参考資料１

東部保健医療圏と
隣接保健医療圏(南部、さいたま、利根）内の
病院＊及び病床整備計画応募医療機関の位置
＊一般病床及び療養病床の合計が20床以上の病院

各医療圏内の
市町村と保健所

医療圏
南部
南西部
東部
さいたま
県央
川越比企

圏内市町村
川口市・蕨市・戸田市
朝霞市・志木市・和光市・新座市・富士見市・ふじみ野市・三芳町
春日部市・草加市・越谷市・八潮市・三郷市・ 吉川市・松伏町
さいたま市
鴻巣市・上尾市・桶川市・北本市・伊奈町
川越市・東松山市・坂戸市・鶴ヶ島市・ 毛呂山町・越生町・滑川町・嵐山町・小川町・
川島町・吉見町・鳩山町・ときがわ町・ 東秩父村

圏域内保健所
南部・川口市
朝霞
春日部・草加・越谷市
さいたま市
鴻巣
東松山・坂戸・川越市

西部

所沢市・飯能市・狭山市・入間市・日高市

狭山

利根

行田市・加須市・羽生市・久喜市・蓮田市・ 幸手市・白岡市・宮代町・杉戸町

加須・幸手

北部

熊谷市・本庄市・深谷市・美里町・神川町・ 上里町・寄居町

熊谷・本庄

秩父

秩父市・横瀬町・皆野町・長町・小鹿野町

秩父

東部保健医療圏

医療法人社団庄和会庄和中央病院 47床

医療法人梅原病院 126床

医療法人社団春日部さくら病院 35床

医療法人社団嬉泉会春日部嬉泉病院 60床
春日部市立医療センター 361床

医療法人光仁会春日部厚生病院 190床

医療法人秀和会秀和総合病院 350床

医療法人財団明理会春日部中央総合病院 404床

春日部市

医療法人社団みどり会武里病院 （+46床）

リハビリテーション天草病院 171床（+4床）

みくに病院 48床

医療法人社団全仁会東都春日部病院 184床

医療法人光仁会南部厚生病院 108床
医療法人社団全仁会埼玉筑波病院 219床
医療法人社団大和会慶和病院 116床（+82床）
医療法人社団明日佳埼玉あすか松伏病院 130床

松伏町

医療法人千杏会しらみず産婦人科クリニック （+14床）

越谷市立病院 481床

医療法人道心会埼玉東部循環器病院 40床

中川の郷療育センター 72床

市川胃腸科外科病院 48床

越谷市
（仮称）埼友越谷病院 19床（+31床）

産婦人科菅原病院 50床

（仮称）しらさきレイクタウン病院 （+36床）

医療法人社団協友会越谷誠和病院 195床（+48床）

吉川市

医療法人社団聖心会十全病院 102床
医療法人財団明理会新越谷病院 188床

医療法人社団協友会吉川中央総合病院 272床

獨協医科大学埼玉医療センター 923床

医療法人社団南越谷病院 43床

医療法人移山会二宮病院 60床
（仮称）越谷さくら病院
（+192床） 開設地未定

レイクタウン整形外科病院 50床

草加市

みさと協立病院 120床

医療法人埼友会埼友草加病院 36床

三郷市

医療法人三愛会三愛会総合病院 178床（+142床）

草加松原リハビリテーション病院 50床
永井マザーズホスピタル 30床（+5床）
草加市立病院 380床

八潮市
医療法人社団愛友会三郷中央総合病院 289床

医療法人親和会鳳永病院 50床（+10床）
医療法人社団協友会メディカルトピア草加病院 80床
一般病床及び療養病床の合計が20床以上
の病院と病院整備計画応募医療機関を記載

