度な医療が必

要な場合は、自治医科大学附属さいたま医療センターやさ

いたま市立病院等へ紹介等をするなど、連携して対応して

います。 

・さいたま市認知症初期集中支援推進事業の南区・緑区の

拠点病院として事業推進をしています。 

当病院の未来像 ・地域の皆様ひとりひとりの健康管理や病気、けがなどに

対するトータルなサポートを心がけ、今後も地域を担う病

院として、医療機関、介護施設、福祉施設、行政との連携

を密に医療を展開してまいります。 

・地域への役割として、二次救急医療は今後も継続して実

施していきます。また、当院で対応できない医療についは、

連携体制をとる病院や診療所などへ丁寧に紹介していきま

す。 

・地域包括ケアの中心になる病院として、役割を果たして

いきます。 

市民の皆さんへ 

メッセージ 

・当院は、今後も地域の方々の生活を支える、地域にはな

くてならない病院として医療を継続・充実させてまいりま

す。 

その他 ・駐車場の台数が少なくご迷惑をおかけしております。可

能であればバス等の利用でご来院をお願いいたします。 

・バス利用の場合は、ＪＲ浦和駅東口や東浦和駅から約１

０分、原山３丁目共済病院前下車でバス停からすぐに正面

玄関があります。 

記載内容に関する

問い合わせ先 

医療法人 博仁会 共済病院    事務部総務課 

電話番号：０４８－８８２－２８６７ 
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病院名 医療法人ひかり会 クリニカル病院 

所在地  さいたま市岩槻区馬込２３４ 

病床数： 

現在（2017年） 一般病床 療養病床 合計病床数 

   床   １６８床 １６８床 

高度急性期病床 急性期病床 回復期病床 慢性期病床  

  床   床   床   床  

2025年 一般病床  合計病床数 

   床    １６８床 

高度急性期病床 急性期病床 回復期病床 慢性期病床  

  床   床   床   １６８床  

当院は医療療養型病床１６８床を有しております。 

将来的にも慢性期病床の運営を行っていきます。 

診療科目：合計  ２科（ 内科 リハビリテーション科  ） 

平均在院日数： . 3３１.０日 病床稼働率：  . ８９％ 

政策 

医療 

がん 心筋梗塞 脳卒中 糖尿病 精神 在宅医療 

救急 小児 周産期 災害   

病院の特徴：

急性期病院にて治療が終了し、退院後の日常生活が自宅や介護施設で困難であ

り、長期にわたる療養管理が必要な患者様に入院していただく医療療養型病院

です。（外来はありません。） 

特徴的な診療科 

リハビリテーション科

各患者様の算定上限単位数以外に、離床を促す目的を含め

リハビリの専門職が付き、週２回集団リハビリ（レクリエ

ーション、ゲーム、作業制作等）を実施しています。 

特徴的な 

特徴的な 

主な紹介元医療機関 

主な紹介先医療機関  

病院説明書
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当病院の現状 ○「あたたかい心のかよう地域医療・福祉の実現。患者様、

利用者様、ご家族様が納得するサービスの提供」を経営

理念とし、取り組んでおります。 

○同法人関連施設（パーク病院・白岡市）（内科、眼科、整形

外科）と連携して、患者様のご要望に可能な限り対応して

おります。 

○ご家族面談終了後、数日後の入院案内が可能な状況です。 

 （平成２９年１０月現在） 

当病院の未来像 ○病床数及び機能の大きな変更は予定されておりません。 

 引き続き慢性期病床を維持していきます。 

○併設施設（老健）の新築工事終了後、当院のリメイク工事

を行う予定としております。具体的な工期は未定です。 

市民の皆さんへ 

メッセージ 

○当院は、今後も長期療養が必要な患者様のお受け入れを行

っていきます。さらに、容態が安定し、治療や入院の必要

性がない方に関しましては、関連介護施設（１５２床）で

の、看護、介護、リハビリテーションを提供し、日常生活

の支援を行っております。 

その他 ○現在、併設施設（介護老人保健施設ソワンルミエ槻の森）

の新築建替え工事を行っています。 

（平成３０年６月完成予定） 

記載内容に関す

る問い合わせ先 

医療法人 ひかり会 クリニカル病院 

電話番号：０４８－７５８－２３２３  事務課 栗原 
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病院説明書

病院名 社会医療法人さいたま市民医療センター 

所在地  さいたま市西区島根２９９－１ 

病床数： 

現在（2017年） 一般病床 療養病床 合計病床数 

   340床   床   340床 

高度急性期病床 急性期病床 回復期病床 慢性期病床  

  床   293床   47床   床  

2025年 一般病床  合計病床数 

  340 床    340床 

高度急性期病床 急性期病床 回復期病床 慢性期病床  

 ８床   2８５床   47床   床  

当センターは地域医療支援病院として地域の診療所、医療機関との連携を強化し、急性期 

患者の受け入れによる後方支援病院としての役割を担っています。急性期と回復期病棟から

構成されています。さいたま市４医師会からの支援を元に、地域医療への還元を目的に活動

しています。今後SCU、HCU等の高度急性期病床も運用する予定です。 

診療科目：合計 12科（内科、小児科、外科、脳神経外科、整形外科、泌尿器科、

耳鼻科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、病理診断科、健康診断科） 

平均在院日数： １２．６日 病床稼働率： ７９．８％ 

政策 

医療 

がん 心筋梗塞 脳卒中 糖尿病 精神 在宅医療 

救急 小児 周産期 災害   

病院の特徴： 

二次救急病院として年間8,000件以上の患者を受け入れ、救急車は4,800台以上を受け入れ

ています。また、小児二次救急では救急車搬送は1,300台以上を受け入れ、さいたま市におけ

る小児救急病院として重要な役割を担っています。内科・外科系における急性期疾患を積極的

に受け入れ、急性心筋梗塞・緊急手術等にも多数対応しています。 

総合医療と専門医療の両立を目指した医療の提供により、患者満足度の高い医療を提供してい

ます。小児アレルギー外来では昨年度470人以上の初診患者があり、再診4,700人以上の食

物アレルギーの県内の経口負荷試験可能施設として県内外から受診しています。外科診療では

低侵襲の内視鏡手術を中心に術後在院日数短縮に努め、緊急手術にも対応しています。整形外

科による下肢人工関節手術は患者満足度としては高く、泌尿器科による経尿道的尿管採石術や

腫瘍切除術も増加傾向です。今年のＣＴ検査機器増設により検査予約の待ち日数の大幅な短縮

が図れ、地域の医療機関からの依頼にも迅速に応えられるようになっています。 

主な紹介元医療機関 地域の医療機関より   

主な紹介先医療機関 自治医科大学附属さいたま医療センター さいたま赤十字病院 埼玉県立小児医療センター 
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当病院の現状 病院内の総合内科と専門内科との緊密な連携が特徴です。 

救急車応需率86.6％、紹介率88.5％、逆紹介98.4％の地域医療機関との密接 

な連携、地域の医師会の医療機関からの紹介患者に対しての信頼ある医療の提供 

に努めています。年間新入院患者（6,542人）の診療科別割合は内科（49.9%）、 

小児科（19.9%）、外科（14.3%）、整形外科（6.1%）、脳外科（2.5%）、耳鼻 

科（3.5%）、リハビリ（0.8%）、泌尿器科（3.0%）となっています。 

内科は虚血性心疾患、肺炎、心不全、感染症が主な疾患となり、小児科では呼吸 

器感染症、ウイルス性腸炎が主体です。外科では胆嚢炎、悪性腫瘍、内視鏡手術、 

内分泌外科の手術が多いのが特徴で平均患者年齢は70歳以上となっております。 

整形外科では股関節、膝関節手術等が多く患者のＱＯＬの改善は著しい効果を上 

げています。リハビリテーションでは脳卒中、廃用症候群、運動器の回復期リハ 

が年間10万単位以上、その他心リハ等も実施しています。脳血管治療は内科と 

脳外科で協力して実施しています。当センターは埼玉県急性期脳梗塞ネットワー 

ク基幹施設でもあり、血管内治療は年間45件実施しています。病理診断では 

4,000件以上の組織診断、8,000件以上の細胞診（7,400件は地域医療機関か 

らの依頼）、病理解剖は6件、CPCは3～4件で増加傾向です。 

また、地域医療機関の先生方とのケースカンファレンスとして病診連携ケースス 

タディを毎年９回開催しており、これまでで７５回、地域医療機関からの参加医 

師は毎回２０名以上と多く参加していだいております。その他講習会では、年間 

ＩＣＬＳ7回、ＢＬＳ１回、ＪＭＥＣＣ１回、ＩＳＬＳ３回、DisasterABC1回 

開催し、こちらも地域の医療機関スタッフが多く参加しております。 

当病院の未来像 今後の超高齢社会における需要の増加と地域の医療機関の支援病院として、当セ

ンターが果たす役割は重要であるとの位置づけで病院運営に取組みます。 

脳血管内治療の推進による SCU 等、施設の増改築構想も視野に入れて今後検討

を重ねていく予定です。 

地域医療支援病院の在り方としては、病院医療から在宅医療への切れ目ない医療

支援を図る必要があり、病病連携、病診連携の強化を図りますとともに、患者支

援を中心にした視点から社会支援を踏まえた病院機能の改革を目指します。 

災害拠点病院としての活動を通じて、災害に強い地域づくりを目指しています。 

市民の皆さんへ 

メッセージ 

地域へ開かれた病院として「生活習慣病・糖尿病教室」、「股・膝関節の健康教室」

の開催を定期的に実施し、時代のニーズに応える活動を展開します。地域医療機

関との連携を通して市民の皆様の健康と生命を守る活動と医療を提供します。 

その他 ・駐車場台数が不足しているため、新たな駐車場の確保を進める予定です。 

記載内容に関する

問い合わせ先 

社会医療法人さいたま市民医療センター 

電話番号：０４８－６２６－００１１ 
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病院名 さいたま市立病院 

所在地  さいたま市緑区三室2460番地 

病床数： 
現在（2017年） 一般病床 療養病床 合計病床数 

 ５３７床  ５６７床 

高度急性期病床 急性期病床 回復期病床 慢性期病床  

３０１床 ２３６床 ０床 ０床  

2025年 一般病床  合計病床数 

 ５７７床  ６３７床 

高度急性期病床 急性期病床 回復期病床 慢性期病床  

３１９床 ２５８床 ０床 ０床  

高度急性期・急性期の医療を中心に、地域がん診療連携拠点病院としてのがん医療や脳

卒中、急性心筋梗塞等における政策医療に取り組むとともに、高度な医療を提供していま

す。 

平成 3２年１月の新病院開院に合わせて、既存の医療機能の強化を図るとともに、救急病

床、緩和ケア病床、精神病床（精神科身体合併症病床）を設置します。 

現在の合計病床数567床の内訳は、一般病床５３７床ほか、結核病床２０床、感染病床

１０床です。新病院開院後の合計病床数637床の内訳は、救急病床20床、緩和ケア病床

20床を加えた一般病床５７７床のほか、結核病床２０床、感染病床１０床、精神病床３０

床となります。 

診療科目：合計 27 科（内科、消化器内科、精神科、神経内科、循環器内科、小児科、新生児内科、外科、消化器外科、

血管外科、呼吸器外科、整形外科、リハビリテーション科、脳神経外科、心臓血管外科、小児外科、皮膚科、形成外科、泌尿器

科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、歯科口腔外科、放射線科、麻酔科、救急科、病理診断科）

平均在院日数：11.9 日(平成28年度実績) 病床稼働率：83.8%(平成28年度実績)

政策 

医療 

がん 心筋梗塞 脳卒中 糖尿病 精神 在宅医療 

救急 小児 周産期 災害   

病院の特徴： 

・急性期医療の基幹病院として、主に緊急・重症な状態にある患者さんに対して入院、手術及び検査な

ど高度で専門的な医療を提供しています。また、ICU（集中治療室）や HCU（準集中治療室）を整備

し、医師、看護師、医療技術員が連携して高度な医療を提供しています。 

・救急告示病院として、三次救急の受入れを含め、二次救急を主とした救急医療に対応し、年間６,００

０台の救急車を受け入れています。また、小児二次救急の受入れを担当し、小児医療及び小児救急医療

に対しても積極的に取り組んでいます。なお、当院は、地域の救急輪番制に参加し、地域の救急医療体

制に協力しています。 

・周産期母子医療センターでは、様々な合併症を持ち、妊娠中から入院を必要とするハイリスク妊娠や

早産で生まれた超低体重の新生児などを管理するための NICU（新生児集中治療室）、GCU（新生児治

療回復室）を整備し、さいたま市を中心とした地域の医療機関と連携しながら、母体搬送や新生児搬送

の受入れを行い、妊産婦から新生児へと一貫した高度な医療を提供しています。 

・地域がん診療拠点病院として、手術療法、化学療法及び放射線療法などの集学的治療を行い、質の高

いがん医療を提供するとともに、精神科医師をチーフとした多職種で構成する緩和ケアチームが患者さ

んの痛みの解消や、精神的ケアに積極的に取り組んでいます。また、がんリハビリテーションを行うチ

ームを編成し、がん患者さんのQOL（quality of life：病気の治療だけでなく、生活の満足度を高める

こと）の改善・維持に努めています。更には、地域の医療機関と連携し、在宅医療の援助を行うととも

に、がん相談支援センターを設置し、就労支援相談を含め、がん患者さんや家族の幅広いニーズに対応

しています。 

・第二種感染症指定医療機関の指定を受ける市内唯一の医療機関として感染症病床を有し、地域の中核

的医療機関としての役割を担っています。また、結核指定医療機関として結核病床を有しています。 

・地域医療機関と連携して病診連携事業を積極的に行っています。具体的な取組としては、市立病院の

病院説明書
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登録医であるかかりつけ医（浦和医師会、大宮医師会、さいたま市与野医師会、岩槻医師会）と市立病

院の医師が共同で診療行為を行う開放型病床を47床設置し、在宅医療を受けている患者さんの病状が

急変した際に対応し、安心して生活が送れるよう支援しています。 

・危機発生時に備えた災害拠点病院として県知事の指定を受けています。地震、火災やテロ等大規模災

害の発生時に、災害医療派遣チーム（DMAT）の派遣、医療救護所や地域の医療機関で対応できない重

症者等に対する治療及び入院等の救護を行います。 

・以上のとおり、自治体病院として政策医療を行うとともに、地域住民から求められる医療を提供する

役割を担っています。 

主な紹介元医療機関 4医師会の医療機関から紹介を受けています。特に浦和医師会からの紹

介が多い状況にあります。 

主な紹介先医療機関 主には紹介元の医療機関に、かかりつけ医として逆紹介しています。 

当病院の現状 ・自治体病院として、できるだけ多くの政策医療に対応できるよう施設を整備す

るとともに、医師、看護師等の人員を確保し活動しています。 

・平成28年度の入院延患者数は167,997人、外来延患者数は231,894人と

なっています。 

・治療成績を考慮した上で、できるだけ体に負担がかからない治療（低侵襲療法）

に努めるとともに、入院期間の短縮を図っています。 

・地域の医師会と積極的に連携を図り、高度急性期・急性期の医療を中心とした

高度な医療を提供しています。 

・当院で治療を終え、退院する患者さんの在宅復帰に必要なサービスを調整し、

主に地域のかかりつけ医と連携して在宅で療養できるよう体制を整えています。 

・脳卒中や大腿骨頸部骨折等の患者さんについて、回復期リハビリテーション病

院と患者さんとの調整を図り、早期からのリハビリを継続して機能の回復ができ

るよう支援しています。 

・感染対策、緩和ケア、褥瘡対策及び栄養サポートは、医師、看護師等、他職種

で構成するチーム医療を行い、診療の充実に取り組んでいます。 

・患者さんの安全確保の観点から院内に医療安全管理委員会を設置し、職員を対

象とした研修会の実施、医療安全管理マニュアルの作成・見直し、更にはインシ

デント・アクシデントレポートの分析等を行い、職員の意識向上に努め、医療事

故の防止に取り組んでいます。 

・院内に投書箱（院長への手紙）を設置し、患者さんやご家族の方々から広く意

見をいただき、病院の運営改善に努めています。 

・地域住民の方々の健康保持・増進を目的として、医師、看護師等がいろいろな

角度から医療知識や情報を提供する、市民公開講座を開催しています。 

当病院の未来像 ・現在、平成３２年１月の新病院開院に向けて、施設整備を進めています。 

具体的には、救命救急センター（２０床）、精神科身体合併症病棟（３０床）、緩

和ケア病棟（２０床）の新設をはじめ、手術室やＩＣＵ・ＨＣＵの増設、鏡視下

手術やハイブリッド手術等を行う手術室の高度化や、地域医療支援センターの設

置、病棟６床室の廃止、個室の増室等を行うことにより、医療機能の強化及び患

者さんの療養環境の向上を図ります。 

・当院は、さいたま保健医療圏の高齢化に伴う医療ニーズの変化や医療技術の進

展等に対応することで、今後も患者さんに対し、安全で、安定した高度急性期・

急性期の医療を提供し、可能な限り地域で必要な医療を受けることができる、「地

域完結型医療の要」としての役割を果たすことを目指します。 

市民の皆さんへ 

メッセージ 

１ 時代に則した医療を提供します。 

２ 地域医療機関と連携し、地域医療の支援に努めます。 

３ 患者さん中心の医療に努め、患者さん及びご家族の方に優しい施設となるよ

う励みます。 

その他  

記載内容に関する問

い合わせ先 

さいたま市立病院 庶務課 総務係 

電話番号：０４８‐８７３‐４２３６ 
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病院説明書

病院名 社会福祉法人シナプス 埼玉精神神経センター 

所在地  さいたま市中央区本町東６－１１－１ 

病床数：３５９床 

現在 

(2017年) 

精神科病床 内科病床 合計病床数 

救急・急性期 慢性期 一 般 急性期 神経難病 

１１０床 ８９床 ４４床 ２０床 ９６床 ３５９床 

（救急５０床 急性期６０床） 

(2025年) 精神科病床 内科病床 合計病床数 

救急・急性期 慢性期 一 般 急性期 神経難病 

１１０床 ８９床 ４４床 ２０床 ９６床 ３５９床 

  現在精神科２４３床、神経内科１１６床、合計３５９床の病院です。 

  精神科は、救急・急性期から慢性期までと充実しております。神経内科 

  は、神経難病に積極的に取り組んでおります。将来的には、地域包括ケ 

ア病棟への転換も検討して参りたいと考えております。

診療科目：合計４科（精神科、神経内科、リハビリテーション科、歯科） 

平均在院日数：１２８日 病床稼働率：  ９０.1％ 

政策 

医療 

がん 心筋梗塞 脳卒中 糖尿病 精神 在宅医療 

救急 小児 周産期 災害 認知症  

病院の特徴：一口に言えば脳と神経の専門病院です。神経内科では、パーキンソン病、筋萎縮性

側索硬化症、脊髄小脳変性症をはじめとして神経難病、認知症、脳卒中、頭痛、めまい、しびれ等の

入院・外来治療を神経内科専門医がしっかり行っております。精神科では、精神科救急ベッドを有

し、365日24時間精神科急性期患者様に対応しております。併設施設として、特別養護老人ホー

ム「ナーシングヴィラ与野」、精神科デイケア「萌木の風」、訪問看護ステーション「ＳＮＩ」、地域

包括支援センター等を有し、医療・介護の連携を図っております。 

特徴的な診療１  さいたま市より認知症疾患医療センター、認知症初期集中支援

事業を受託しております。 

特徴的な診療２ 頭痛の専門外来を開設しており、専門医による、専門性の高い

診察を実施しております。 

特徴的なスタッフ 認知症認定看護師２名配置。認知症に関する専門的な知識の提

供。医療福祉相談員（精神保健福祉士）1４名配置 

主な紹介元医療機関 さいたま赤十字病院 さいたま市民医療ｾﾝﾀｰ 自治医大さいたま医療センター 

主な紹介先医療機関 さいたま赤十字病院 さいたま市民医療ｾﾝﾀｰ 自治医大さいたま医療センター 
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当病院の現状 一般病床：神経難病を対象とした９６床（現在５０台以上の人工呼吸器が

稼働中）と急性期病棟２０床で神経難病患者様のレスパイト入院、外来患

者様の脳卒中、肺炎、認知症、頭痛、めまい、しびれの患者様に対応して

おります。

精神科病床：365日 24時間対応のスーパー救急病院として、精神科急性期
の患者様に積極的に対応しております。認知症患者様の問題行動発症時に

も認知症病棟で問題行動に対する入院加療も行っております。

当病院の未来像 より地域に密接した脳の専門病院として、地域包括ケアの中心的な役割を

入院、外来を介して、担って行きたいと考えております

市民の皆さんへ 

メッセージ 

昭和 28 年に開設以来、一貫して脳の専門病院として、地域医療を推進し
てまいりました。現在は内科系では主に神経難病、認知症、頭痛に力を注

いでおります。専門外来として「物忘れ外来」「頭痛外来」の予約も承って

おります。

精神科では 365日 24 時間対応のスーパー救急病院として、精神科急性期
の患者様に積極的に対応しております。認知症患者様の問題行動発症時に

も認知症病棟で問題行動に対する入院加療も行っております。

今後高齢者が増えるに従い我々へのご要望も増えると予測されますので、

職員全員でご要望にお応えしていきたいと考えております。

その他  

記載内容に関する

問い合わせ先 

埼玉精神神経センター 理事長兼センター長 丸木 雄一 

電話番号：０４８－８５７－６８１１ 
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病院説明書

病院名 

さいたま赤十字病院 

所在地  さいたま市中央区新都心１－５ 

病床数： 

現在（2017年） 一般病床 療養病床 合計病床数 

 571床   床 571床 

高度急性期病床 急性期病床 回復期病床 慢性期病床  

531床 40床   床   床  

2025年 一般病床 精神病床 合計病床数 

 ６３２床 ６床 ６３８床 

高度急性期病床 急性期病床 回復期病床 慢性期病床  

5５2床 ８0床   床   床  

  当院は、高度急性期及び急性期に特化した病床編成となっております。 

今後は許可病床数（一般632床）まで病床を拡張し、高度急性期機能 

をさらに強化して質の高い信頼される医療を提供していきます。 

診療科目：合計33科(肝胆膵内科・消化管内科・呼吸器内科・血液内科・膠原病リウマチ内科 

       腎臓内科・糖尿病内分泌内科・総合臨床内科・腫瘍内科・神経内科・循環器内科・心療科 

       小児科・外科・乳腺外科・整形外科・脳神経外科・呼吸器外科・心臓血管外科・皮膚科 

        泌尿器科・産婦人科・眼科・耳鼻科・形成外科・リハビリ科・放射線診断科 

放射線治療科・麻酔科・緩和ケア科・口腔外科・病理診断科・救急科） 

平均在院日数：１１．７日(Ｈ29.9 実績) 病床稼働率：９４．２％(Ｈ29.9 実績)

政策 

医療 

がん 心筋梗塞 脳卒中 糖尿病 精神 在宅医療 

救急 小児 周産期 災害   

病院の特徴： 

・高度救命救急センター・総合周産期母子医療センター・地域医療支援病院 

・地域がん診療連携拠点病院・DPCⅡ群病院・臨床研修指定病院 

・災害拠点病院 

特徴的な診療機能 

・高度救命救急センターは ICU・CCU・HCU等の高度診

療機能を有するほか、ドクターカーも運用しております。 

・総合周産期母子医療センターでは母体胎児集中治療室

（MFICU）を開設し県立小児医療センターと共同で母児に

最適な医療を提供しております。 

・循環器疾患の分野では、従来からのカテーテル治療に加

えハイブリッド手術室を整備し診療体制を強化しました。 
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特徴的な診療設備 
・サイバーナイフ ・PET/CT ・ＭＲＩ(3台) 

・ハイブリッド手術室 

主な紹介元医療機関 平成28年度実績 2888施設（うち、さいたま市922施設） 

主な紹介先医療機関 平成28年度実績 2280施設（うち、さいたま市818施設） 

当病院の現状 ・高度救命救急センターでは年間約9400件の救急車を受入

れ、また、ドクターカーは年間1280件の出動要請に対応し

ております。 

・総合周産期母子医療センターでは新病院開設以来、ハイリ

スク分娩管理(193件)、妊産婦緊急搬送入院(147件)など当

院での診療が必要な妊産婦を積極的に受入れています。 

・がん診療分野ではサイバーナイフ、PET/CTを新規導入し、

また内視鏡センターの規模を拡充して安心安全な医療をより

多くの患者さんへ展開しております。 

・合併症等の複雑な病態の患者さんに対しては、複数の診療

科が協力し適切な医療を行える体制を整えております。 

・外来は完全紹介予約制であり、地域の医療機関との緊密な

連携により、地域に根差した医療を提供しております。 

・災害拠点病院としてＤＭＡＴを３チーム、救護班を4班配

備するなど災害時医療、救護体制の整備に努めております。 

当病院の未来像 ・「患者さんにも、地域の医療機関にも親しまれる病院」であ

り続けるため、現在の診療機能・体制を強化し、高度急性期・

急性期医療により特化した質の高い信頼される医療を行って

いきます。 

・診療機能の面では、当院は許可病床数・一般632床のとこ

ろ現在 619 床で運用されておりますので、今後は当院の病

床計画のとおりMFICU・HCUを拡張し、また SCUを開設

して高度急性期医療の体制強化に努めます。 

・精神科病棟（6 床）を新規に開設し、精神身体合併症の患

者さんを積極的に受入れます。また、精神科的治療が必要な

妊産婦の受入れについても検討しております。 

市民の皆さんへ 

メッセージ 

当院は高度急性期医療を展開して行くため、救急患者をで

きるだけ多く受け入れること、及び地域の医療機関と連携し

当院でしか治療ができない患者さんを重点的に診療すること

が、極めて重要な当院の役割だと考えております。 

記載内容に関する

問い合わせ先 

さいたま赤十字病院 経営企画課 

電話番号：０４８－８５２－１１１１ 
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病院説明書

病院名 独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO） 

  さいたま北部医療センター 

所在地  さいたま市  北区 盆栽町453番地 

病床数： 

現在（2017年） 一般病床 療養病床 合計病床数 

  １６３ 床   床   １６３床 

高度急性期病床 急性期病床 回復期病床 慢性期病床  

  床   １６３床   床   床  

2025年 一般病床  合計病床数 

  １６３ 床    １６３床 

高度急性期病床 急性期病床 回復期病床 慢性期病床  

  床   １１０床   ５３床   床  

診療科目：合計１７科（内科、小児科、外科、泌尿器科、皮膚科、眼科、放射

線科、歯科口腔外科 等） 

平均在院日数：14.1 日 病床稼働率：71.4％ 

政策 

医療 

がん 心筋梗塞 脳卒中 糖尿病 精神 在宅医療 

救急 小児 周産期 災害   

病院の特徴： 

・救急告示病院として二次輪番制に参加しています。 

・糖尿病治療にも力を入れており特に糖尿病透析予防外来を開始しました。 

・訪問看護ステーションを併設しており在宅医療にも力をいれています。 

特徴的な外来   さいたま市大宮休日夜間急患センターを開設しており、特

に小児科は土曜日の昼間を除き年中診療をしております。 

特徴的な診療科 

 泌尿器科 

３名の泌尿器科専門医が癌治療に積極的に取り組んでお

り、癌専門病院に匹敵する手術件数を実践しています。 

特徴的なスタッフ 

 管理栄養士 

5 名の管理栄養士がおり、病院内の栄養指導のみならず、

在宅医療における訪問栄養指導も行っています。 

主な紹介元医療機関 自治医科大学附属さいたま医療センター なかじま総合内科クリニック くぼうち内科クリニック

主な紹介先医療機関 自治医科大学附属さいたま医療センター さいたま市民医療センター なかじま総合内科クリニック

当院は現在、急性期の病床を持っています。平成 31年 3月開院予定の新病院におい
ては急性期に加え地域包括ケア病棟を設け、高度急性期から在宅へ戻るためのリハビ
リや、在宅や介護施設から直接急性期の患者さんを受け入れ、地域に密着した幅広い
医療を提供していきます。
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当病院の現状 ・当院は「日々精進し、患者さん、医療者が、ともに納得で

きる、良質な医療を提供する。」を基本理念としています。 

・附属の健康管理センターでは、地域住民の方々の健康を守

り、病気の予防と早期発見に取り組んでいます。 

・地域の身近な病院であることを目指し、開業の先生方との

病診連携、より高度な病院との病病連携、更には介護施設と

の連携に力を入れています。 

・消化器外科医が4名と充実し、消化器内科と協力し胃癌や

大腸癌などの消化器疾患の専門治療に取り組んでいます。 

・在宅医療にも力を入れており附属の訪問看護センターと居

宅介護事業所が在宅医療を支え、訪問診療も行っています。 

当病院の未来像 ・平成31年 3月に開院予定の新病院では53床の地域包括

ケア病棟を開設し、リハビリを充実することにより高度急性

期病院から在宅医療への橋渡し役を担うと共に、在宅や介護

施設からの急性期入院を積極的に受け入れていきます。 

・一方、急性期医療の充実のため高齢者の増加と共に増える

心臓病に対応するため設備の充実と常勤の循環器内科専門医

を配置する予定です。 

・入院透析治療を広く受け入れるため新病院では透析機器を

現在の2台から22台に増設します。 

・常勤の腎臓内科専門医を増やし、広く腎臓病の専門治療を

行います。 

市民の皆さんへ 

メッセージ 

・当院は今後も現在の診療内容を維持・充実させ、更に充実

した専門医療および総合医療を機能的に組み合わせ、地域住

民の方々の生活を支える医療を行っていきます。 

・救急医療も現在より充実させていきますが、中小病院です

ので全ての診療科に対応は出来ませんので、必要に応じて高

度急性期病院に紹介させて頂きます。 

その他 平成 31年 3月に北区役所の北隣に新病院を開院する予定で

現在工事中です。 

記載内容に関する

問い合わせ先 

JCHO さいたま北部医療センター 総務企画課 

電話番号：０４８ ６６３ １６７１
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病院名 
独立行政法人地域医療機能推進機構 埼玉メディカルセンター

所在地  さいたま市 浦和区北浦和４丁目９番３号 

病床数： 

現在（2017年） 一般病床 療養病床 合計病床数 

   ３９５床   床   ３９５床 

高度急性期病床 急性期病床 回復期病床 慢性期病床  

  １４床   ３８１床   ０床   ０床  

2025年 一般病床  合計病床数 

   ３９５床    ３９５床 

高度急性期病床 急性期病床 回復期病床 慢性期病床  

  １４床   ３８１床   ０床   ０床  

  当院は、現在、高度急性期から急性期の病床を持っています。 

  将来的には、現在の病院機能を更に充実し、手術後から状態が安定する 

  までの患者さんに対する医療を地域に密着して行っていきます。 

診療科目：合計 ２８科（内科、心療内科、神経精神科、外科、整形外科、

皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、形成外科 等） 

平均在院日数：１２.４日（2016’） 病床稼働率：８１.９％（2016’） 

政策 

医療 

がん 心筋梗塞 脳卒中 糖尿病 精神 在宅医療 

救急 小児 周産期 災害   

病院の特徴： 

・救急告示病院として、二次救急輪番体制に参加しています。 

・埼玉県の「がん診療指定病院」に指定されています。 

・病院内に「健康管理センター」を有しています。 

・附属介護老人保健施設を設置しています。 

特徴的な

診療科 

（症例数等

は 2016’

の実績です） 

[内科] 糖尿病治療を得意とし、通院中の糖尿病患者は約 2300

人であり、高度な糖尿病の専門的治療を受けることができます。

また、[腎センター]では年間約5000例の腎不全に対する透析療

法等を行っています。 

[整形外科] 人工関節センターを設置し、年間約 300 関節の人工

関節置換術を行っています。 

[乳腺外科] ブレスト（乳腺）センターを設置し、年間約 300 例

の乳癌手術を行っており、専門の医師とともに、専門に認定され

た看護師や薬剤師などがチームで質の高い乳がん診療を提供して

病院説明書
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います。 

[眼科] 白内障の手術は年間 1200 件（日帰り可）を実施してお

り、さらに網膜硝子体疾患手術（年間約 250 例）や緑内障手術

（年間約40例）にも力を入れています。 

主な紹介元医療機関 石井クリニック 浦和民主診療所 さいたま日赤 

主な紹介先医療機関 飯塚医院（在宅） 岩崎内科診療所(在宅) 自治医大さいたま 

当病院の現状 ・病院の理念「病気の予防・医療・介護サービスを提供し、

地域の皆様に親しまれ、信頼される病院を目指します。」 

・主に医療の必要度の高い患者さんの治療を行っており、症

状が安定した患者さんは近隣の医療機関に紹介するなど連

携して対応しています。 

・地域包括ケア病棟の入院は、手術後の患者さんの症状が安

定するまでの治療が主となっています。 

・がんについては、特に呼吸器、消化器、乳房、泌尿器分野

について多くの患者さんを受け入れています。 

・その他、現状の診療内容は上記の「特徴的な診療科」並び

に当院ホームページを参照願います。 

URL: https://saitama.jcho.go.jp/ 

当病院の未来像 ・現状の病院機能を維持・強化すると共に、地域の役割とし

て、二次救急医療も継続して行っていきます。また、当院で

対応できない患者さんについては、連携体制をとる病院など

に紹介していきます。 

・地域包括ケア病棟は、今後は体制を整えて在宅からの医療

必要度の高い患者さんの受け入れも行っていきます。 

・院内に設置した認知症初期支援チームと附属老健内に設置

した地域包括支援センターが密接に協働し、高齢者が認知症

になった場合でも可能な限り住み慣れた地域で暮らし続け

ることが出来るように支援を行っていきます。 

市民の皆さんへ 

メッセージ 

・当院は、医療の必要度の高い患者さんを対象として医療を

提供しております。症状が安定した場合には、患者さんやご

家族の意向を踏まえ、その後も必要な医療が受けられるよう

に専門チームによる退院等の支援を行っていきます。 

その他 ・病院南館の更新築工事を今後検討します。（時期未定） 

記載内容に関する

問い合わせ先 

さいたまメディカルセンター 総務企画課 

Email：main@saitama.jcho.go.jp 
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病院説明書

病院名 医療法人社団協友会 彩の国東大宮メディカルセンター 

所在地 〒331-8577 さいたま市北区土呂町1522 

病床数：337 床 

現在（2017年） 一般病床 療養病床 合計病床数 

 337  床   床  337 床 

高度急性期病床 急性期病床 回復期病床 慢性期病床  

 119 床  218 床   床   床  

2025年 一般病床  合計病床数 

  337 床   337 床 

高度急性期病床 急性期病床 回復期病床 慢性期病床  

  127 床   210床   床   床  

診療科目：合計28科（ 内科／循環器内科／消化器内科／呼吸器内科／神経内科／腎臓内科／
糖尿病・代謝内科／血液内科／リウマチ科／緩和ケア内科／外科／消化器外科／乳腺外科／肛門外科／

整形外科／形成外科／脳神経外科／耳鼻咽喉科／眼科／泌尿器科／婦人科／皮膚科／麻酔科／放射線

科／リハビリテーション科／救急科／病理診断科／歯科口腔外科 ）

平均在院日数：14.8 日（平成28年度） 病床稼働率： 91.5％（平成28年度）

政策 

医療 

がん 心筋梗塞 脳卒中 糖尿病 精神 在宅医療 

救急 小児 周産期 災害   

病院の特徴： 

1. JCI(Joint Commission International)という国際的な医療機能評価機構から、日本で24番目の国

際基準を全うした病院として認定されています。患者さまに対する医療安全の確保、医療の質の向上

と継続的な改善、その成果とともに成果の検証まで要求されるハードルの高い審査を通過し、スタッ

フひとりひとりが誇りを持って業務に携わっています。 

2.埼玉県がん診療指定病院として、がんに対する集学的治療を提供しています。早期診断（健康診断を

含む）から終末期医療まで全ての治療過程の患者さまに対応しています。 

①外来通院しながら抗がん剤治療を受けられるよう、外来化学療法室19床を有しています。 

②放射線治療としてリニアックを導入し、根治的照射、緩和的照射、予防照射が可能です。 

③放射線診断としてPET-CTを導入しています。“原発不明癌”の診断や、がんの転移・再発を調べ

るのに特に重要な検査とされています。88件/月（平成28年度実績）の検査を行っております。 

3.救急医療体制 平成 28 年度埼玉県知事より、救急受入件数と受入率改善部門で県下一番として表彰

を受けました・ 

特徴的な施設認定 34 の各学会から教育認定施設として認定され、指導医・専門医を擁してい

ます。 

特徴的な診療体制 1.各種専門外来（鼠径ヘルニア外来、肝臓外来、前立腺外来、男性更年期外

来、痛風・高尿酸値血症外来等、各種専門外来も行っております。） 
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2.婦人科腫瘍の内視鏡手術（腹腔鏡手術 58 件、子宮鏡手術 22 件）

（平成27年7月～平成29年3月実績） 

3.無輸血手術（輸血を拒否する患者の自己決定権を尊重し、当院では無輸血

手術の対応をしています。） 

4.さいたま市初の緩和ケア病棟（さいたま市初の緩和ケア病棟を平成27年

7 月に開設し、これまでの入院患者さんの延べ数は 382 名です。

（平成27年8月～29年9月実績）） 

特徴的な設備 1.内視鏡手術（日本内視鏡外科学会評議員、技術認定医による外科的内視鏡

下手術は昨年度実績で479 件行われました。また、日本肝胆膵外科学会

高度技能専門医による肝胆膵手術の他、腹腔鏡下によるヘルニア手術実施

件数は全国で8番目の実績。） 

2.無菌治療室（血液疾患の治療では、無菌室の個室 2 部屋と 4 人部屋（準

無菌室）が3部屋の合計14床で対応） 

3.放射線機器（リニアック・PET-CT・MRI・CT等最新の設備を導入） 

主な紹介元医療機関 自 治 医 科 大 学 附 属

さいたま医療センター 
蓮田一心会病院 さいたま記念病院

主な紹介先医療機関 自 治 医 科 大 学 附 属

さいたま医療センター
上尾中央総合病院 さいたま記念病院

当病院の現状 平成27年7月に新築移転し ICU8床、HCU12床の運用を開始しました。

また、臨床研修指定病院として研修医の教育にも力を入れており、医師臨床研

修プログラムの定員8名に対し、5年連続フルマッチしております。 

当病院の未来像 1.世界基準の質の提供（国際病院として、国籍、言語にかかわらず、すべての患

者さまに平等で安全かつ質の高い医療・ケアを提供します。） 

2.救急医療体制のさらなる強化、高度急性期医療の提供（更に救急体制を強化

し、地域の医療機関との連携を取りながら、高度の急性期医療の提供体制を強

化します。） 

3.地域医療支援病院への取り組み（地域の医療機関がより質の高い医療を地域

の皆さまに提供できるよう、地域医療支援病院の承認を目指し、地域包括ケア

全般を急性期病院として守っていきたいと考えています。） 

 ※紹介率53.9％ 逆紹介率57.1％（平成29年9月実績） 

市民の皆さんへ 

メッセージ 

市民の皆様に国際レベルの医療安全を保障された、高度な医療を提供いたしま 

す。 

その他 当院では無料で自由に参加できる「患者教室」を毎月開催しています。興味のあ

る教室に、お気軽にご参加ください。 

記載内容に関する

問い合わせ先 

事務次長 立川敏章 

電話番号：048-665-6111（代表） 
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病院説明書

病院名 医療法人 三慶会 指扇病院

所在地 さいたま市西区宝来1295-1 

病床数 

現在（2017年） 一般病床 回復期病床 合計 

 175床 51床 226床 

2025年 一般病床 回復期病床 合計 

 175床 51床 226床 

当院は現在、急性期病棟175床、回復期リハビリ病棟51床、計226床を有しております。 

2025年以降もこの病床で診療を継続したいと考えております。 

開設以来、二次救急を中心に地域に密着した医療に取り組んでまいりました。特に近隣に 

老人保健施設が多数あり、密に連携しております。 

良質で心のかよう医療の提供を目指し、それぞれの専門性を生かしながら、初期治療、 

一般診療も各科でサポートし合いながら急性期医療、リハビリを行っています。 

診療科目：合計14科 

（内科・循環器内科・外科・肛門外科・整形外科・脳神経外科・眼科・皮膚科 

泌尿器科・耳鼻咽喉科・リハビリテーション科・放射線科・麻酔科・歯科） 

平均在院日数：18.0 日 病床稼働率：95.6％ 

政策医療 がん 糖尿病 救急 

当院の特徴 

 ・救急告示病院として第二次救急の病院群輪番制に参加しています。 

 ・救急車は80％を応需しております。 

・地域に密着した医療に取り組んでおります。特に地域には老人保健施設が多く、積極的に 

受け入れております。 

 ・慢性期病院である指扇療養病院、転換型介護老人保健施設「びわの葉」も隣接しており、 

急性期治療、リハビリテーションや長期療養、高度な介護と、患者さまの状態に応じた 

医療をワンストップで提供できる体制を整えております。 

特徴的な診療科 消化器外科4名、消化器内科6名が在籍しており、さらに埼玉医科大学総

合医療センター、帝京大学病院から非常勤外科医が派遣されており、年間

200例の手術件数ですが、今後は消化器疾患にさらに力を入れていきたい

と考えています。整形外科は4名在籍し、外傷を中心に年間500例の手

術を施行しております。内科医は計10名で一般内科を幅広く診療し、心

臓カテーテル検査、血管内治療も施行しています。回復期リハビリは専門

医が専任しております。放射線科医がほぼ全例を当日に読影しています。 

特徴的な医療機器 3D対応移動型Cアーム装置  1.5 テスラMRI 

64列マルチスライスCT  血管撮影装置 マンモグラフィー装置 

睡眠時無呼吸症候群の精密検査（PSG）（データ解析ができる技師が在籍） 
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特徴的なスタッフ 臨床検査技師 