医療法人社団協友会埼玉回生病院 311床
医療法人社団協友会八潮中央総合病院 250床

医療法人社団州山会広瀬病院 60床
埼玉みさと総合リハビリテーション病院 175床
医療法人財団健和会みさと健和病院 282床（+20床）

南部保健医療圏
医療法人社団協友会東川口病院 198床
医療法人社団桐和会
川口さくら病院 60床（+78床）

（仮称）埼玉協同第２病院 （+54床）
埼玉協同病院 401床

川口市立医療センター 539床

（仮称）川口リハビリテーション病院 （+232床）

医療法人安東病院 98床（+40床）

かわぐち心臓呼吸器病院 108床（+30床）
（仮称）かわぐち東部病院 60床（+140床）
※わらび北町病院の移転

医療法人安東病院 98床（移転）
医療法人健仁会益子病院 145床

川口市
医療法人社団敬寿会
わらび北町病院 60床（移転）

蕨市

社会医療法人社団大成会武南病院 240床
医療法人三誠会川口誠和病院 100床

戸田市

蕨市立病院 130床

一般財団法人鳩ケ谷中央病院 79床

医療法人あかつき会はとがや病院 100床
医療法人社団厚生会埼玉厚生病院 108床
医療法人慈公会公平病院 44床

寿康会病院 82床

医療法人社団東光会戸田中央産院 62床

医療法人厚和会河合病院 120床

医療法人社団東光会戸田中央総合病院 517床

医療法人新青会川口工業総合病院 199床
医療法人誠朗会上野病院 51床

医療法人社団東光会戸田中央リハビリテーション病院 129床
医療法人財団啓明会中島病院 116床
医療法人今井病院 46床

医療法人刀水会斎藤記念病院 60床
医療法人千葉外科内科病院 32床
社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会川口総合病院 424床

※一般病床及び療養病床の合計が20床以上の病院を記載

さいたま保健医療圏

※応募医療機関なし（公募対象病床なし）
医療型障害児入所施設カリヨンの杜 60床

医療法人社団協友会
彩の国東大宮メディカルセンター 337床
至誠堂冨田病院 28床

医療法人ひかり会クリニカル病院 168床
岩槻中央病院 121床

大和田病院 91床

独立行政法人地域医療機能推進機構
さいたま北部医療センター 163床

医療法人社団医凰会さいたま岩槻病院 90床
丸山記念総合病院 241床

医療法人ヘブロン会大宮中央総合病院 262床
医療法人一成会さいたま記念病院 199床

岩槻区

医療法人社団双愛会大宮双愛病院 90床
自治医科大学附属さいたま医療 センター 628床
宇治病院 47床
医療法人社団幸正会岩槻南病院 24床
北区

指扇病院 226床

大宮共立病院 412床

見沼区

指扇療養病院 240床

さいたま市立病院 537床
西区

医療法人明浩会西大宮病院 198床

大宮区

医療法人社団望星会望星病院 59床

社会福祉法人シナプス埼玉精神神経センター 116床

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 395床

緑区

さいたま市民医療センター 340床

中央区

医療法人社団弘象会東和病院 48床
浦和区

さいたま赤十字病院 632床

医療法人博仁会共済病院 117床

桜区

埼玉県立小児医療センター 316床

医療法人有隣会わかくさ病院
南区

医療法人聖仁会西部総合病院 268床

医療法人川久保病院

医療法人栄寿会林病院 130床

医療法人石川病院

医療法人社団松弘会三愛病院 199床

※一般病床及び療養病床の合計が20床以上の病院を記載

医療法人秋葉病院 59床

※医療機関名及び病床数は、埼玉県病院・救急診療所名簿 （平成30年4月1日現在）を基に作成

利根保健医療圏
医療法人十善病院 88床
埼玉医療生活協同組合
羽生総合病院 311床（+130床）

栗原眼科病院 45床

騎西クリニック病院 80床
医療法人社団弘人会中田病院 117床

行田中央総合病院 160床
医療法人大久保病院 89床

羽生市
社会医療法人壮幸会
（仮称）行田リハビリテー
ション病院 161床（+38床）

行田市

社会福祉法人恩賜財団済生会支部
埼玉県済生会栗橋病院 325床

加須市

東鷲宮病院 163床（+12床）
さって福祉病院 150床

社会医療法人壮幸会
行田総合病院 343床（Δ161床）

牛村病院 25床

久喜市

秋谷病院 114床
（仮称）しらさきクリニック病院 19床（+17床）
医療法人幸仁会堀中病院 95床

幸手市
新久喜総合病院 300床（+150床）

社会医療法人ジャパンメディカルアライ
アンス東埼玉総合病院 173床（+16床）

白岡市

蓮江病院 65床

杉戸町
医療法人今井病院 37床

医療法人土屋小児病院 40床

宮代町

新井病院 99床

（仮称）宮代駅前病院 （+207床）

蓮田市
蓮田病院 353床

医療法人双鳳会山王クリニック 60床

医療法人社団愛友会蓮田一心会病院 50床
医療法人ひかり会パーク病院 50床（+20床）

独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 452床

※一般病床及び療養病床の合計が20床以上の病院を記載

医療法人社団哺育会白岡中央総合病院 256床