睡眠時無呼吸症候群の精密検査（PSG）のデータ解析ができる技師が在籍

しており、通常結果まで2～3週間かかるところを、1週間で出せる体制

を整えています。また、PSG 検査では土日の 1 泊入院検査も可能となっ

ており、忙しい会社勤めの患者さまにも休みを気にせず検査が受けられる

体制となっております。 

主な紹介元医療機関 さいたま赤十字病院 自治医科大学附属さいたま医療センター 彩の国東大宮メディカルセンター

主な紹介先医療機関 さいたま赤十字病院 自治医科大学附属さいたま医療センター 彩の国東大宮メディカルセンター

当院の現状 ・急性期地域医療に対し、かかりつけの患者さまや施設入所中の高齢者、 

救急搬送患者さまに至る幅広い受け入れを行っています。 

・高齢者の救急医療にも力を入れ、多くの老人介護施設などと提携し、 

医療支援を行っています。 

・基幹病院で超急性期加療の後、加療の継続およびリハビリテーションが 

必要な患者さまの紹介は可能な限り受け入れております。 

同じく、急性期治療の後、慢性期医療が必要な患者さま、在宅介護が困難な 

患者さまの紹介も積極的に受け入れております。 

・放射線診断専門医（1名）が常勤しているため、CTとＭＲＩの読影結果 

においては、素早い対応が可能となっております。 

・専任の看護師と社会福祉士などが連携し、ご家族の希望に沿った退院計画を 

立て、的確な退院支援に取り組んでいます。 

当病院の 

未来像 

・近隣の施設やクリニックとの連携を深め、さらに地域の急性期医療を支える 

病院としての役割を果たしてまいります。 

・消化管がんを中心に消化器系疾患への対応と、脳血管や心臓といった血管系 

の疾患に対する診療体制の強化も目指してまいります。 

・救急車応需率を90％以上にしたいと思います。 

市民の皆さんへ 

メッセージ 

・急性期医療を担う指扇病院と長期療養を支える指扇療養病院を合わせ、 

包括的な医療提供を行っております。 

・近隣の医療機関と積極的な連携を図り、安心して受けられる医療、信頼される

医療機関として日々診療を行ってまいります。 

その他 ・予防接種、健康診断、人間ドックが受けられる健康診断部を指扇療養病院内に 

設置しております。 

・約 500台の無料駐車場を完備しています。 

記載内容に関する

問い合わせ先 

医療法人 三慶会 指扇病院  担当：事務次長 増田博司 

電話番号：048-623-1101（代表） 

ホームページ：http://www.sashiogi.com 
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病院名  医療法人社団松弘会 三愛病院 

所在地  さいたま市桜区田島4-35-17 

病床数： 

現在（2017年） 一般病床 療養病床 合計病床数 

   154床   床  158床 

高度急性期病床 急性期病床 回復期病床 慢性期病床  

  4 床 154床   床   床  

2025年 一般病床  合計病床数 

   191床   199床 

高度急性期病床 急性期病床 回復期病床 慢性期病床  

  8 床 191床   床   床  

診療科目：合計 17 科（内科・循環器内科・消化器内科・外科・消化器外科・整形外科・
脳神経外科、呼吸器外科・心臓血管外科・形成外科・麻酔科・泌尿器科・放射線科、リハビリ

テーション科・リウマチ科・歯科・歯科口腔外科）

平均在院日数：12.2 日 病床稼働率：89.3％ 

政策 

医療 

がん 心筋梗塞 脳卒中 糖尿病 精神 在宅医療 

救急 小児 周産期 災害 

病院の特徴:
＊救急指定病院として24時間365日の救急診療に対応できる体制を整えております。 

MRI・CT等の画像検査、血液検査なども常時行っており、麻酔科医を含めた手術室スタッ

フを配置しています。 

 ＊診断機器として、3.0TMRI・ 320CT・内視鏡４K モニターと最良の設備を整え、特に

MRI は２台稼働しています。 

＊手術支援システムとしては、県下初の最新型外科手術用内視鏡システム、脳外科手術時の

ナビゲーションシステム、神経内視鏡を導入しております。 

 ＊関連施設として川越に200床の認知症専門病院、指扇、熊谷に介護老人保健施設があり、

包括的に医療と介護を行なっています。

特徴的な診療科  ＊脳神経外科、整形外科、外科、循環器科 

 ４大診療科を軸に、院内で専門医同士が密に連携を取り、全身管理

を念頭に置いた総合的な診療を、質の高いスタッフが高度のレベルで

実践しています。 

病院説明書

当院は、現在、高度急性期と急性期病床で158床を持っています。 

平成 29 年度中に増築を行い 199 床に増床予定です。将来的には地域のニーズに合わせ、

複合的な病床区分を検討しています。地域の患者さんの必要とする診療科を増やし高度な医

療技術と最新の医療機器で対応いたします。 
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特徴的な施設 ＊ガンマナイフ 

 埼玉県で唯一のガンマナイフを2004年に導入しており、6000件

以上の治療を行いました。現在では新型のパーフェクションを導入し、

外科手術を組み合わせた手術システムを開発し、最善の治療が受けら

れるセンターを目指しています。 

特徴的なスタッフ ＊救急外来 

 救急を断らない姿勢を開業当初から現在まで引き継いでおり、迅速

かつ丁寧で正確な対応を心がけています。現在でも約 9７％の救急車

の受け入れを行なっています。

主な紹介元医療機関 松谷内科医院 伴医院 小野内科ｸﾘﾆｯｸ 

主な紹介先医療機関 戸田ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 西部総合病院 ﾄﾜｰﾑ小江戸病院 

当病院の現状 ＊三愛病院では、患者さんの全身管理を念頭に置き、早期発見、早期治療

を行い、質の高い医療を実践しております。 

＊救急病院として、24 時間 365 日、救急診療、緊急手術に応じる体制

を維持しています。その他にも軽傷の患者さんや、地域のかかりつけの病

院であり、幅広く対応しています。 

当病院の未来像 ＊地域の患者さんのために診療科を増やし、総合的な医療を目指していま

す。来年には眼科と皮膚科の開設を予定しています。 

＊最新検査機器を導入して健康診断の部門を充実し、患者さんの病気を早

期発見できるよう予防医学にも力をいれていきます。 

＊より高度な手術にも対応できるようにＨＣＵ（ハイケアユニット）の病

床が４床あり、将来は８床に増やす予定です。 

＊「埼玉県急性期脳梗塞ネットワーク基幹病院」に認定され、来年１月か

ら対応を予定しています。 

＊関連病院としてトワーム小江戸病院があり、認知症への対応も連携して

行うことができており、今後もより総合的な診療を目指します。 

＊地域のクリニック・病院様との連携を丁寧に深め、より患者さんにとっ

て利便性の高い病院になることを目指します。 

市民の皆さんへ 

メッセージ 

＊三愛病院はこれからも地域の患者さんの皆さんが必要としている医療

を愛と思いやりの心を持って提供していけるように努力してまいります。 

＊さいたま市健診、人間ドックにも対応しています。 

その他 ＊増築棟建築により、ご不便をおかけしております。平成 30 年 3 月終

了予定 

記載内容に関する

問い合わせ先 

医療法人社団松弘会 三愛病院  

電話番号：０４８－８６６－１７１７（代表） 

ホームページ：http://www.sanai.or.jp 
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病院説明書

病院名 自治医科大学附属さいたま医療センター 

所在地 〒330-8503さいたま市大宮区天沼町1-847 ＴＥＬ048-647-2111（代） 

病床数：（許可病床数）

現在（２０１７年） 
一般病床 療養病床 合計病床数 

６２６床 ０床 ６２６床 

高度急性期病床 急性期病床 回復期病床 慢性期病床 

４５６床 １７０床 ０床 ０床 

↓ 

２０２５年 
一般病床 療養病床 合計病床数 

６３１床 ０床 ６３１床 

高度急性期病床 急性期病床 回復期病床 慢性期病床 

４５８床 １７３床 ０床 ０床 

診療科目：合計１９科 

（内科、循環器内科、小児科、外科、脳神経外科、心臓血管外科、整形外科、泌尿器科、眼科、

耳鼻咽喉科、産婦人科、皮膚科、リハビリテーション科、麻酔科、放射線科、精神科、歯科口腔

外科、病理診断科、救急科） 

平均在院日数：１１．３日（平成２８年度） 病床稼働率：８９．８％（平成２８年度） 

政策医療 
がん 心筋梗塞 脳卒中 糖尿病 精神 在宅医療 

救急 小児 周産期 災害 

病院の特徴： 

・当院は、大学附属病院としての使命である高度な医療を提供し、地域医療に貢献しています。 

・救命救急センター（ＥＲ）を開設しており、救急車受入れ件数は年間８，２４３件（Ｈ２８実績）

です。 

・地域がん診療連携拠点病院の指定を受けており、専門的ながん治療を提供しています。 

・地域周産期母子医療センターに認定されており、地域の中核的機能を担っています。 

・優秀な医療スタッフ及び最新の設備、医療機器を整備しており、高度急性期医療の提供に十分対

応できるよう努めています。 

特徴的な 

救命救急 

センター 

救急患者全てを救急医が初期診療し、初期治療を行う部屋（初療室）でCT撮影、血

管造影撮影及び血管内止血術ができ、さらに緊急開胸手術・開腹手術も行える環境

（ハイブリッドＥＲ）を整備しております。なお、重症患者を搬送する救急車受入れ

率は県内第１位（９７．８％）、救急車受入れ件数は県内第２位となっています。 

特徴的な 

診療内容 

心臓カテーテル治療や心臓手術では全国屈指の件数と成績を誇り、急性心筋梗塞や

大動脈解離などの循環器疾患の緊急手術に２４時間対応しています。また、内科・外

科の医療チームが行う「ハイブリッド治療」、特にカテーテルで大動脈に人工弁を植

え込む「ＴＡＶＩ」（Ｈ28実績３７件、累積１１０件）という治療を行っています。 

特徴的な 

医師への 

指導体制 

内科系、外科系の各専門診療科の専門医による充実した指導体制のもと、高度な医学

知識や技術を備えもった医師を養成しています。また、当院で学んだ最新の知見や技

術を身に備えた医師を地域の医療機関に指導医として派遣し、地域の現場で最新の

知見を学ぶことができるようにしています。 
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特徴的な 

診療体制 

外来は完全予約制を採用しており、患者待ち時間の短縮を図るため、予約システムの

効率化により、平均待ち時間は約２０分となっています。また、入院待ち患者が早期

に入院できるよう各診療科が使用できる共用床（３０床）を活用し、効果的なベッド

コントロールを実施しております。 

主な紹介元 

医療機関 
さいたま北部医療センター 彩の国東大宮メディカルセンター 

大宮双愛病院 

大宮中央総合病院 

主な紹介先 

医療機関 
さいたま北部医療センター 共済病院 大宮双愛病院 

当病院の現状 

・平成２８年４月に３次救急医療機関の指定を受け、救命救急センターとし

て従来からの２次救急も継続しつつ、さらに平成２９年５月には１０床を

増床し、３０床２４時間体制で地域の救急医療に貢献しています。 

・医療の高度化に伴い、安全で質の高い医療を提供するため、ＩＣＵ・ＣＣＵ

（集中治療室）を平成２９年８月に８床、さらに年内には２床増床し、合計

２２床とし、ＥＩＣＵ（救命集中治療室）８床と合わせて３０床で運用する

ことで、診療機能の充実を図っています。 

・平成２６年８月に地域がん診療連携拠点病院の指定を受け、専門的ながん

医療を提供できるよう、がん化学療法センターの充実やリニアック（がんの

放射線治療機器）を増設するとともに、患者・住民へのがんに関する最新情

報を提供する市民公開講座の開催やがん治療経験者との交流の場としてが

んサロンも設けています。 

・平成２２年５月には地域周産期母子医療センターに認定され、地域の周産

期医療の中核的機能を担い、母体及び胎児のハイリスク妊娠に対する医療、

新生児医療を提供しています。 

当病院の未来像 

・本年１２月から、医師による専門的な処置が速やかに救助現場で行えるよ

う、医師が現場に急行するドクターカーの運行を開始します。 

・近い将来、患者サポートセンター（仮称）を設け、入院後に速やかに治療が

始められるよう、入院前から退院後の生活までの調整を行い、患者さんやご

家族の不安軽減を行います。 

・県内の産科医療機関におけるＩＣＴを活用した疾病診断を支援し、地域で

安心して出産できる環境の整備に積極的に協力していきます。 

・超高齢時代に対応すべく地域の医療機関・在宅医療従事者とも連携し、多職

種チームによる急性期 慢性期 在宅のシームレスな医療構築を目指し、

ＩＣＴも活用したネットワークの構築を推進していきます。 

市民の皆さんへの 

メッセージ 

・わかりやすい安心な医療を提供するとともに、かかりつけ医とも連携し、住

み慣れた地域での療養を支援します。また、スムーズな診療予約ができるよ

う努めてまいります。 

・高度急性期や急性期を担う病院として最善の医療を提供し、地域住民の方々

に安心して診療を受けていただける医療機関にしていきたいと考えており

ます。 

その他 

・現在、外来等のリニューアル工事を継続して実施しております。ご不便、ご

迷惑をおかけいたしますが、ご理解、ご協力の程、よろしくお願します。 

・当院へお越しの際は、大宮駅東口からのバス（４番乗り場）が便利です。 

記載内容に関する 

問い合わせ先 

自治医科大学附属さいたま医療センター 総務課 総務企画係 

電話番号 ０４８－６４８－５２１９ 
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病院名 医療法人聖仁会 西部総合病院
所在地  さいたま市 桜区上大久保884番地 

病床数：  

現在（2017年） 一般病床 療養病床 合計病床数 

   148床   120床   268床 

高度急性期病床 急性期病床 回復期病床 慢性期病床  

  床   92 床   56床   120床  

2025年 一般病床  合計病床数 

   156床    276床 

高度急性期病床 急性期病床 回復期病床 慢性期病床  

  床   100床   56床   120床  

当院は、①急性期病床（10：１重症度医療看護必要度27.9%）のほか、急性期から在宅 

復帰までを支援する②地域包括ケア病棟と③回復期リハビリテーション病棟、在宅や介護 

施設等で療養困難な慢性期患者に対応した④医療療養病棟まで4つの病床が機能的に連携 

しています。また、二次救急医療機関・在宅療養後方支援病院・関連施設である西部在宅 

ケアセンターにより、救急、急性期から慢性期入院、在宅医療から居宅介護まで、多様な 

ニーズに対応可能な地域密着型のケアミックス病院です。 

診療科目：合計１９科（内科・呼吸器内科・循環器内科・消化器内科・神経内科・外科・

消化器外科・乳腺外科・肛門外科・整形外科・脳神経外科・形成外科・小児科・皮膚科・

泌尿器科・眼科・耳鼻咽喉科・リハビリテーション科・麻酔科） 

平均在院日数：18.9 日（急性期） 病床稼働率：85.3％ 

政策 

医療 

がん 心筋梗塞 脳卒中 糖尿病 精神 在宅医療 

救急 小児 周産期 災害   

病院の特徴：高齢化にともない、地域包括ケアシステムの中核を担える病院 
救急告示病院として二次輪番体制に参加、軽症者や高齢救急患者にも対応しています。 

軽症急性期・治療後急性期（sub acute/post acute）の患者に対し、地域包括ケア 

病棟を中心に積極的に対応しています。 

各種整形外科手術、脳外科･神経内科患者に対し、57名の PT/OT/STによる回復期 

入院リハビリから訪問リハビリまで、幅広いリハビリテーション医療を提供しています。 

医療依存度の高い意識障害や神経難病患者に対し、医療療養病棟で対応しています。 

外科手術、眼科手術（白内障、緑内障、硝子体等）、皮膚科手術(褥瘡処置等)、泌尿器科

手術（経尿道的手術）、幅広い内科領域診療、小児科や耳鼻科診療にも対応しています。 

特徴的な診療科 

整形外科 

人工関節（膝・股関節）置換術、脊柱管狭窄症や腰椎椎間板ヘルニア等に

対する手術、その他骨折固定術をはじめ、早期リハビリテーションによる

運動器機能回復や慢性疾患に対し、処方・注射による疼痛管理を行ってい

ます。 

病院説明書
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特徴的な病棟 

 地域包括ケア 

病棟（40床） 

平成28年2月にさいたま市初となる「地域包括ケア病棟」を開設。 

急性期後の医学・看護管理・リハビリ等を行ことは勿論のこと、介護施設

等からの軽度急性期患者の受入れ、在宅患者・家族を支援するためのレス

パイト入院（ときどき入院・ほぼ在宅！）の受入れも行っています。 

※医療・看護必要度…33.1％（基準10％以上）、在宅復帰率…79.0％ 

特徴的なスタッフ 

 医療社会福祉課 

（医療相談員ほか） 

現在、8名のＭＳＷと退院支援ナースを中心に入院相談、入院中の様々な

問題、退院支援や退院後の福祉サービスの紹介・調整などケアマネや各関

係者と連携を図りながら、患者・家族へ最適な支援を行っています。 

主な紹介元医療機関 
浦和医師会・与野医師会

近隣の診療所多数 
周辺の介護施設等多数 

紹介先基幹病院 

（post acute） 

主な紹介先医療機関 さいたま赤十字病院 さいたま市民医療センター 
自治医科大学付属 

さいたま医療センター 

当病院の現状 昭和55年の開院以来、さいたま市西部地域の地域医療の担い手として、

『救急から在宅まで！』地域の多様なニーズに対応すべく、総合的な医

療を提供しているケアミックス型の病院です。 

急性期・回復期・慢性期を4つの病床で機能的に対応します。 

在宅療養後方支援病院として、在宅医療に取組む診療所の後方病床を有

しています。また、当院の訪問診療医や西部在宅ケアセンターの訪問看

護・訪問介護・通所介護･在宅介護支援センターとともに、地域の診療

所の先生方の支援を心掛けています。 

介護施設等の協力医療機関として、高齢救急患者にも対応しています。 

当病院の未来像 急性期機能は、整形外科疾患や脳疾患患者への対応を強化します。 

老朽化した病院は建替えが必要で、その際には回復期リハビリ病棟およ

びリハビリテーション訓練室を強化し、リハビリテーションの多様化に

対応します。 

在宅や介護施設等の発熱や脱水、肺炎や大腿骨転子部骨折等、高度急性

期医療機関が対応する必要性が低い、高齢者の受け皿機能担います。 

二次救急は継続し、軽症者や高齢者への救急対応を強化します。 

在支診の先生方と連携し、地域の在宅医療の拡充に貢献します。 

市民の皆さんへ 

メッセージ 

さいたま市西部地域（桜区・西区・中央区）の人々の健康を支える地域

密着型病院として、小さなお子さまからご高齢の方々まで「common 

disease」を中心によくある病気に幅広く診療を行っています。 

当院は総合病院として内科系を中心に複数診療科を標榜していますが、

救急の機能分化の観点から一般急性期疾患を中心とした二次救急医療

に力を入れています。また、当院では対応が難しいと思われる病状の患

者様におきましては、責任を持って連携先医療機関をご紹介させていた

だきますのでご安心ください。 

その他 当病院健診センターは手狭な状況下にあり、来年度以降、健診スペースの

拡張を検討しています。将来的にはがん患者の増加に対応すべく緩和ケア

病棟の開設も検討します。 

記載内容に関する

問い合わせ先 

医療法人聖仁会 西部総合病院 地域医療連携室 

電話番号：048-854-1111 

38



病床数：　１９８床

さいたま赤十字病院 自治医大さいたま医療センター 東大宮メディカルセンター

東大宮メディカルセンター自治医大さいたま医療センターさいたま赤十字病院

糖尿病 精神 在宅医療

主な紹介先医療機関

病院の特徴：
１日平均640名の外来患者さんの診療に対応し、必要に応じ入院治療を行っています。高度な治療が必

要な場合、さいたま赤十字病院や自治医大さいたま医療センター等との連携を軸に患者さんを紹介し、治療
後は速やかな転院受入れに努め、回復期リハビリを提供しています。

〔整形外科〕：外傷、変性疾患、特にスポーツ外傷・障害においては全国各地
から紹介を頂きアスリートの活躍になどにも幅広く貢献しています。
〔ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科〕：回復期ﾘﾊﾋﾞﾘ病棟では365日のリハビリ提供を実践し在宅復
帰を推進しています。外来リハビリでは診療報酬の制限がある中で、可能な限
り継続した訓練を提供できるよう努めています。

〔放射線科〕：MRI（1.5ﾃｽﾗ2台）CT（64列ﾏﾙﾁｽﾗｲｽ）の画像診断機器を整備
し、院内での活用のほか、地域開業の先生方に共同利用していただけるよう専
用の予約システムを整備し、迅速で信頼性の高い画像検査を続けています。
〔在宅診療部門〕：介護保険に先立ち、平成１１年度より訪問看護ステーショ
ンを開設し、合わせて定期訪問診療を立ち上げました。１８年間の実績をもと
に、現在では内科、整形外科、泌尿器科、皮膚科、眼科など様々な診療科が訪
問に伺っています。

在宅訪問診療を効果的に提供していくため、医療連携部門内に「在宅診療コー
ディネーター（MSW兼務）」を配置しています。ケアマネジャーや訪問看護ス
テーションとの連携を軸に、医師の診断や指示が適切に実行できるよう密な
ネットワークを心がけています。結果ご家族が安心して「自宅での看取り」を
選択できるよう理解を得られています。

主な紹介元医療機関

特徴的な部門

特徴的な診療科

特徴的なスタッフ

政策
医療

がん

当院は昭和４８年に開設し、以降大宮西口地区の住民を対象とした医療の提供に努めてまいりまし
た。　平成２５年に５５床の増床許可（急性期１２床、回復期リハビリ４３床）を受け、平成２８
年６月に新病棟「リハビリ病棟」をオープンし、現在は外来診療、一般病棟、回復期リハビリ、在
宅医療の分野で地域医療に貢献できるよう尽力を続けています。

平均在院日数：〔一般〕12.4日/〔回復期〕49日 病床稼働率：〔一般〕91.3％/〔回復期〕94％

診療科目：合計16科 　整形外科/ﾘﾊﾋﾞﾘ/内科/循環器科/ｱﾚﾙｷﾞｰ科/ﾘｳﾏﾁ科/外科/消化器科/泌尿器科
　眼科/脳外科/皮膚科/形成外科/美容外科/放射線科/麻酔科

救急 小児 周産期 災害

心筋梗塞 脳卒中

高度急性期病床 急性期病床 回復期病床 慢性期病床

１０７床 ９１床

１９８床 １９８床

２０２５年 一般病棟 療養病床 合計病床数

１０７床 ９１床

１９８床

高度急性期病床 慢性期病床急性期病床 回復期病床

１９８床

病院説明書

合計病床数療養病床現在（２０１７年） 一般病棟

病院名

症在地

特定医療法人明浩会 西大宮病院
さいたま市大宮区三橋１丁目　１１７３番地
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記載内容に関する
問い合わせ先

特定医療法人明浩会　西大宮病院　　　事務長　齋藤弘樹
電話番号：　０４８－６４４－０５１１（代表）

〇常勤医師　２２名　/　非常勤医師　約７０名
〇主な手術件数
　　・整形外科　７１７件（骨折観血的手術/人工関節置換術/靭帯再建術　他）
　　・外科　　　３４１件（胃がん/大腸がん/胆嚢摘出/内視鏡的切除術　他）
　　・形成外科　３７９件（皮膚皮下腫瘍摘出/皮弁作成術/血管腫摘出　他）
　　・泌尿器科　２０８件（結石破砕/前立腺がん/膀胱がん/腎がん　他）
　　・眼科　　　６８８件（白内障/緑内障/水晶体再建術/網膜光凝固術　他）
〇回復期リハビリテーション病棟

（リハビリ科職員；PT４８名/OT１５名/ST4名/合計６７名）

　平成２８年６月の診療棟オープン以降、現在まで９４％以上の稼働を維持
しています。　さいたま赤十字病院、自治医大さいたま医療センター、東大
宮メディカルセンターなど大宮地区の高度救急医療施設が適切に稼働できる
よう、治療後の患者さんを正確迅速に当院回復期リハビリへ受入れていま
す。当院の持つ「回復期リハビリ」という機能を有効活用していただけるよ
う、病病連携/地域医療連携に尽力を続けています。

〇在宅医療
　大宮西口地区には、いわゆる高齢者施設が立ち並び「施設在宅」という言
葉が聞かれるようになりました。高齢者施設には提携する施設訪問専用の在
宅クリニックが存在しています。
　当院が目指す在宅医療は、「住み慣れた自宅で過ごす」をモットーにご自
宅で療養生活が送れるよう、在宅診療部門を整備しています。今後も患者さ
んのニーズに耳を傾け、地域住民のための在宅医療が実践できるよう発展さ
せる所存です。

〇回復期リハビリ病棟
　急性期治療を脱した患者さんの受け皿となれるよう十分なリハビリ職員の
配置を続けていく所存です。病床転換について、現時点では回復期病床が明
らかに不足している状況ではないと認識しています。2025年に向け関連医
療機関との接点を多く持ち、医療機関のニーズ、地域住民のニーズを見極め
た上で検討を重ねる所存です。

「まごころのこもった医療の提供」を理念に掲げ、外来診療から急性
期治療、回復期リハビリ、在宅医療、ケアサービスの場面で安心を提
供していきたいと思います。

その他

当病院の現状

当病院の未来像

市民の皆さんへ
メッセージ
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病院名 
医療法人 栄寿会 林病院

所在地  さいたま市 桜区西堀８丁目４番１号 

病床数： 

現在（2017年） 一般病床 療養病床 合計病床数 

   床 90床（40休床）   130床 

高度急性期病床 急性期病床 回復期病床 慢性期病床  

  床   床   床   床  

2025年 一般病床 療養病床 合計病床数 

   床 120床   120床 

高度急性期病床 急性期病床 回復期病床 慢性期病床  

  床   床   床   床  

診療科目：合計 2科（ 内科、リハビリテーション科） 

平均在院日数：181.3 日 病床稼働率：90.0％ 

政策 

医療 

がん 心筋梗塞 脳卒中 糖尿病 精神 在宅医療 

救急 小児 周産期 災害   

病院の特徴：・当院は、慢性療養病棟130床を有する病院です。（現在90床稼動）

       ・脳血管疾患、難病、特殊感染症、癌終末期、老衰等の患者さんの入院を 

        中心に療養しています。 

       ・労災認定病院であり、感染症の針刺し事故に対応しています。

特徴的な診療科 

（内科、リハビリテーシ

ョン科） 

脳血管疾患を中心とした疾患の慢性期維持療法をリハビリテーション

を組み合わせることにより、日常生活動作（ＡＤＬ）、耐久性の維持に

努めています。

特徴的な施設 

（予防接種外来、乳幼児健

診、健康診断、人間ドック）

小児科の専門医、感染症専門医による乳幼児から高齢者、海外渡航の予防接種

の相談・実施を行っています。また、乳幼児健診を実施しており、どの世代の

方々の相談にも対応できるようになっています。 

特徴的なスタッフ 

（管理栄養士、緩和ケア

研修終了看護師）

食事指導を行うスタッフとして管理栄養士がおり、乳幼児の栄養相談、各種疾

患の栄養指導を行うことができます。緩和ケア研修終了医師・看護師がおり各

疾患の終末期の緩和ケアを外来・入院で行うことができます。

主な紹介元医療機関 埼玉メディカルセンター さいたま赤十字病院 さいたま市民医療センター 

主な紹介先医療機関    

病院説明書
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当病院の現状 当院は地域に根ざした患者さんの人間らしさを理念に、ど

んな疾患であっても、その人らしさを大切に医療、生活、療

養を考えています。 

当院で不足している医療に関しては、地域の基幹病院と連携

を取りながら、常にその人のベストを考えています。 

 ・高齢者の終末期にも対応しています。 

 ・通院患者さんが来院困難になった場合は、往診も行って

います。 

当病院の未来像  慢性期病床として、長期的な治療、療養が必要な患者さん

に、より細かい対応を行っています。併設の介護老人保健施

設を活用することにより、在宅、病院、施設と患者さんの生

活療養の場を広げます。 

 また、介護、医療保険両方での、訪問リハビリテーション

を実施する予定です。 

市民の皆さんへ 

メッセージ 

 当院は高齢者の疾患を中心に医療、療養の展開を継続し充

実していきます。 

また、その家族の身体の悩み相談も行い、当院で不十分な

場合は、連携体制をとっている病院に紹介させていただきま

す。行政サービスの相談も受けることができますので、ご利

用ください。 

その他  当院は駐車場を完備しており、体の不自由な方でも気軽に

来院できるようにしています。また、スタッフが外来・入院

の手伝いをすることが出来ますので、お声をかけてください。 

記載内容に関する

問い合わせ先 

医療法人 栄寿会 林病院 院長 五島 文恵 

電話番号：０４８－８５５－５５１１ 
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病院名  

 医療法人 慈正会 丸山記念総合病院 

所在地  さいたま市 岩槻区本町2丁目10番 5号 

病床数： 

現在（2017年） 一般病床 療養病床 合計病床数 

   241床   0 床   241床 

高度急性期病床 急性期病床 回復期病床 慢性期病床  

  0 床   162床   28床   0 床  

2025年 一般病床  合計病床数 

   241床    241床 

高度急性期病床 急性期病床 回復期病床 慢性期病床  

  0 床   162床   79床   0 床  

当院は、現在、急性期病床162床、回復期病床28床にて稼働しています。また、岩槻区 

唯一の総合病院として複数科の診療を提供しています。将来的には、休床中のベッド稼働も含

め回復期機能を強化し、地域の急性期から回復期の患者様等に対する医療を行っていきます。

診療科目：合計26科（内科・神経内科・人工透析内科・外科・整形外科・脳神経外科・形成外科・精神科・
小児科・皮膚科・泌尿器科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・リハビリテーション科・放射線科・歯科・歯科口腔外科・

呼吸器内科・呼吸器外科・消化器内科・消化器外科・胃腸内科・循環器内科・気管食道外科・麻酔科） 

平均在院日数：（一般13日・回リハ48日） 病床稼働率：一般76.0％・回リハ88.5%・全体77.9%

政策 

医療 

がん 心筋梗塞 脳卒中 糖尿病 精神 在宅医療 

救急 小児 周産期 災害   

病院の特徴： 
・土曜、日曜日にも外来診療を行い、地域に密着した医療を提供しております。 
・平成 29 年 1 月より回復期リハビリ病棟を開設して、急性期から回復期までの入院医療を提
供しております。 
・二次救急医療機関として救急医療を積極的に提供しております。 
・併設の訪問看護、訪問介護、居宅介護支援事業所や地域の在宅医との連携を強化し、在宅療
養後方支援病院として地域医療を提供しております。 

特徴的な診療科  外科・消化器外科・乳腺外科…常勤５名の専門医により充実した急性
期医療を提供し、がんについても手術から術後補助療法まで一貫した
診療を提供しております。 
産婦人科…地域での唯一の分娩施設として周産期医療を提供 
整形外科…回復期病棟を含め、リハビリテーション提供体制の充実 
歯科・歯科口腔外科…医科との連携による口腔ケアの充実

特徴的な施設 不妊症外来を含む生殖医療の実施施設 

特徴的なスタッフ 不妊症看護認定看護師…産婦人科医師との連携により生殖医療の充実 

言語聴覚士・歯科衛生士…入院患者様の口腔ケアの充実 

主な紹介元医療機関 岩槻南病院 金沢クリニック 自治医科大学附属さいたま医療センター

主な紹介先医療機関 自治医科大学附属さいたま医療センター 春日部市立医療センター 埼玉県立がんセンター

病院説明書
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当病院の現状 ・当院は、安全な医療の提供・誠意ある対応・地域との関わ

り合いを理念とし、地域の救急医療及び医療連携に積極的に

取り組んでおります。 

・入退院支援室を設置し、出入口を一本化することによりス

ムーズな受入体制を構築しております。 

・岩槻区内で唯一の急性期医療を提供する総合病院であり、

また、同区内で唯一の分娩施設として周産期医療に取り組む

とともに生殖医療にも取り組んでおります。 

・二次医療圏において、高次の医療機関の後方支援、地域の

在宅医の後方支援を行い、急性期から回復期の患者様を受け

入れております。 

・リハビリテーション提供体制、歯科併設医療機関として医

科歯科連携の充実を図っております。 

当病院の未来像 ・休床中の病床の活用を含め、今後リハビリテーション提供

体制の強化を行い、地域包括ケア体制の中で、急性期から回

復期の医療提供していきます。 

・地域医療介護連携機能を強化し、地域のかかりつけ医及び

超急性期医療機関の後方支援を行うとともに、二次救急医療

を積極的に提供していきます。 

・訪問リハビリ、デイケアの提供により、急性期～回復期～

維持期までの医療・介護を通じたリハビリテーションを提供

していきます。 

市民の皆さんへ 

メッセージ 

・当院は今後さらに救急受入体制の充実を図るとともに、急

性期機能を提供し、併せてリハビリテーション提供体制を含

む回復期機能を強化、急性期から回復期の患者様の受け入れ

に積極的に取り組んでまいります。 

その他  

記載内容に関する

問い合わせ先 

医療法人 慈正会 丸山記念総合病院 総務課 野村義孝 

電話番号：048-757-3511 
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病院名 医療法人有隣会 わかくさ病院 

所在地  さいたま市南区太田窪1973-5 

病床数： 

現在（2017年） 一般病床 療養病床 合計病床数 

 29 床   床  29 床 

高度急性期病床 急性期病床 回復期病床 慢性期病床  

  床  29 床   床   床  

2025年 一般病床  合計病床数 

  29 床   29 床 

高度急性期病床 急性期病床 回復期病床 慢性期病床  

  床  29 床   床   床  

診療科目：合計  5 科（内科、循環器内科、消化器内科、小児科、皮膚科 ） 

平均在院日数： 20.4 日 病床稼働率：  82.8 ％ 

政策 

医療 

がん 心筋梗塞 脳卒中 糖尿病 精神 在宅医療 

救急 小児 周産期 災害   

病院の特徴：外来、病棟、訪問看護、ケアマネジャー等で多職種連携をとり、 

機能強化型在宅療養支援病院として地域医療に貢献しています。 

特徴的な診療 内科疾患はもちろん他科疾患まで幅広く総合診療を行って

います。訪問診療では IVH、ポート、胃瘻、在宅酸素、人

工呼吸器等医療依存度の高い患者様もサポートできます。 

特徴的な病棟 退院後の患者様やご家族の生活を考え、言葉かけや指導 

を行っています。 

特徴的な栄養科 管理栄養士2名、栄養士5名で患者様の容体に合わせた 

栄養管理・食事指導を行なっています。 

主な紹介元医療機関 ハーモニークリニック デュエット内科クリニック さいたま市立病院 

主な紹介先医療機関 さいたま市立病院 埼玉メディカルセンター さいたま赤十字病院 

病院説明書
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当病院の現状 当病院は『徳は弧ならず必ず隣有り』の理念のもと地域医療

に貢献しています。 

地域のかかりつけ医として一次医療機関の役割を持ち、必要

に応じて速やかに近隣の専門性の高い病院へ紹介。患者様が

安心できる医療を提供するために地域医療連携にも尽力して

います。 

当院のホームページでは在宅医療相談窓口、小児科予防接種

相談窓口を設けています。 

当病院の未来像 当院では進歩する医療に追随すべく、先端の医療機器も定期

的に導入。 

また平成 32 年には設立 50 周年を迎えることから、新病院

設立も視野に入れ、より質の高い医療・介護の提供を目指し

ています。 

市民の皆さんへ 

メッセージ 

地域のかかりつけ医として、外来・入院・在宅医療を通じて 

総合的にサポートしています。小児科では、親子2代で通院

するなど長年にわたり子供たちに寄り添った診療を行ってい

ます。南浦和地区を中心に通院困難な高齢者や認知症、がん

手術後の回復期の患者、終末期の看取りまでを訪問診療、訪

問看護、ケアマネジャー等と連携をとりながら対応していま

す。 

ホームページ：http://www.wakakusa-hospital.com/ 

その他  

記載内容に関する

問い合わせ先 

医療法人有隣会 事務局 担当：事務局長 渡辺知里 

電話番号：048-885-5307 
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地域医療構想の進め方について

（参考資料）
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都
道
府
県

○ 「医療介護総合確保推進法」により、平成２７年４月より、都道府県が「地域医療構想」を策定。平成２８年度
中に全都道府県で策定済み。
※ 「地域医療構想」は、二次医療圏単位での策定が原則。

○ 「地域医療構想」は、２０２５年に向け、病床の機能分化・連携を進めるために、医療機能ごとに２０２５年の
医療需要と病床の必要量を推計し、定めるもの。

○ 都道府県が「地域医療構想」の策定を開始するに当たり、厚生労働省で推計方法を含む「ガイドライン」を作
成。平成２７年３月に発出。

医療機能の報告等を活用し、「地域医療構想」を策定し、
更なる機能分化を推進

（「地域医療構想」の内容）

１．２０２５年の医療需要と病床の必要量
・高度急性期・急性期・回復期・慢性期の４機能ごとに医療
需要と病床の必要量を推計
・在宅医療等の医療需要を推計
・都道府県内の構想区域（二次医療圏が基本）単位で推計

２．目指すべき医療提供体制を実現するための施策
例） 医療機能の分化・連携を進めるための施設設備、
在宅医療等の充実、医療従事者の確保・養成等

地域医療構想について

（機能が
見えに
くい）

医
療
機
関

（B病棟）
急性期機能

（D病棟）
慢性期機能

（C病棟）
回復期機能

（A病棟）
高度急性期機能

○ 機能分化・連携については、
「地域医療構想調整会議」で議論・調整。

医療機能の現状と今後の
方向を報告（毎年１０月）

病床機能報告

回復期機能の
患者

高度急性期機能
の患者

慢性期機能の患者

急性期機能の患者医療機能
を自主的
に選択
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地域医療構想の実現プロセス

１． まず、医療機関が「地域医療構想調整会議」で協議を行い、機能分化・連携を進める。都道府県は、地域医
療介護総合確保基金を活用。

２． 地域医療構想調整会議での協議を踏まえた自主的な取組だけでは、機能分化・連携が進まない場合には、
医療法に定められた都道府県知事の役割を適切に発揮。

STEP1   地域における役割分担の明確化と将来の
方向性の共有を「地域医療構想調整会議」で協議

個々の病院の再編に向け、各都道府県での「調整会議」
での協議を促進。

① 救急医療や小児、周産期医療等の政策医療を担う
中心的な医療機関の役割の明確化を図る

② その他の医療機関について、中心的な医療機関が
担わない機能や、中心的な医療機関との連携等を
踏まえた役割の明確化を図る

STEP２「地域医療介護総合確保基金」により支援

都道府県は、「地域医療介護総合確保基金」を活用して、
医療機関の機能分化・連携を支援。

・病床機能の転換等に伴う施設整備・設備整備の補助
等を実施。

STEP３ 都道府県知事による適切な役割の発揮

都道府県知事は、医療法上の役割を適切に発揮し、機
能分化・連携を推進。

【医療法に定められている都道府県の権限】
① 地域で既に過剰になっている医療機能に転換しようとす
る医療機関に対して、転換の中止の命令（公的医療機関
等）及び要請・勧告（民間医療機関）

② 協議が調わない等の場合に、地域で不足している医療
機能を担うよう指示（公的医療機関等）及び要請・勧告（民間
医療機関）

③ 病院の開設等の許可申請があった場合に、地域で不足
している医療機能を担うよう、開設等の許可に条件を付
与

④ 稼働していない病床の削減を命令（公的医療機関等）及び
要請・勧告（民間医療機関）

※ ①～④の実施には、都道府県の医療審議会の意見を聴く等の手
続きを経る必要がある。

※ 勧告、命令、指示に従わない医療機関には、医療機関名の公表
や地域医療支援病院の承認の取消し等を行うことができる。

将
来
の
方
向
性
を
踏
ま
え
た
、
自
主
的
な
取
組
だ
け
で

は
、
機
能
分
化
・連
携
が
進
ま
な
い
場
合
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１ 医療提供体制の改革（病床機能の分化・連携）

○ 都道府県が、2025年の機能別の医療需要・必要

病床数※と目指すべき医療提供体制等を内容とする

地域医療構想を策定

(平成29年３月31現在、全ての都道府県で策定済)

２ 実現するための方策

○ 都道府県による「地域医療構想調整会議」の開催

○ 知事の医療法上の権限強化（要請・指示・命令等）

○ 医療介護総合確保基金を都道府県に設置

医療需要 必要病床数

高度急性期 ○○○　人/日 ○○○　病床

急性期 □□□　人/日 □□□　病床

回復期 △△△　人/日 △△△　病床

慢性期 ▲▲▲　人/日 ▲▲▲　病床

2025年（推計）

公立病院改革の推進

医療介護総合確保推進法（H27年4月施行）

に基づく取組（厚生労働省）

※ イメージ 〔構想区域単位で策定〕

70.3% 

53.6% 

29.7% 

46.4 %

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20年度

25年度

≪経営の効率化≫ ≪再編・ネットワーク化≫

・統合・再編等に取り組んでいる病院数
１６２病院

・再編等の結果、公立病院数は減少
H20 : ９４３ ⇒ H25 : ８９２ （△ ５１病院）

≪経営形態の見直し≫

・地方独立行政法人化(非公務員型) ６９病院

・指定管理者制度導入(いわゆる公設民営) ２１病院

・民間譲渡・診療所化 ５０病院

【赤字】 【黒字】
（予定含む数）

１ 新公立病院改革プランの策定を要請
（１) 策定時期：地域医療構想の策定状況を踏まえつつH27年度又はH28年度中

（２）プランの内容：以下の4つの視点に立った取組を明記

２ 都道府県の役割・責任を強化

○再編・ネットワーク化への積極的な参画、新設・建替へのチェック機能の強化等

３ 地方財政措置の見直し
（１）再編・ネットワーク化への財政措置の重点化（H27年度～）

通常の整備 ・・・・・ 25%地方交付税措置
再編・ネットワーク化に伴う整備 ・・・・・ 40%地方交付税措置

（２）特別交付税措置の重点化（H28年度～）
○措置率（8割）の導入、都道府県の役割・責任の強化、財政力に応じた算定
○公的病院等への措置も公立病院に準じて継続

新公立改革ガイドライン（H27年3月）に基づく更なる改革の推進

「新公立病院改革ガイドライン」（平成27年3月）に基づき新公立病院改革プランの策定を要請。
平成29年3月31日現在で新公立病院改革プランを策定済の病院は800（全体の92.7％）。
医療提供体制の改革と連携して公立病院の更なる経営効率化、再編・ネットワーク化等を推進。

・経常収支比率等の数値目標を設定

・地方独立行政法人化等を推進

経営の効率化

経営形態の見直し

公立病院改革ガイドライン（H19年12月）に基づくこれまでの取組の成果

連携

・病床機能、地域包括ケア構築等を明確化

・経営主体の統合、病院機能の再編を推進

地域医療構想を踏まえた役割の明確化

再編・ネットワーク化
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公的医療機関等２０２５プラン

○ 公的医療機関※、共済組合、健康保険組合、国民健康保険組合、地域医療機能推進機構、国立病院機構及び労働者健康安
全機構が開設する医療機関、地域医療支援病院及び特定機能病院について、地域における今後の方向性について記載した
「公的医療機関等２０２５プラン」を作成し、策定したプランを踏まえ、地域医療構想調整会議においてその役割について議論す
るよう要請。 ※新公立病院改革プランの策定対象となっている公立病院は除く。

【基本情報】
・医療機関名、開設主体、所在地 等

【現状と課題】
・構想区域の現状と課題
・当該医療機関の現状と課題 等

【今後の方針】
・当該医療機関が今後地域において担うべき役割 等

○ 各医療機関におけるプランの策定過程においても、地域の関係者からの意見を聴くなどにより、構想区域ごとの医療提供体制と整合的なプランの策定が求
められる。

○ 各医療機関は、プラン策定後、速やかにその内容を地域医療構想調整会議に提示し、地域の関係者からの意見を聴いた上で、地域の他の医療機関との
役割分担や連携体制も含め、構想区域全体における医療提供体制との整合性をはかることが必要。地域医療構想調整会議における協議の方向性との齟
齬が生じた場合には、策定したプランを見直すこととする。

○ さらに、上記以外の医療機関においても、構想区域ごとの医療提供体制の現状と、現に地域において担っている役割を踏まえた今後の方針を検討すること
は、構想区域における適切な医療提供体制の構築の観点から重要である。まずは、それぞれの医療機関が、自主的に検討するとともに、地域の関係者と
の議論を進めることが望ましい。

【具体的な計画】
・当該医療機関が今後提供する医療機能に関する事項
（例）・４機能ごとの病床のあり方について

・診療科の見直しについて 等

・当該医療機関が今後提供する医療機能に関する、具体的な数値目標
（例）・病床稼働率、手術室稼働率等、当該医療機関の実績に関する項目

・紹介率、逆紹介率等、地域との連携に関する項目、人件費率等、
経営に関する項目 等

記載事項

留意点

○救急医療や災害医療等の政策医療を主として担う医療機関：平成29年９月末
（３回目の地域医療構想調整会議で議論）

○その他の医療機関：平成29年12月末 （４回目の地域医療構想調整会議で議論）

策定期限
４～６月 ７～９月 10～12月 １～３月

病床機能報告等の
データ等を踏まえ、
各医療機関の役割
を明確化

医療機能、事業等
ごとの不足を補うた
めの具体策を議論

各役割を担う医療
機関名を挙げ、機
能転換等の具体策
の決定

具体的な医療機関
名や進捗評価指標、
次年度基金の活用
等を含む取りまとめ

●地域医療構想調整会議の議論のサイクル

約810病院対象病院数
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都道府県、市町村、地方公共団体の組合、国民健康保険団体連合会及び国民健康保険組合、日本赤十字社、社
会福祉法人恩賜財団済生会、厚生農業協同組合連合会、社会福祉法人北海道社会事業協会

公的医療機関等について

○ 公的医療機関は、「戦後、医療機関の計画的整備を図るに当たり、国民に必要な医療を

確保するとともに、医療の向上を進めるための中核」としての役割を担うものとされ、また、

公的医療機関は、「医療のみならず保健、予防、医療関係者の養成、へき地における医療

等一般の医療機関に常に期待することのできない業務を積極的に行い、これらを一体的に

運営」するという特徴を有する。

○ また、医療法第７条の２第１項では、公的医療機関の開設者を含む以下の者が規定され

ており、これらの者が開設する医療機関（公的医療機関等）については、地域医療構想の

達成を図るために都道府県知事が行使することができることとされている権限の位置付け

が、他の医療機関に対するものと異なる。

○ 公的医療機関は、医療法第31条において、次の者が開設する医療機関とされている。

公的医療機関の開設者、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、公立学校共済組合、日本私
立学校振興・共済事業団、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連
合会、独立行政法人地域医療機能推進機構

※「」部分は医療法コンメンタールより抜粋
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新公立病院改革ガイドラインにおける公立病院に期待される主な機能

【新公立病院改革ガイドライン（平成27年３月）より抜粋】
第２ 地方公共団体における新公立病院改革プランの策定
３ 新改革プランの内容
(1) 地域医療構想を踏まえた役割の明確化
公立病院に期待される主な機能を具体的に例示すれば、①山間へき地・離島など民間医療機関の立地が
困難な過疎地等における一般医療の提供、②救急・小児・周産期・災害・精神などの不採算・特殊部門に関
わる医療の提供、③県立がんセンター、県立循環器病センター等地域の民間医療機関では限界のある高
度・先進医療の提供、④研修の実施等を含む広域的な医師派遣の拠点としての機能などが挙げられる。
前ガイドラインにおいても、改革を通じて、 自らの公立病院の果たすべき役割を見直し、改めて明確化する
べきことが強調されていたが、今般の公立病院改革は、民間病院を対象に含めた地域医療構想の実現に向
けた取組と並行して行われるものであることから、必然的に、公立病院の役割を従来にも増して精査すること
となる。

①山間へき地・離島など民間医療機関の立地が困難な過疎地等における一般医療の
提供

②救急・小児・周産期・災害・精神などの不採算・特殊部門に関わる医療の提供
③県立がんセンター、県立循環器病センター等地域の民間医療機関では限界のある
高度・先進医療の提供

④研修の実施等を含む広域的な医師派遣の拠点としての機能

公立病院に期待される主な機能の具体例
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開設主体別医療機関の財政・税制上の措置
開設主体別医療機関 財政 税制

政府
出資金*１

運営費
交付金*２

・繰入金

補助金 国税 地方税

法人税
(医療保健業)

事業税
（医療保健業）

不動産取得税 固定資産税

公立病院 - ○*３ 対象*４ 非課税 非課税 非課税 非課税

国民健康保険組合 - - 対象*４ 非課税 非課税 一部非課税＊５ 一部非課税＊５

日本赤十字社 - - 対象*４ 非課税 非課税 一部非課税＊５ 一部非課税＊５

済生会 - - 対象*４ 非課税 非課税 一部非課税＊５ 一部非課税＊５

厚生連 - - 対象*４ 非課税 非課税 一部非課税＊５ 一部非課税＊５

北海道社会事業協会 - - 対象*４ 非課税 非課税 一部非課税＊５ 一部非課税＊５

国家公務員共済組合連合会 - - 対象*４ 非課税 非課税 一部非課税＊５ 一部非課税＊５

公立学校共済組合 - - 対象*４ 非課税 非課税 一部非課税＊５ 一部非課税＊５

日本私立学校振興・共済事業団 ○ - 対象*４ 非課税 非課税 一部非課税＊５ 一部非課税＊５

健康保険組合 - - 対象*４ 非課税 非課税 一部非課税＊５ 一部非課税＊５

地域医療機能推進機構 ○ - 対象*４ 非課税 非課税 非課税 一部非課税＊５

国立病院機構 ○ ○*６ 対象*４ 非課税 非課税 非課税 一部非課税＊５

労働者健康安全機構 ○ ○*６ 対象*４ 非課税 非課税 非課税 一部非課税＊５

(参考）公益社団法人、公益財団法人 - - 対象*４ 一部非課税*７ 一部非課税*７ 一部非課税＊５ 一部非課税＊５

（参考）社会医療法人 - - 対象*４ 一部非課税*８ 一部非課税*８ 一部非課税＊５ 一部非課税＊５

（参考）医療法人 - - 対象*４ 課税 課税 課税 課税*９

＊１：政府出資金とは、独立行政法人等において、その業務を確実に実施するために必要な資本金その他の財産的基礎を有する必要があり、これに対して政府が出資することをいう（参考：独立行政法人通則法第８条第１項）。日本私立学校振興・共済事業団
に関しては、私立学校への助成事業のみ。

＊２：運営費交付金とは、独立行政法人が行う業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額について、国が予算の範囲内で交付する資金。
＊３：地方公営企業法第17条の2（経費の負担の原則）及び総務省が定めた繰出基準（総務副大臣通知）に基づき、一般会計が負担すべき経費（経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費及び能率的な経営を行ってもなおその経営に伴う収入のみ

をもって充てることが客観的に困難であると認められる経費）を公営企業会計に対して繰り入れているもの。
＊４：個別の補助金の目的や性質によって対象外にもなりえる。なお、日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会の会員である厚生（医療）農業協同組合連合会、社会福祉法人北海道社会事業協会、公益社団法人、公益

財団法人、学校法人、社会医療法人、健康保険組合、国家公務員共済組合連合会及び公立学校共済組合が開設した病院について、公立病院と同様に当該地域の医療確保のため、公立病院に対する繰入金に準じて自治体から運営費に関する補助金
の交付を受けている場合がある。

＊５：経営する病院及び診療所において直接その用に供する資産などは非課税。
＊６：国立病院機構では、国期間分の退職給付金費用や臨床研究事業経費等に、労働者健康安全機構では、未払賃金立替払事業や研究・試験及び成果の普及事業等に使用されており、両機構とも診療事業には使用していない。
＊７：法人税法令で定める収益事業に該当する医療保健業、公益目的事業は非課税。
＊８：社会医療法人では、医療保健業（附帯業務、収益業務は除く。）は非課税。
＊９：自治体の条例により減免を行っている場合がある。 14



国

消費税財源活用

市
町
村

市町村計画
（基金事業計画）

都
道
府
県

都道府県計画
(基金事業計画)

基金
※国と都道府県の
負担割合２／３、 １／３

申
請

事業者等（医療機関、介護サービス事業所等）

交
付

交付

交付
提出

交付
提出

申請

地域医療介護総合確保基金の対象事業

１ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に
関する事業(※)

２ 居宅等における医療の提供に関する事業(※)
３ 介護施設等の整備に関する事業（地域密着型サービス等）
４ 医療従事者の確保に関する事業(※)
５ 介護従事者の確保に関する事業

※ 基金の対象事業は、平成26年度は医療を対象として１、２、４を、
平成27年度以降は介護を含めて全ての事業としている。

都道府県計画及び市町村計画（基金事業計画）

○ 基金に関する基本的事項
・公正かつ透明なプロセスの確保（関係者の意見を反映させる仕組みの整備）
・事業主体間の公平性など公正性・透明性の確保
・診療報酬・介護報酬等との役割分担

○ 都道府県計画及び市町村計画の基本的な記載事項
医療介護総合確保区域の設定※1 ／ 目標と計画期間（原則１年間） ／
事業の内容、費用の額等 ／ 事業の評価方法※2
※1 都道府県は、二次医療圏及び老人福祉圏域を念頭に置きつつ、地域の実情を

踏まえて設定。市町村は、日常生活圏域を念頭に設定。
※2 都道府県は、市町村の協力を得つつ、事業の事後評価等を実施

国は都道府県の事業を検証し、基金の配分等に活用

○ 都道府県は市町村計画の事業をとりまとめて、都道府県計画を作成

○ 団塊の世代が75歳以上となる2025年を展望すれば、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医療・介護従事者の
確保・勤務環境の改善等、「効率的かつ質の高い医療提供体制の構築」と「地域包括ケアシステムの構築」が急務の課題。

○ このため、平成２６年度から消費税増収分等を活用した財政支援制度（地域医療介護総合確保基金） を創設し、各都道府県
に設置。各都道府県は、都道府県計画を作成し、当該計画に基づき事業を実施。

地域医療介護総合確保基金
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○ 命令・指示・勧告に従わなかった旨を公表

○ 命令・指示・勧告に従わない地域医療支援病院･特定機能病院※は承認を取消し

都道府県知事の権限の行使の流れ

• 病床機能報告において基準日と基準日後の
病床機能が異なる場合であって

• 基準日後病床機能に応じた病床数が、病床
の必要量（必要病床数）に既に達している

地域医療構想の達成を推進するた
めに必要な事項について、協議の
場での協議が調わないとき等

都道府県医療審議会の意見を聴いて、

不足する医療機能に係る医療を提
供することを指示（公的医療機関
等）又は要請（民間医療機関）

【過剰な医療機能への転換の中止等】 【不足する医療機能への転換等の促進】

病院の開設等の許可申
請があった場合

都道府県医療審議会の意見を聴いて、
当該措置を講ずべきことを勧告

要請を受けた者が、正当な理由がなく、
当該要請に係る措置を講じていない

①都道府県知事への理由書提出
②調整会議での協議への参加
③都道府県医療審議会での理由等説明

理由等がやむを得ないものと認められない場合、
都道府県医療審議会の意見を聴いて、

病床機能を変更しないことを命令（公的医
療機関等）又は要請（民間医療機関）

応答の
努力義務

病床を稼働していな
いとき

不足する医療機能に係る
医療を提供する旨の条件
を開設等許可に付与

正当な理由がなく、当該勧告に
係る措置を講じていない

都道府県医療審議会の意見を聴い

て、期限を定めて、当該勧告に
係る措置をとるべきことを命令

正当な理由がなく、
条件に従わない

都道府県医療審議会の意見

を聴いて、期限を定めて条
件に従うべきことを勧告

都道府県審議会の意見

を聴いて、当該病床の
削減を命令（公的医療
機関等）又は要請（民
間医療機関）

【非稼働病床の削減】

要請の場合
（民間医療機関）命令の場合

（公的医療機関等）
指示の場合

（公的医療機関等）

医療法第30条の15 医療法第30条の16 医療法第７条第５項

医療法第27条の２

※特定機能病院の承認取消しは
厚生労働大臣が行う

医療法第30条の17

要請の場合
（民間医療機関）

要請を受けた者が、
正当な理由がなく、
当該要請に係る措置
を講じていない

都道府県医療審議

会の意見を聴いて、
当該措置を講ず
べきことを勧告

命令・指示・勧告に従わない

医療法第30条の18

医療法第30条の12

医療法第７条の２第３項

命
令
の
場
合
（
公
的
医
療
機
関
等
）

医療法第29条第３項
及び第４項
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病床の整備に当たり都道府県が留意すべき事項

１ 療養病床及び一般病床の整備に当たり留意すべき事項について
今後、新たに療養病床及び一般病床の整備を行う際には、既に策定されている地域医療構想との整合性を踏まえて行うこと。
具体的には、新たな病床の整備を行うに当たり、都道府県医療審議会において、既存病床数と基準病床数の関係性だけではなく、地域医療構想における将

来の病床数の必要量を踏まえ、以下のような点に留意し、十分な議論を行うこと。

(1) 現状では既存病床数が基準病床数を上回り、追加的な病床の整備ができないが、高齢化が急速に進むことで、将来の病床数の必要量が基準病床数を
上回ることとなる場合には、
① 基準病床数の見直しについて毎年検討
② 医療法第30条の４第７項の規定に基づく基準病床数算定時の特例措置を活用
することによって対応が可能であるが、その場合であっても、
・ 将来の高齢者人口のピークアウト後を含む医療需要の推移
・ 他の二次医療圏との患者の流出入の状況
・ 交通機関の整備状況
などのそれぞれの地域の事情を考慮することが必要となること。

(2) 現状では既存病床数が基準病床数を下回り、追加的な病床の整備が可能であるが、人口の減少が進むこと等により、将来の病床数の必要量が既存病
床数を下回ることとなる場合には、既存病床数と基準病床数の関係性だけではなく、地域医療構想における将来の病床数の必要量を勘案し、医療需要の
推移や、他の二次医療圏との患者の流出入の状況等を考慮し、追加的な病床の整備の必要性について慎重に検討を行う必要があること。

２ 都道府県医療審議会と地域医療構想調整会議の整合性について
都道府県医療審議会における議論の際には、地域医療構想調整会議（医療法第30条の14第１項に規定する協議の場をいう。以下同じ。）における議論との

整合性を確保すること。
具体的には、新たに病床を整備する予定の医療機関に対して、開設等の許可を待たず、地域医療構想調整会議への参加を求め、以下の事項等について協

議を行うこと。
○ 新たに整備される病床の整備計画と将来の病床数の必要量との関係性
○ 新たに整備される病床が担う予定の病床の機能と当該構想区域の病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量との関係性 等
その上で、都道府県医療審議会における議論の際には、地域医療構想調整会議における協議の内容を参考とすること。

３ 第７次医療計画公示前における病院開設等の許可申請の取扱い等について
現行の医療計画において、無菌病室、集中治療室（ICU）及び心臓病専用病室（CCU）の病床については、専ら当該病室の病床に収容された者が利用する他

の病床が同一病院又は診療所内に別途確保されているものは、既存病床数として算定しないものとされている。これらの病床については、第７次医療計画の策
定を念頭に、平成30年４月１日以降、これまで既存病床数として算定していなかった病床を含めて、全て既存病床数として算定することとされていることから、今
年度において新たに療養病床及び一般病床の整備を検討する際の判断材料の一つとして、当該病床を既存病床数に含めて、各二次医療圏における病床の整
備状況を評価することが考えられるため、必要に応じて検討すること。

「地域医療構想を踏まえた病床の整備に当たり都道府県が留意すべき事項について」
（平成29年6月23日付け医政地発0623第1号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知）抜粋
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非稼働病棟に係る議論の進め方に関する留意事項

「地域医療構想調整会議の進め方に関する留意事項について」
（平成29年11月6日付け厚生労働省医政局地域医療計画事務連絡）

病床機能報告の結果等から、病床が全て稼働していない病棟を有する医療機関が確認された場合に

は、当該医療機関に対し、地域医療構想調整会議へ出席し、次の点について説明するよう求めること。

・ 病棟を稼働していない理由

・ 当該病棟の今後の運用見通しに関する計画

その上で、当該病棟の今後の運用見通しに関し、病棟を再び稼働しようとする計画がある場合には、当

該医療機関の医療従事者の確保に係る方針、地域の他の医療機関の診療実績や将来の医療需要の動

向等を踏まえ、現在稼働している病棟の稼働率を現在以上に上げたとしてもなお追加的な病棟の再稼働

の必要性があるか否かについて地域医療構想調整会議において十分に議論すること。

特に、再稼働した場合に担う予定の病床機能が、構想区域において過剰な病床機能である場合には、

過剰な病床機能へ転換するケースと同様とみなし、より慎重に議論を進めること。
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○ 各医療機関（有床診療所を含む。）は、毎年、病棟単位で、医療機能の「現状」
と「今後の方向」を、自ら１つ選択して、都道府県に報告。
医療機能の名称 医療機能の内容

高度急性期
機能

○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能
※高度急性期機能に該当すると考えられる病棟の例
救命救急病棟、集中治療室、ハイケアユニット、新生児集中治療室、新生児治療回復室、
小児集中治療室、総合周産期集中治療室であるなど、急性期の患者に対して診療密度が特に
高い医療を提供する病棟

急性期機能 ○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能

回復期機能
○ 急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能。
○ 特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ＡＤＬの向上や在宅復
帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能（回復期リハビリテーション機能）。

慢性期機能
○ 長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能
○ 長期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の意識障害者を含む）、筋ジストロフィー患者
又は難病患者等を入院させる機能

○ 回復期機能については、「リハビリテーションを提供する機能」や「回復期リハビリテーション機能」のみではなく、リ
ハビリテーションを提供していなくても「急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療」を提供している場合には、回
復期機能を選択できる。

○ 地域包括ケア病棟については、当該病棟が主に回復期機能を提供している場合は、回復期機能を選択し、主に急性期機能
を提供している場合は急性期機能を選択するなど、個々の病棟の役割や入院患者の状態に照らして、医療機能を適切に選択
すること。

○ 特定機能病院においても、病棟の機能の選択に当たっては、一律に高度急性期機能を選択するのではなく、個々の病棟の
役割や入院患者の状態に照らして、医療機能を適切に選択すること。

病床機能報告における４医療機能について
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医療機能の選択に当たっての基本的な考え方

（ある病棟の患者構成イメージ）

病床機能報告においては、病棟が担う医療機能をいずれか１つ選択して報
告することとされているが、実際の病棟には様々な病期の患者が入院してい
ることから、下図のように当該病棟でいずれかの機能のうち最も多くの割合
の患者を報告することを基本とする。

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

各々の病棟については、

として報告することを基本とする。

「回復期機能」

「急性期機能」

「慢性期機能」

「高度急性期機能」

回復期機能の患者

高度急性期機能の患者

慢性期機能の患者

急性期機能の患者
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地域医療構想における将来推計は患者数をベースに将来の病床の必要量を出しているのに対し、病床機能報告制度では
様々な病期の患者が混在する病棟について最も適する機能１つを選択して報告する仕組みである。例えば回復期機能は、
「急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能」を指すものであり、当該機能を主
として担う病棟が報告されるものであるから、単に回復期リハビリテーション病棟入院料等を算定している病棟のみを指すも
のではない。

しかしながら、この点の理解が不十分であるために、これまでの病床機能報告では、主として「急性期を経過した患者への
在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能」を有する病棟であっても、急性期機能や慢性期機能と報告され
ている病棟が一定数存在することが想定される。

また、実際の病棟には様々な病期の患者が入院していることから、主として急性期や慢性期の機能を担うものとして回復期
機能以外の機能が報告された病棟においても、急性期を経過した患者が一定数入院し、在宅復帰に向けた医療やリハビリ
テーションが提供されていたり、在宅医療の支援のため急性期医療が提供されていたりする場合があると考えられる。また、
回復期機能が報告された病棟においても、急性期医療が行われている場合がある。

これらを踏まえると、現時点では、全国的に回復期を担う病床が大幅に不足し、必要な回復期医療を受けられない患者が
多数生じている状況ではないと考えているが、病床機能報告の集計結果と将来の病床の必要量との単純な比較から、回復
期機能を担う病床が各構想区域で大幅に不足しているように誤解させる状況が生じていると想定される。

このため、今後は、各医療機関に、各病棟の診療の実態に即した適切な医療機能を報告していただくこと、また、高齢化の
進展により、将来に向けて回復期の医療需要の増加が見込まれる地域では、地域医療構想調整会議において、地域の医療
機関の診療実績や将来の医療需要の動向について十分に分析を行った上で、機能分化・連携を進めていただくことが重要と
考えており、地域医療構想の達成に向けた取組等を進める上で、ご留意いただきたい。

地域医療構想・病床機能報告における回復期機能について

「地域医療構想・病床機能報告における回復期機能について」
（平成29年9月29日付け厚生労働省医政局地域医療計画事務連絡）抜粋
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病
床
数
・
人
員
配
置
・
機
器
等

医療機能（現在／今後の方向）
※任意で２０２５年時点の医療機能の予定

許可病床数、稼働病床数

医療法上の経過措置に該当する病床数

一般病床数、療養病床数

算定する入院基本料・特定入院料

看護師数、准看護師数、
看護補助者数、助産師数

理学療法士数、作業療法士数、言語聴覚士数、
薬剤師数、臨床工学士数

主とする診療科

DPC群

総合入院体制加算

在宅療養支援病院／診療所、在宅療養後方
支援病院の届出の有無（有の場合、医療機関
以外／医療機関での看取り数）

三次救急医療施設、二次救急医療施設、
救急告示病院の有無

高額医療機器の保有状況
（ＣT、ＭＲＩ、血管連続撮影装置、ＳＰＥＣＴ、ＰＥ
Ｔ、PETCT、PETMRI、強度変調放射線治療器、
遠隔操作式密封小線源治療装置、ガンマナイ
フ、サイバーナイフ、内視鏡手術用支援機器
（ダヴィンチ）等）

退院調整部門の設置・勤務人数

入
院
患
者
の
状
況

新規入棟患者数

在棟患者延べ数

退棟患者数

入棟前の場所別患者数

予定入院・緊急入院の患者数

退棟先の場所別患者数

退院後に在宅医療を必要とする患者数

急
性
期
後
・
在
宅

復
帰
へ
の
支
援

退院支援加算、救急・在宅等支援（療養）病床初期加算／有
床診療所一般病床初期加算

地域連携診療計画加算、退院時共同指導料

介護支援連携指導料、退院時リハビリテーション指導料、
退院前訪問指導料

全
身
管
理

中心静脈注射、呼吸心拍監視、酸素吸入

観血的動脈圧測定、ドレーン法、胸腔若しくは腹腔洗浄

人工呼吸、人工腎臓、腹膜灌流

経管栄養カテーテル交換法

疾
患
に
応
じ
た
／
早
期
か
ら
の

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

疾患別リハビリテーション料、早期リハビリテーション加算、
初期加算、摂食機能療法

リハビリテーション充実加算、
休日リハビリテーション提供体制加算

入院時訪問指導加算、
リハビリテーションを実施した患者の割合

平均リハ単位数／1患者1日当たり、１年間の総退院患者数

１年間の総退院患者数のうち、入棟時の日常生活機能評価
が１０点以上であった患者数・退棟時の日常生活機能評価が、
入院時に比較して４点以上改善していた患者数

長
期
療
養
患
者
・
重
度
の

障
害
者
等
の
受
入

療養病棟入院基本料、褥瘡評価実施加算

重度褥瘡処置、重傷皮膚潰瘍管理加算

難病等特別入院診療加算、特殊疾患入院施設管理加算

超重症児（者）入院診療加算・準超重症児（者）入院診療加
算

強度行動障害入院医療管理加算

有
床
診
療
所
の

多
様
な
機
能

往診患者述べ数、訪問診療患者述べ数、
看取り患者数（院内／在宅）

有床診療所入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料

急変時の入院件数、有床診療所の病床の役割

過去１年間の新規入院患者のうち、他の急性期医療を担う病
院の一般病棟からの受入割合

医
科
歯
科

の
連
携

歯科医師連携加算

周術期口腔機能管理後手術加算

周術期口腔機能管理料

幅
広
い
手
術

の
実
施

手術件数（臓器別）、全身麻酔の手術件数

人工心肺を用いた手術

胸腔鏡下手術件数、腹腔鏡下手術件数

が
ん
・
脳
卒
中
・
心
筋
梗
塞
等
へ
の

治
療 悪性腫瘍手術件数

病理組織標本作製、術中迅速病理組織標本作製

放射線治療件数、化学療法件数

がん患者指導管理料

抗悪性腫瘍剤局所持続注入、肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤
肝動脈内注入

超急性期脳卒中加算、脳血管内手術、経皮的冠動脈形成術

分娩件数

入院精神療法、精神科リエゾンチーム加算、認知症ケア加算、
精神疾患診療体制加算、精神疾患診断治療初回加算

重
症
患
者
へ
の
対
応

ハイリスク分娩管理加算、ハイリスク妊産婦共同管理料

救急搬送診療料、観血的肺動脈圧測定

持続緩徐式血液濾過、大動脈バルーンパンピング法、
経皮的心肺補助法、補助人工心臓・植込型補助人工心臓

頭蓋内圧持続測定

血漿交換療法、吸着式血液浄化法、血球成分除去療法

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度を満たす患者割合

救
急
医
療
の
実
施

院内トリアージ実施料

夜間休日救急搬送医学管理料

精神科疾患患者等受入加算

救急医療管理加算

在宅患者緊急入院診療加算

救命のための気管内挿管

体表面ペーシング法／食道ペーシング法

非開胸的心マッサージ、カウンターショック

心膜穿刺、食道圧迫止血チューブ挿入法

休日又は夜間に受診した患者延べ数
（うち診察後、直ちに入院となった患者延べ数）

救急車の受入件数

構造設備・人員配置等に
関する項目 具体的な医療の内容に関する項目

平成28年度病床機能報告制度における主な報告項目

ｃ
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＜様式２＞
３．幅広い手術の実施状況
４．がん・脳卒中・心筋梗塞等への治療状況
５．重症患者への対応状況
６．救急医療の実施状況
７．急性期後の支援・在宅復帰への支援の状況
８．全身管理の状況
９．疾患に応じたリハビリテーション・

早期からのリハビリテーションの実施状況
10．長期療養患者の受入状況
11．重度の障害児等の受入状況
12．医科歯科の連携状況

具体的な医療の内容に関する項目と病床機能

【具体的な医療の内容に関する項目】

高度急性期・急性期に
関連する項目

回復期に
関連する項目

慢性期に
関連する項目

○ 病床機能報告における「具体的な医療の内容に関する項目」と、病床機能との関連
性を以下のとおり整理。

23



具体的な医療の内容に関する項目の分析方法
○ ある機能を選択した病棟に対し、「その機能らしい」医療の内容に関する項目を複
数選択し、それらに全て「該当しない」病棟の機能について、地域医療構想調整会議
において確認する。

急性期機能と報告している病棟

医療の内容に関する項目Ａ

医療の内容に関する項目Ｂ

該当なし

医療の内容に関する項目Ｃ

該当なし

該当なし

急性期機能 地域医療構想調整会議で
機能について確認

急性期“らしい”
医療を実施
している病棟

【イメージ】（例 急性期）
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市内対象病院の策定状況一覧 
※平成 30年 3月 15 日時点 

新公立病院改革プラン 策定状況 

埼玉県立小児医療センター × 

さいたま市立病院 ○ 

公的医療機関等 2025 プラン 策定状況 

地域医療機能推進機構 

さいたま北部医療センター 
○ 

地域医療機能推進機構 

埼玉メディカルセンター 
○ 

さいたま赤十字病院 ○ 

社会医療法人 

さいたま市民医療センター 
× 
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埼玉県地域医療構想に係る医療提供体制分析業務委託

病床機能報告データを用いた調査分析の途中経過

みずほ情報総研株式会社

1

平成30年2月7日 一部修正

資料４

※平成30年2月7日開催「平成29年度第2回埼玉県地域医療構想推進会議」資料抜粋



分析目標

① ４機能の区分基準案の試作

② ４機能の細分化・類型化

③ 機能の過不足の分析

2

４機能それぞれに、多様な医療提供形態が含まれることを踏まえ（例：回復期
における「回リハ」と「サブアキュート」）、４機能を細分化・類型化

「４機能」よりもさらに具体的な機能像をイメージしやすくする

４つの入院医療機能（高度急性期/急性期/回復期/慢性期）について、客観
データに基づく指標を用いた区分基準案を試作

「４機能」が指すものの共通認識を持ちやすくする

主な機能について、各構想区域（二次医療圏）における過不足状況を分析

各圏域における入院医療の課題共有のための資料を提供



病院 有床診 計
293 205 498 50,372

293 223 516 50,503

A
報告様式１の報告あり
（病院については、
様式1-③病棟票）

285 179 464 1,288 48,583 46,590

B 報告様式２の報告あり
（様式2-②病棟票） 253 147 400 1,148

235 142 377 1,065 40,097 38,643
82.5% 79.3% 81.3% 82.7% 82.5% 82.9%

※有床診療所は、1診療所を1病棟としてカウント

稼働
病床数

【参考】医療施設動態調査
（2016年10月1日現在）

報告対象医療機関

Aに対する突合割合
AとBの突合結果

医療施設数 病棟数
（※）

許可
病床数

分析データ －平成28年度病床機能報告
• 平成28年度病床機能報告のうち、主に病棟単位のデータを用いて分析
• データは「報告様式１-③病棟票」と「報告様式2-②病棟票」とに分かれるため、
両者を突合してデータセットを作成

• 突合状況
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A：報告様式１-③
４機能の選択
病床数
算定入院料
病棟部門の職員数
入退棟の状況
分娩件数 など

※有床診療所は「報告様式１」

B：報告様式２-②
入院料の算定回数
手術の実施状況
がん・脳卒中・心筋梗塞等への治療状況
重症患者への対応状況
救急医療の実施状況
在宅復帰への支援状況
全身管理の状況
疾患別リハビリの実施状況 など

突合

今回のデータによる集計結果の
単純な積み上げでは、実際の病床数
よりも過少となることに注意を要する



①区分基準案と適用結果（全県）

4

病棟数(※) 許可病床数 稼働率(◆) 病棟数(※) 許可病床数 稼働率(◆)
高度急性期 229病棟 6,405床 78.9% 222病棟 6,400床 80.3% 5,528床
急性期 406病棟 16,759床 75.0% 516病棟 20,443床 71.6% 17,954床
回復期 207病棟 7,652床 68.6% 81病棟 3,447床 82.8% 16,717床
慢性期 189病棟 8,781床 89.8% 207病棟 9,178床 88.2% 14,011床

機能不明または休棟中 5病棟 129床 38.1%
稼働病床数が0の
病棟・有床診 34病棟 500床 34病棟 500床 0.0%

未突合の病棟・有床診 223病棟 8,486床 223病棟 8,486床
合計 1,288病棟 48,583床 1,288病棟 48,583床 54,210床

※…有床診療所は、1診療所を1病棟としてカウント
◆…稼働率は、[平成27年7月～28年6月の延べ在棟患者数] / （[許可病床数]×366日） により算出

地域医療構想における
2025年の必要病床数

平成28年度病床機能報告の
報告結果による区分4機能区分

今回の区分基準案による区分



①区分基準案と適用結果（全県）
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①算定入院料
により分類

②提供されている医療内容により分類
（①以外の入院料を算定する病棟に適用）

高度急性期

・救命救急入院料
・特定集中治療室(ICU)
・ハイケアユニット(HCU)
・脳卒中ケアユニット(SCU)
・小児特定集中治療室(PICU)
・総合周産期特定集中治療室
(MFICU)
・新生児特定集中治療室
  (NICU)
・新生児治療回復室(GCU)

・下記のA～Jの1つ以上を満たす病棟
 (A) 全身麻酔による手術件数 ≧ 2.0件/床・月
 (B) 悪性腫瘍手術の算定回数 ≧ 0.3回/床・月
 (C) 超急性期脳卒中加算のレセプト枚数 ＞ 0
(D) 脳血管内手術の算定回数 ＞ 0
 (E) 経皮的冠動脈形成術の算定回数 ≧ 0.2件/床・月
 (F) ハイリスク分娩加算の算定回数 ＞ 0
 (G) 救急搬送診療料の算定回数 ＞ 0
 (H) ◎に記載の救急医療の算定回数の合計 ≧ 0.15回/床・月
 (I) ☆に記載の全身管理等の算定回数の合計 ≧ 0.2回/床・月
 (J) ◆に記載の全身管理等の算定回数の合計 ≧ 5.0回/床・月

229病棟 6,405床 6,400床 322床 5,528床

急性期 ・緩和ケア病棟

・高度急性期の要件を満たさず、
下記のK～Nの1つ以上を満たす病棟
 (K) 手術件数 ≧ 0.5件/床・月
 (L) 放射線治療のレセプト枚数 ≧ 0.1枚/床・月
 (M) 化学療法の算定日数 ≧ 1.0日/床・月
 (N) 救急医療管理加算１・２の算定回数 ≧ 1.0回/床・月

406病棟 16,759床 20,443床 3,541床 17,954床

回復期 ・回復期リハビリテーション病棟 ・急性期・高度急性期の要件を満たさない病棟 207病棟 7,652床 3,447床 908床 16,717床

慢性期

・障害者施設等入院基本料
・特殊疾患病棟
・医療療養病棟
・介護療養病棟
・一般診療所の療養病床

189病棟 8,781床 9,178床 3,242床 14,011床

報告機能が不
明または休棟中 129床 72床

稼働病床数が0
の病棟 34病棟 500床 500床 401床

合計 1,065病棟 40,097床 40,097床 8,486床 54,210床
◎の内容：

◆の内容：

突合できて
いない病床数

【備考】 ②の(A)～(N)の基準に用いている「回/床・月」「件/床・月」「枚/床・月」は、平成28年6月診療分の「稼働病床数1床当たり算定回数・実施件数・レセプト枚数」を示している。

４機能
４機能の区分基準（案） 該当する病棟の数

・許可病床数
（①＋②）

病床機能報告により
報告された許可病床
数（突合可能分）

地域医療構想にお
ける必要病床数
(2025年)

☆の内容：
観血的動脈圧測定、ドレーン法、胸腔穿刺、5時間超の人工呼吸

救命のための気管内挿管、体表面ペーシング法・食道ペーシング法、非開胸的心マッサージ、カウンターショック、心膜穿刺、食道圧迫止血チューブ挿入法
観血的肺動脈圧測定、持続緩徐式血液ろ過、大動脈バルーンパンピング法、経皮的心肺補助法、補助人工心臓・植え込み型補助人工心臓、
4時間超の頭蓋内圧持続測定、人工心肺、血漿交換療法、吸着式血液浄化法



４機能と算定入院料の対応関係
• ４つの医療機能は、算定入院料と関連づけてられているが、複数の機能にま
たがることが想定された入院料もある

特定の機能を有する
病棟

特定の機能を有さない
病棟

6

出典：「第5回地域医療構想に関するWG」
資料2「病床機能報告における医療機能の
選択の考え方について」



４機能と算定入院料の対応関係

• WGで言及されていない入院料を含めて再整理

・救命救急 ・MFICU, NICU, GCU
・ICU, SCU, HCU ・PICU

・一般病棟7:1等 ・小児入院医療管理料
管理料1~3…看護配置7:1
管理料4……看護配置10:1
管理料5……看護配置15:1

・一般病棟10:1等
・一般病棟13:1,15:1等

・回復期リハ病棟

・医療療養病棟（20:1） ・障害者施設等入院基本料

・有床診の医療療養病床 ・特殊疾患病棟入院料

・地域包括ケア病棟等 ・有床診の一般病床

・医療療養病棟（25:1）
・介護療養病床

高度急性期

急性期

回
復
期

サブアキュート
ポストアキュート

回復期リハ

慢性期

（将来的に入院医療
施設以外に移行）

・緩和ケア病棟どこに位置付ける？

7



４機能と算定入院料の対応関係
• 平成28年病床機能報告における県内医療機関の報告状況

8

うち
高度急性期

うち
急性期

うち
回復期

うち
慢性期

うち無回答・
廃止予定等

救命救急入院料 16 246床 218床 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ICU/HCU/SCU/PICU 60 457床 448床 98.7% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0%
MFICU/NICU/GCU 15 255床 247床 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
一般病棟7:1 342 15,250床 15,069床 27.6% 72.1% 0.0% 0.2% 0.0%
特定機能病院一般病棟7:1 17 645床 645床 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
専門病院一般病棟7:1 11 443床 443床 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
一般病棟10:1(特定機能/専門病院含む) 106 4,828床 4,619床 0.6% 95.5% 0.8% 1.5% 1.6%
一般病棟13:1(専門病院含む) 17 906床 866床 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
一般病棟15:1 45 2,061床 1,845床 0.0% 81.0% 9.2% 9.9% 0.0%
小児入院医療管理料 18 646床 602床 19.3% 74.1% 6.6% 0.0% 0.0%
地域包括ケア病棟等 12 518床 506床 0.0% 53.6% 46.4% 0.0% 0.0%
回復期リハビリテーション病棟 57 2,624床 2,614床 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
障害者施設等 33 1,554床 1,538床 0.0% 0.0% 5.2% 94.8% 0.0%
特殊疾患病棟等 11 473床 473床 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
療養病棟20:1 107 4,911床 4,891床 0.0% 0.0% 2.3% 97.7% 0.0%
療養病棟25:1 27 1,361床 1,312床 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
緩和ケア病棟 8 139床 139床 0.0% 51.8% 0.0% 48.2% 0.0%
介護療養病棟 9 444床 444床 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
その他の病院の病棟 5 197床 196床 0.0% 91.8% 0.0% 8.2% 0.0%
有床診療所の一般病床 105 1,510床 1,403床 3.6% 74.5% 8.6% 10.9% 2.4%
有床診療所の医療療養病床 2 38床 34床 0.0% 44.1% 0.0% 55.9% 0.0%
有床診療所の介護療養病床 0 0床 0床 ― ― ― ― ―
入院料の届出なし・不明 8 91床 91床 0.0% 84.6% 15.4% 0.0% 0.0%
合計 1,031 39,597床 38,643床 16.4% 51.1% 8.9% 23.3% 0.3%
※…有床診療所は、1診療所を1病棟としてカウント

稼働病床数入院料の種類
稼働病床の
ある病棟数
（※）

表 入院料の種類別 「平成28年7月1日時点の機能」の選択状況

許可病床数



①４機能の区分基準案の試作
A) 高度急性期と急性期との区分
○「地域医療構想に関するWG」において、高度急性期の例として明示されて
いる入院料（救命救急、ICU、HCU、NICU、GCU、PICU、MFICU）の病床
数は少ない
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うち
救命救急
入院料

うち
ICU/HCU/S
CU/PICU

うち
MFICU/
NICU/GCU

南部 609床 72床 8床 52床 12床 1,957床 78床
南西部 425床 44床 0床 40床 4床 1,236床 67床
東部 831床 66床 10床 51床 5床 2,663床 203床
さいたま 1,039床 173床 56床 63床 54床 2,873床 81床
県央 344床 64床 0床 64床 0床 1,435床 18床

川越比企 802床 292床 68床 44床 180床 2,460床 88床
西部 694床 127床 54床 73床 0床 1,315床 28床
利根 426床 38床 0床 38床 0床 1,452床 40床
北部 327床 82床 50床 32床 0床 847床 43床
秩父 31床 0床 0床 0床 0床 100床 0床
県全体 5,528床 958床 246床 457床 255床 16,338床 646床

※特定機能病院および専門病院の一般病棟7:1を含む。
注：様式1・2の突合ができなかった病棟、および稼働病床数が0である病棟は、集計対象に含まない。
ICU＝特定集中治療室 HCU＝ハイケアユニット SCU＝脳卒中ケアユニット PICU＝小児特定集中治療室
MFICU＝総合周産期特定集中治療室 NICU＝新生児特定集中治療室 GCU＝新生児治療回復室

表 救命救急・ICU等と地域医療構想上の高度急性期との病床数の比較

二次医療圏

地域医療構想
における
2025年の
必要病床数

病床機能報告による許可病床数

救命救急
・ICU等

【参考】
一般病棟
7:1（※）

【参考】
小児入院医
療管理料



①４機能の区分基準案の試作

A) 高度急性期と急性期との区分
○他の入院料を算定する病棟にも、救命救急・ICU等に類する
機能を持つものがあると考えられる
（主に、一般病棟７：１や小児入院医療管理料）
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（１）救命救急・ICU等が、他の入院料の病棟と比べた際に、
どのような医療提供に特化しているかを把握

（２）救命救急・ICU等が特化している医療提供内容について、
「救命救急・ICU等の大半が満たす」程度の基準値を設定

（３）（２）を他の入院料に適用し、どの程度の病棟・病床が基
準を満たすかを把握



A) 高度急性期と急性期との区分
○救命救急やICU等において、特に多く提供されている医療

→これらの医療内容に関する稼働病床数当たりの算定回数等を指標に用い、基
準値を設定する。

○なお、周産期・新生児に係る集中治療室等（MFICU, NICU, GCU）は、救命救
急入院料やICU, HCU, SCU, PICUとは提供されている医療内容が大きく異
なる（手術や救急医療に係る医療提供が少ない）。

【手術】全身麻酔下の手術
【がん】悪性腫瘍手術
【脳卒中】超急性期のt-PA投与、脳血管内手術
【心血管疾患】経皮的冠動脈形成術、心大血管リハビリテーション
【周産期】ハイリスク分娩
【救急】救急搬送中の診療、夜間・休日の救急搬送 など
【重症患者への対応】観血的肺動脈圧測定、人工心肺 など
【全身管理】ドレーン法、５時間超の人工呼吸 など

どのような医療提供内容に着目するか

11

MFICU＝総合周産期特定集中治療室 NICU＝新生児特定集中治療室 GCU＝新生児治療回復室
ICU＝特定集中治療室 HCU＝ハイケアユニット SCU＝脳卒中ケアユニット PICU＝小児特定集中治療室
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種別 内容 数量 救命救急入
院料

ICU,HCU,
SCU,
PICU

MFICU,
NICU,
GCU

一般病棟
7:1

特定機能病
院一般病棟
7:1

専門病院一
般病棟7:1

小児入院医
療管理料

非表示の入
院料を含む
全病棟

手術 算定回数 2.477 4.400 0.360 1.067 1.271 0.445 0.691 0.672
全身麻酔の手術 算定回数 0.945 3.105 0.093 0.467 0.456 0.194 0.487 0.275
悪性腫瘍手術 算定回数 0.032 0.563 0.004 0.087 0.042 0.167 0.000 0.047
超急性期脳卒中加算 レセプト件数 0.037 0.063 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
脳血管内手術 算定回数 0.041 0.094 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.002
経皮的冠動脈形成術 算定回数 0.174 0.440 0.000 0.042 0.000 0.000 0.000 0.026
ハイリスク分娩管理加算 算定回数 0.037 0.002 0.117 0.044 0.172 0.000 0.000 0.025
救急搬送診療料 算定回数 0.202 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001
観血的肺動脈圧測定 算定回数 0.170 0.384 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.007
持続緩徐式血液ろ過 算定回数 0.445 0.734 0.000 0.003 0.003 0.000 0.000 0.012
大動脈バルーンパンピング法 算定回数 0.193 0.326 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.006
経皮的心肺補助法 算定回数 0.234 0.136 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.003
補助人工心臓・植え込み型補助人
工心臓 算定回数 0.000 0.042 0.000 0.006 0.000 0.000 0.000 0.003

人工心肺 算定回数 0.032 0.297 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.004
血漿交換療法 算定回数 0.000 0.031 0.000 0.004 0.005 0.000 0.000 0.002
吸着式血液浄化法 算定回数 0.028 0.025 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001
夜間休日救急搬送医学管理料 算定回数 0.005 0.511 0.020 0.059 0.017 0.000 0.056 0.040
救命のための気管内挿管 算定回数 0.743 0.252 0.053 0.010 0.000 0.000 0.002 0.014
体表面ペーシング法または食道ペー
シング法 算定回数 0.032 0.007 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

非開胸的心マッサージ 算定回数 0.706 0.174 0.004 0.011 0.003 0.000 0.000 0.014
カウンターショック 算定回数 0.101 0.067 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.004
心膜穿刺 算定回数 0.009 0.020 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001
食道圧迫止血チューブ挿入法 算定回数 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
観血的動脈圧測定 算定回数 3.271 2.415 0.065 0.075 0.000 0.223 0.000 0.085
ドレーン法 算定回数 3.060 3.536 0.980 1.432 0.870 1.553 0.113 0.848
人工呼吸（5時間超） 算定回数 4.284 3.821 3.826 0.206 0.135 0.000 0.693 0.453

リハビリ 心大血管リハビリテーション料 算定回数 0.734 3.938 0.000 1.210 0.000 0.000 0.000 0.625
注：平成28年6月診療分かつ平成28年7月審査分。

全身管理

表 救命救急・ICU等で多く提供されている医療（稼働病床1床当たりの算定回数・レセプト件数）

手術

がん・脳卒中・
心筋梗塞等
への対応

重症患者への
対応

救急医療



区分基準（案）
A) 高度急性期と急性期との区分
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視点 救命救急入
院料

ICU,HCU,
SCU,
PICU

MFICU,
NICU,
GCU

一般病棟
7:1

特定機能病
院一般病棟
7:1

専門病院一
般病棟7:1

小児入院医
療管理料

高度な手術の実施 A 全身麻酔による手術件数 ≧ 2.0 25.0% 41.7% 0.0% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0%
がん診療の実施 B 悪性腫瘍手術の算定回数 ≧ 0.3 6.3% 28.3% 0.0% 8.2% 0.0% 18.2% 0.0%

C 超急性期脳卒中加算のレセプト件数 > 0 12.5% 26.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
D 脳血管内手術の算定回数 > 0 18.8% 21.7% 0.0% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0%
E 経皮的冠動脈形成術の算定回数 ≧ 0.2 31.3% 35.0% 0.0% 7.6% 0.0% 0.0% 0.0%

ハイリスク分娩への
対応 F ハイリスク分娩管理加算の算定回数 > 0 6.3% 1.7% 20.0% 5.0% 11.1% 0.0% 0.0%

G 救急搬送診療料の算定回数 > 0 37.5% 0.0% 0.0% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0%

H

下記の算定回数の合計
＜救命のための気管内挿管,体表面ペー
シング法・食道ペーシング法,非開胸的心
マッサージ,カウンターショック,心膜穿刺,食
道圧迫止血チューブ挿入法＞

≧ 0.15 93.8% 61.7% 13.3% 4.4% 5.6% 0.0% 0.0%

I

下記の算定回数の合計
＜観血的肺動脈圧測定, 持続緩徐式血
液ろ過, 大動脈バルーンパンピング法, 経
皮的心肺補助法, 補助人工心臓・植え
込み型補助人工心臓, 頭蓋内圧持続測
定（3時間超）, 人工心肺, 血漿交換
療法, 吸着式血液浄化法＞

≧ 0.2 43.8% 48.3% 0.0% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0%

J
下記の算定回数の合計
＜観血的動脈圧測定, ドレーン法, 胸腔
穿刺,5時間超の人工呼吸＞

≧ 5.0 87.5% 56.7% 26.7% 8.2% 5.6% 0.0% 5.6%

案：A～Jの要件のいずれか１つ以上を満たす病棟を、高度急性期の病棟と見なす。但し、①～③の入院料についてはこの限りでない。
①救命救急入院料,ICU,HCU,SCU,PICU,MFICU,NICU,GCU ……A～Jによらず、一律に高度急性期とする
②回復期リハビリテーション病棟 ……A～Jによらず、一律に回復期とする
③障害者施設等入院基本料、特殊疾患病棟、療養病床 ……A～Jによらず、一律に慢性期とする

表 高度急性期の要件（案）とそれを満たす病棟割合

脳卒中・心血管疾
患の急性期対応

高度な救急医療の
実施

高度な全身管理・
モニタリング等の実
施

設定要件
（稼働病床１床当たり）

高度急性
期とする基
準値



区分基準案と適用結果（高度急性期）
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病棟数 許可病床数 病棟数 許可病床数 病棟数 許可病床数 病棟数 許可病床数 病棟数 許可病床数 病棟数 許可病床数
高度な手術
の実施 A 全身麻酔による手術件数 ≧ 2.0 29病棟 271床 0病棟 0床 6病棟 235床 0病棟 0床 0病棟 0床 4病棟 23床

がん診療の実
施 B 悪性腫瘍手術の算定回数 ≧ 0.3 18病棟 164床 0病棟 0床 30病棟 1,335床 0病棟 0床 0病棟 0床 0病棟 0床

C 超急性期脳卒中加算のレセプト件数 > 0 18病棟 161床 0病棟 0床 0病棟 0床 0病棟 0床 0病棟 0床 0病棟 0床

D 脳血管内手術の算定回数 > 0 16病棟 152床 0病棟 0床 6病棟 284床 1病棟 51床 0病棟 0床 0病棟 0床
E 経皮的冠動脈形成術の算定回数 ≧ 0.2 26病棟 242床 0病棟 0床 26病棟 1,084床 5病棟 180床 0病棟 0床 1病棟 19床

ハイリスク分娩
への対応 F ハイリスク分娩管理加算の算定回数 > 0 3病棟 44床 3病棟 36床 19病棟 658床 4病棟 202床 0病棟 0床 1病棟 60床

G 救急搬送診療料の算定回数 > 0 6病棟 104床 0病棟 0床 6病棟 243床 0病棟 0床 0病棟 0床 0病棟 0床

H

下記の算定回数の合計
＜救命のための気管内挿管,体表面
ペーシング法・食道ペーシング法,非開胸
的心マッサージ,カウンターショック,心膜穿
刺,食道圧迫止血チューブ挿入法＞

≧ 0.15 52病棟 509床 2病棟 21床 16病棟 530床 5病棟 225床 0病棟 0床 5病棟 126床

I

下記の算定回数の合計
＜観血的肺動脈圧測定, 持続緩徐式
血液ろ過, 大動脈バルーンパンピング法,
経皮的心肺補助法, 補助人工心臓・
植え込み型補助人工心臓, 3時間超
の頭蓋内圧持続測定, 人工心肺, 血
漿交換療法, 吸着式血液浄化法＞

≧ 0.2 36病棟 322床 0病棟 0床 6病棟 181床 1病棟 41床 0病棟 0床 0病棟 0床

J
下記の算定回数の合計
＜観血的動脈圧測定, ドレーン法, 胸
腔穿刺,5時間超の人工呼吸＞

≧ 5.0 48病棟 448床 4病棟 99床 29病棟 1,180床 2病棟 41床 1病棟 28床 1病棟 39床

71病棟 678床 7病棟 135床 110病棟 4,517床 15病棟 635床 1病棟 28床 12病棟 267床
76病棟 703床 15病棟 255床 370病棟 16,338床 106病棟 4,828床 18病棟 646床 192病棟 5,283床

※回復期リハビリテーション病棟、障害者施設等、特殊疾患病棟、医療療養病床、介護療養病床、緩和ケア病棟を除く。
…入院料によって高度急性期と判断される病床＝91病棟、許可病床958床
…上記の病床に類する機能を持つ病床＝138病棟、許可病床5,447床

表 高度急性期の要件（案）を満たす病棟数・病床数
一般病棟7:1
（特定機能病院・
専門病院含む）

一般病棟10:1
（特定機能病院・
専門病院含む）

小児入院医療管理料視点 設定要件
（稼働病床1床当たり）

高度急性
期とする基
準値

MFICU,
NICU,
GCU

その他の入院料（※）

A～Jのいずれかを満たす病棟
全病棟

脳卒中・心血
管疾患の急
性期対応

高度な救急
医療の実施

高度な全身
管理・モニタリ
ング等の実施

救命救急入院
料,ICU,HCU,SCU,P

ICU



適用結果（高度急性期）
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病棟数(※) 許可病床数 稼働率(◆) 病棟数(※) 許可病床数 稼働率(◆) 病棟数(※) 許可病床数 稼働率(◆)
南部 9病棟 72床 67.8% 19病棟 775床 79.1% 28病棟 847床 78.2% 609床
南西部 9病棟 44床 59.5% 14病棟 539床 81.8% 23病棟 583床 80.1% 425床
東部 9病棟 66床 69.1% 14病棟 548床 73.7% 23病棟 614床 73.2% 831床
さいたま 19病棟 173床 71.8% 26病棟 1,047床 82.4% 45病棟 1,220床 80.9% 1,039床
県央 6病棟 64床 54.3% 8病棟 294床 83.8% 14病棟 358床 78.5% 344床

川越比企 16病棟 292床 57.2% 20病棟 712床 91.6% 36病棟 1,004床 81.6% 802床
西部 14病棟 127床 80.9% 17病棟 674床 81.7% 31病棟 801床 81.6% 694床
利根 4病棟 38床 59.8% 11病棟 462床 78.2% 15病棟 500床 76.8% 426床
北部 5病棟 82床 42.1% 8病棟 344床 77.1% 13病棟 426床 70.3% 327床
秩父 0病棟 0床 ー 1病棟 52床 96.4% 1病棟 52床 96.4% 31床
県全体 91病棟 958床 63.3% 138病棟 5,447床 81.6% 229病棟 6,405床 78.9% 5,528床

※…有床診療所は、1診療所を1病棟としてカウント
◆…稼働率は、[平成27年7月～28年6月の延べ在棟患者数] / （[許可病床数]×366日） により算出
注：集計対象は、病床機能報告の「報告様式１-③病棟票」と「報告様式2-②病棟票」とが病棟単位で突合できたものに限られるため、実際の病床数はより多い可能性がある。

二次医療圏
①

救命救急・ICU等

②
①以外で高度急性期の
要件を満たす病棟の病床

地域医療構想
における
2025年の
必要病床数

病床機能報告から算出

高度急性期 計

表 今回区分案に基づく高度急性期の病棟数・病床数



①４機能の区分基準案の試作

B) 急性期と回復期との区分
○国の「地域医療構想に関するWG」では、平成30 年度病床機能報告に向
けた定量的な基準の導入についての検討の中で、入院してからの在院期
間に着目することを提案

○奈良県は、病床機能報告における急性期病棟を、手術及び救急入院の多
さに応じて「重症急性期」と「軽症急性期」とに分け、軽症急性期＋回復期
の病床と、地域医療構想における回復期の必要病床数とを比較することを
検討

○国の「地域医療構想に関するWG」における資料では、一般病棟７：１につ
いて、高度急性期または急性期としての報告を想定

16

（１）まずは、病棟単位で把握可能な医療提供内容に着目

（２）一般病棟７：１が特化している医療提供内容について、「一般病棟７：１
の大半が満たす」程度の基準値を設定

（３） （２）を他の一般病棟や小児入院医療管理料、地域包括ケア病棟等
に適用し、何割程度の病棟が基準を満たすかを把握



どのような医療提供内容に着目するか
B) 急性期と回復期との区分
○一般病棟７：１において多く提供されている医療

→これらの医療内容に関する稼働病床数当たりの算定回数等を
指標に用い、基準値を設定する。

17

【手術】手術
【がん】放射線治療、化学療法
【周産期】ハイリスク分娩
【救急】救急搬送
【全身管理】腹膜潅流
【リハビリテーション】呼吸器リハビリ、がん患者リハビリ
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種別 内容 数量 救命救急入
院料

ICU/HCU/S
CU/PICU

MFICU/NIC
U/GCU

一般病棟
7:1

特定機能病
院一般病棟
7:1

専門病院一
般病棟7:1

手術 手術 算定回数 2.477 4.400 0.360 1.067 1.271 0.445
放射線治療 レセプト件数 0.000 0.009 0.000 0.026 0.029 0.205

化学療法 日数 0.005 0.045 0.000 0.454 0.715 1.460
ハイリスク分娩管理加算 算定回数 0.037 0.002 0.117 0.044 0.172 0.000
血球成分除去療法 算定回数 0.000 0.000 0.000 0.003 0.006 0.000

救急医療 救急医療管理加算１・２ 算定回数 1.945 0.821 0.020 2.964 0.972 0.000
全身管理 腹膜潅流 算定回数 0.000 0.000 0.000 0.016 0.084 0.000

呼吸器リハビリテーション料 算定回数 0.349 1.201 0.049 1.405 2.006 0.217
がん患者リハビリテーション料 算定回数 0.018 0.261 0.000 0.888 0.898 0.000

種別 内容 数量

一般病棟
10:1(特定機
能/専門病院
含む)

一般病棟
13:1(専門病
院含む)

一般病棟
15:1

小児入院医
療管理料

地域包括ケア
病棟等

有床診療所
の一般病床

無表示の入
院料を含む全
病棟

手術 手術 算定回数 0.574 0.329 0.476 0.691 0.182 1.167 0.672
放射線治療 レセプト件数 0.007 0.000 0.000 0.000 0.004 0.000 0.014

化学療法 日数 0.130 0.018 0.062 0.050 0.030 0.056 0.233
ハイリスク分娩管理加算 算定回数 0.027 0.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.025
血球成分除去療法 算定回数 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001

救急医療 救急医療管理加算１・２ 算定回数 2.119 1.020 0.398 0.618 0.601 0.277 1.515
全身管理 腹膜潅流 算定回数 0.031 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.012

呼吸器リハビリテーション料 算定回数 0.855 0.575 0.407 0.264 0.494 0.341 0.866
がん患者リハビリテーション料 算定回数 0.349 0.000 0.114 0.000 0.429 0.000 0.462

重症患者への
対応

リハビリテーション

表 一般病棟７：１で多く提供されている医療（稼働病床1床当たりの算定回数・レセプト件数・日数）

がん・脳卒中・
心筋梗塞等へ
の対応

重症患者への
対応

リハビリテーション

がん・脳卒中・
心筋梗塞等へ
の対応



区分基準（案）
B) 急性期と回復期との区分

○がんの放射線治療・化学療法を多く行う病棟を急性期とすることに付随して、
上記の他に緩和ケア病棟も、急性期に区分することが考えられる。
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視点 一般病棟
7:1

特定機能病
院一般病棟
7:1

専門病院一
般病棟7:1

一般病棟
10:1(特定
機能/専門
病院含む)

手術の実施 A 手術件数 ≧ 0.5 73.2% 55.6% 36.4% 43.0%
B 放射線治療のレセプト件数 ≧ 0.1 7.3% 16.7% 72.7% 1.9%
C 化学療法の算定日数 ≧ 1.0 14.0% 33.3% 63.6% 0.9%

救急医療の実施 D 救急医療管理加算１・２の算定回数 ≧ 1.0 75.8% 38.9% 0.0% 58.9%

視点
一般病棟
13:1(専門
病院含む)

一般病棟
15:1

小児入院医
療管理料

地域包括ケ
ア病棟等

有床診療所
の一般病床

手術の実施 A 手術件数 ≧ 0.5 17.6% 23.9% 55.6% 8.3% 43.1%
B 放射線治療のレセプト件数 ≧ 0.1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
C 化学療法の算定日数 ≧ 1.0 0.0% 2.2% 0.0% 0.0% 1.7%

救急医療の実施 D 救急医療管理加算１・２の算定回数 ≧ 1.0 29.4% 13.0% 5.6% 16.7% 3.4%
案：高度急性期に該当する病棟以外の病棟のうち、A～Dの要件のいずれか１つ以上を満たす病棟を、急性期の病棟と見なす。
但し、①～②の入院料についてはこの限りでない。
①回復期リハビリテーション病棟 ……A～Dによらず、一律に回復期とする
②障害者施設等入院基本料、特殊疾患病棟、療養病床 ……A～Dによらず、一律に慢性期とする

がん診療の実施

設定要件
（稼働病床１床当たり）

がん診療の実施

表 急性期の要件（案）とそれを満たす病棟割合
急性期とす
る基準値

急性期とす
る基準値

設定要件
（稼働病床１床当たり）



区分基準案と適用結果（急性期）
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病棟数 許可病床数 病棟数 許可病床数 病棟数 許可病床数 病棟数 許可病床数
手術の実施 A 手術件数 ≧ 0.5 164病棟 7,612床 34病棟 1,585床 13病棟 681床 9病棟 308床

B 放射線治療のレセプト件数 ≧ 0.1 28病棟 1,251床 1病棟 50床 0病棟 0床 0病棟 0床
C 化学療法の算定日数 ≧ 1.0 46病棟 2,015床 1病棟 45床 1病棟 29床 0病棟 0床

救急医療の
実施 D 救急医療管理加算１・２の算定回数 ≧ 1.0 181病棟 8,300床 54病棟 2,521床 10病棟 530床 1病棟 42床

243病棟 11,110床 67病棟 3,150床 23病棟 1,168床 9病棟 308床
260病棟 11,821床 91病棟 4,193床 59病棟 2,818床 17病棟 618床

病棟数 許可病床数 施設数 許可病床数 病棟数 許可病床数 病棟数 許可病床数
手術の実施 A 手術件数 ≧ 0.5 1病棟 51床 45施設 616床 6病棟 110床

B 放射線治療のレセプト件数 ≧ 0.1 0病棟 0床 0施設 0床 0病棟 0床
C 化学療法の算定日数 ≧ 1.0 0病棟 0床 1施設 19床 0病棟 0床

救急医療の
実施 D 救急医療管理加算１・２の算定回数 ≧ 1.0 2病棟 101床 3施設 57床 0病棟 0床

2病棟 101床 48施設 673床 6病棟 110床
12病棟 518床 98施設 1,398床 11病棟 282床 8病棟 139床

※回復期リハビリテーション病棟、障害者施設等、特殊疾患病棟、医療療養病床、介護療養病床および高度急性期に分類された病床を除く。
…緩和ケア病棟＝8病棟、許可病床139床
…上記以外で急性期に分類される病床＝398病棟、許可病床16,620床

全病棟

がん診療の実
施

一般病棟7:1
（特定機能病院・専
門病院含む）

A～Dのいずれかを満たす病棟

急性期とす
る基準値

設定要件
（稼働病床１床当たり）視点

有床診療所の
一般病床

一般病棟10:1
（特定機能病院・専
門病院含む）

一般病棟13/15:1
（専門病院含む） 小児入院医療管理料

全病棟

表 急性期の要件（案）を満たす病棟数・病床数

がん診療の実
施

A～Dのいずれかを満たす病棟

その他の入院料
（※） 緩和ケア病棟視点 設定要件

（稼働病床１床当たり）
急性期とす
る基準値

地域包括ケア病棟



区分基準案と適用結果（急性期）
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病棟数(※) 許可病床数 稼働率(◆) 病棟数(※) 許可病床数 稼働率(◆) 病棟数(※) 許可病床数 稼働率(◆)
南部 2病棟 42床 66.5% 41病棟 1,847床 77.1% 43病棟 1,889床 76.9% 1,922床
南西部 0病棟 0床 － 31病棟 1,240床 63.7% 31病棟 1,240床 63.7% 1,685床
東部 1病棟 14床 67.5% 60病棟 2,503床 74.6% 61病棟 2,517床 74.6% 2,783床
さいたま 1病棟 22床 62.8% 64病棟 2,524床 78.7% 65病棟 2,546床 78.5% 2,770床
県央 1病棟 15床 82.6% 36病棟 1,361床 81.6% 37病棟 1,376床 81.6% 1,273床
川越比企 1病棟 20床 76.9% 51病棟 2,238床 73.9% 52病棟 2,258床 74.0% 2,260床
西部 1病棟 8床 94.9% 45病棟 1,974床 77.2% 46病棟 1,982床 77.3% 2,249床
利根 1病棟 18床 39.5% 35病棟 1,586床 71.3% 36病棟 1,604床 70.9% 1,580床
北部 0病棟 0床 － 29病棟 1,121床 72.4% 29病棟 1,121床 72.4% 1,258床
秩父 0病棟 0床 － 6病棟 226床 80.3% 6病棟 226床 80.3% 174床
県全体 8病棟 139床 67.4% 398病棟 16,620床 75.1% 406病棟 16,759床 75.0% 17,954床

※…有床診療所は、1診療所を1病棟としてカウント
◆…稼働率は、[平成27年7月～28年6月の延べ在棟患者数] / （[許可病床数]×366日） により算出
注：集計対象は、病床機能報告の「報告様式１-③病棟票」と「報告様式2-②病棟票」とが病棟単位で突合できたものに限られるため、実際の病床数はより多い可能性がある。

表 今回区分案に基づく急性期の病棟数・病床数

二次医療圏

病床機能報告から算出
地域医療構想
における
2025年の
必要病床数

①

緩和ケア病棟

②
①以外で急性期の

要件を満たす病棟の病床
急性期 計



①４機能の区分基準案の試作

C) 回復期と慢性期との区分
○病床機能報告で示されている「療養病床」「障害者施設等入院基本
料」「特殊疾患病棟等」を、慢性期とする

○高度急性期・急性期・慢性期のいずれにも含まれない病棟を、回復
期とする

こととしてはどうか。
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区分基準案と適用結果（回復期）
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病棟数(※) 許可病床数 稼働率(◆) 病棟数(※) 許可病床数 稼働率(◆) 病棟数(※) 許可病床数 稼働率(◆)
南部 6病棟 262床 94.4% 15病棟 453床 69.3% 21病棟 715床 78.5% 1,623床
南西部 5病棟 198床 74.0% 7病棟 238床 50.6% 12病棟 436床 61.2% 1,356床
東部 11病棟 503床 94.9% 26病棟 813床 69.7% 37病棟 1,316床 79.3% 2,734床
さいたま 4病棟 206床 85.6% 12病棟 447床 62.9% 16病棟 653床 70.1% 2,301床
県央 5病棟 207床 86.1% 8病棟 228床 50.2% 13病棟 435床 67.3% 1,120床
川越比企 9病棟 447床 89.2% 19病棟 699床 61.9% 28病棟 1,146床 72.5% 2,518床
西部 8病棟 376床 90.3% 26病棟 818床 59.1% 34病棟 1,194床 68.9% 2,370床
利根 6病棟 287床 64.0% 13病棟 406床 48.4% 19病棟 693床 54.8% 1,448床
北部 2病棟 98床 93.1% 19病棟 795床 47.1% 21病棟 893床 52.1% 1,066床
秩父 1病棟 40床 83.6% 5病棟 131床 74.6% 6病棟 171床 76.7% 181床
県全体 57病棟 2,624床 86.6% 150病棟 5,028床 59.3% 207病棟 7,652床 68.6% 16,717床

※…有床診療所は、1診療所を1病棟としてカウント
◆…稼働率は、[平成27年7月～28年6月の延べ在棟患者数] / （[許可病床数]×366日） により算出
注：集計対象は、病床機能報告の「報告様式１-③病棟票」と「報告様式2-②病棟票」とが病棟単位で突合できたものに限られるため、実際の病床数はより多い可能性がある。

表 今回区分案に基づく回復期の病棟数・病床数

二次医療圏

病床機能報告から算出
地域医療構想
における
2025年の
必要病床数

①

回復期リハビリテーション病棟

②
①以外で回復期の

要件を満たす病棟の病床
回復期 計



区分基準案と適用結果（慢性期）

24

病棟数(※) 許可病床数 稼働率(◆) 病棟数(※) 許可病床数 稼働率(◆) 病棟数(※) 許可病床数 稼働率(◆)
南部 1病棟 42床 85.2% 11病棟 497床 89.1% 12病棟 539床 88.8% 871床
南西部 7病棟 308床 91.5% 8病棟 347床 92.6% 15病棟 655床 92.1% 1,311床
東部 13病棟 594床 90.4% 16病棟 707床 87.2% 29病棟 1,301床 88.7% 2,587床
さいたま 4病棟 192床 93.0% 10病棟 451床 87.9% 14病棟 643床 89.4% 1,554床
県央 2病棟 82床 74.6% 12病棟 539床 89.8% 14病棟 621床 87.8% 797床
川越比企 5病棟 204床 87.9% 31病棟 1,478床 92.5% 36病棟 1,682床 91.9% 2,072床
西部 6病棟 300床 90.0% 29病棟 1,458床 88.3% 35病棟 1,758床 88.6% 2,638床
利根 3病棟 166床 88.8% 9病棟 395床 87.8% 12病棟 561床 88.1% 1,176床
北部 2病棟 79床 88.3% 15病棟 687床 93.3% 17病棟 766床 92.8% 791床
秩父 1病棟 60床 88.4% 4病棟 195床 88.5% 5病棟 255床 88.5% 214床
県全体 44病棟 2,027床 89.5% 145病棟 6,754床 90.0% 189病棟 8,781床 89.8% 14,011床

※…有床診療所は、1診療所を1病棟としてカウント
◆…稼働率は、[平成27年7月～28年6月の延べ在棟患者数] / （[許可病床数]×366日） により算出
注：集計対象は、病床機能報告の「報告様式１-③病棟票」と「報告様式2-②病棟票」とが病棟単位で突合できたものに限られるため、実際の病床数はより多い可能性がある。

表 今回区分案に基づく慢性期の病棟数・病床数

二次医療圏

病床機能報告から算出
地域医療構想
における
2025年の
必要病床数

障害者施設等・
特殊疾患病棟

医療療養病床・
介護療養病床

慢性期 計



区分基準案と適用結果（全県、再掲）
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①算定入院料
により分類

②提供されている医療内容により分類
（①以外の入院料を算定する病棟に適用）

高度急性期

・救命救急入院料
・特定集中治療室(ICU)
・ハイケアユニット(HCU)
・脳卒中ケアユニット(SCU)
・小児特定集中治療室(PICU)
・総合周産期特定集中治療室
(MFICU)
・新生児特定集中治療室
  (NICU)
・新生児治療回復室(GCU)

・下記のA～Jの1つ以上を満たす病棟
 (A) 全身麻酔による手術件数 ≧ 2.0件/床・月
 (B) 悪性腫瘍手術の算定回数 ≧ 0.3回/床・月
 (C) 超急性期脳卒中加算のレセプト枚数 ＞ 0
(D) 脳血管内手術の算定回数 ＞ 0
 (E) 経皮的冠動脈形成術の算定回数 ≧ 0.2件/床・月
 (F) ハイリスク分娩加算の算定回数 ＞ 0
 (G) 救急搬送診療料の算定回数 ＞ 0
 (H) ◎に記載の救急医療の算定回数の合計 ≧ 0.15回/床・月
 (I) ☆に記載の全身管理等の算定回数の合計 ≧ 0.2回/床・月
 (J) ◆に記載の全身管理等の算定回数の合計 ≧ 5.0回/床・月

229病棟 6,405床 6,400床 322床 5,528床

急性期 ・緩和ケア病棟

・高度急性期の要件を満たさず、
下記のK～Nの1つ以上を満たす病棟
 (K) 手術件数 ≧ 0.5件/床・月
 (L) 放射線治療のレセプト枚数 ≧ 0.1枚/床・月
 (M) 化学療法の算定日数 ≧ 1.0日/床・月
 (N) 救急医療管理加算１・２の算定回数 ≧ 1.0回/床・月

406病棟 16,759床 20,443床 3,541床 17,954床

回復期 ・回復期リハビリテーション病棟 ・急性期・高度急性期の要件を満たさない病棟 207病棟 7,652床 3,447床 908床 16,717床

慢性期

・障害者施設等入院基本料
・特殊疾患病棟
・医療療養病棟
・介護療養病棟
・一般診療所の療養病床

189病棟 8,781床 9,178床 3,242床 14,011床

報告機能が不
明または休棟中 129床 72床

稼働病床数が0
の病棟 34病棟 500床 500床 401床

合計 1,065病棟 40,097床 40,097床 8,486床 54,210床
◎の内容：

◆の内容：

突合できて
いない病床数

【備考】 ②の(A)～(N)の基準に用いている「回/床・月」「件/床・月」「枚/床・月」は、平成28年6月診療分の「稼働病床数1床当たり算定回数・実施件数・レセプト枚数」を示している。

４機能
４機能の区分基準（案） 該当する病棟の数

・許可病床数
（①＋②）

病床機能報告により
報告された許可病床
数（突合可能分）

地域医療構想にお
ける必要病床数
(2025年)

☆の内容：
観血的動脈圧測定、ドレーン法、胸腔穿刺、5時間超の人工呼吸

救命のための気管内挿管、体表面ペーシング法・食道ペーシング法、非開胸的心マッサージ、カウンターショック、心膜穿刺、食道圧迫止血チューブ挿入法
観血的肺動脈圧測定、持続緩徐式血液ろ過、大動脈バルーンパンピング法、経皮的心肺補助法、補助人工心臓・植え込み型補助人工心臓、
4時間超の頭蓋内圧持続測定、人工心肺、血漿交換療法、吸着式血液浄化法



②４機能の細分化・類型化

A) 高度急性期
○「入院料の種類」および「高度急性期の要件設定に用いた医療内容」をもと
に、以下のような類型化を行ってはどうか。

B) 急性期
○「急性期の要件設定に用いた医療内容」をもとに、以下のような類型化を
行ってはどうか。
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類型（案） 該当する入院料 該当する設定要件
高度な救急医療を
担う病棟

救命救急入院料 G：救急搬送診療を実施する病棟
H：高度な救急医療を多く実施する病棟

脳卒中・心血管疾患の
急性期に対応する病棟

SCU CDE：超急性期脳卒中加算、脳血管内手
術、経皮的冠動脈形成術を実施する病棟

周産期・新生児に係る
急性期病棟

MFICU、NICU、GCU F：ハイリスク分娩管理加算を実施する病棟

高度な手術を行う
急性期病棟

ICU、HCU A：全身麻酔による手術件数が多い病棟
B：悪性腫瘍手術の算定回数

特に緊急対応が求められること
の多い「待てない医療」の領域

表 高度急性期の細分化・類型化（案）

類型（案） 該当する入院料 該当する設定要件
救急医療を担う病棟 ー D：救急医療を多く実施する病棟
手術を多く行う病棟 ー A：手術件数が多い病棟

幅広いがん診療を行う病棟 ー BC：放射線治療、化学療法を
多く行う病棟

緩和ケア病棟 緩和ケア病棟 ー

表 急性期の細分化・類型化（案）



②４機能の細分化・類型化

C) 回復期
○「回復期」の病床には、リハビリテーションの実施やポストアキュート、サブ
アキュート、在宅復帰支援等の多様な機能の混在が想定される。

27

（１）「入棟前の居場所の構成」「退院先の行先の構成」を整理し、入院患者
の流れを把握し、類型化

（２）類型ごとに、リハビリテーションや救急医療等の実施状況を整理し、患
者の受入・送り出しのパターンごとの医療提供の特徴を把握



患者の流れと想定される機能
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入院料 入棟前の居場所 退棟後の居場所 想定される機能 要検証事項
一般病棟
10:1～15:1 ・家庭からの入院が多い ・家庭への退院が多い ・急性期～サブアキュート

機能
・急性期的な医療の提供がど
の程度行われているか

有床診療所
の一般病床

・家庭からの入院が多い
・院内での出生もみられ
る
・施設からの入院がほと
んどみられない

・ほとんどが家庭への退院
・分娩の実施
・急性期～サブアキュート
機能

・分娩（産科）以外の機能
がどの程度の割合を占めるか

地域包括ケア
病棟等

・院内他病棟からの転棟
が多い
・家庭からの入院も一定
程度みられる

・家庭への退院が多い

・急性期～サブアキュート
機能
・ポストアキュート機能
（急性期病棟から退院
への橋渡し）

・各病棟が複合的な機能を
有しているのか、病棟ごとでサ
ブアキュート型とポストアキュー
ト型の分化がみられるか
・リハビリテーションがどの程度
行われているのか

回復期リハビリ
テーション病棟

・他の医療機関からの転
院と、院内他病棟からの
転棟がほとんど

・家庭への退院が多い
・回復期リハビリテーショ
ン機能（急性期病棟か
ら退院への橋渡し）

・リハビリテーションの実施回
数・内容が他の入院料とどの
程度異なるか

表 回復期（一部急性期）を担う病床の患者の流れと想定される機能
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退院後の行先の構成入棟前の行先の構成

図 入院料別 入棟前の居場所と退棟後の行先の構成
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他の医療機関から その他

患者の流れ



患者の流れのばらつき
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図 急性期～回復期を担う病棟の入棟前の居場所・退棟後の行先
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②４機能の細分化・類型化

D) 慢性期
○医療療養病床の稼働率は86.9%である。
また、医療療養病床の入院延べ日数に占める医療区分1の割合は、
17.2%であり、この割合は北部および秩父でやや高い。
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二次医療圏 医療療養病床
の許可病床数

うち療養病棟
25:1 病床稼働率 医療区分1の

入院割合
南部 437床 53床 81.8% 9.8%
南西部 275床 0床 88.6% 4.5%
東部 660床 179床 88.0% 19.4%
さいたま 451床 54床 82.8% 19.1%
県央 539床 54床 87.2% 15.9%

川越比企 1,417床 170床 90.7% 15.5%
西部 1,254床 238床 86.6% 16.6%
利根 395床 112床 78.2% 15.5%
北部 687床 281床 90.3% 25.9%
秩父 225床 60床 81.7% 28.5%
合計 6,340床 1,201床 86.9% 17.2%

表 医療療養病床の稼働率および医療区分１の入院割合



③：機能の過不足の分析に関する視点

A) 着目する機能
さしあたり、

○生命に直結する医療のうち、構想区域（二次医療圏）単位での対応
を要する「待てない医療」（例：脳卒中の急性期対応、救急医療等）

○病床機能報告と地域医療構想との間の定義や病床数の乖離が大
きく、基本的な実態把握が求められる回復期機能

に着目。

B) 過不足の評価指標
○当該機能の人口当たり実施件数

○当該機能を担う病棟の人口当たり病床数

○当該機能を担う病棟の稼働率

のうち、適切な指標を選択。
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