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病床整備の方針について 
 

１ これまでの経緯 

・2018年 4月    病院整備計画の公募の告知 

・2018年 7月～ 8月 各医療機関からの病院整備計画の受付 

・2018年11月    各医療圏の地域医療構想調整会議での協議 

・2019年 2月    医療審議会での病床整備方針の整理 

 

各医療圏の地域医療構想調整会議からの意見を基に、各病院整備計画を

Ａ1,Ａ2,Ｂ,Ｃに区分 

評価 Ａ1 Ａ2 Ｂ Ｃ 

医療機関数 12 1 33 11 

病床数 227床 232床 1,531床 1,151床 

Ａ1…整備を進める Ａ2…規模を見直す Ｂ…継続して協議 Ｃ…協議から除外 

 

２ 継続協議計画等の病床整備について 

継続協議等とした病院整備計画について、医療機能・病床数の見直しを

行い、地域医療構想調整会議において改めて協議を実施。 

 

見直しの観点：自院完結型医療を中心とした医療機能から、他の医療機関

等との役割分担と連携を行う、地域完結型医療の構築に寄

与する機能を中心とした計画への見直しを求めた。 
 

（単位：床） 

医療圏 
整備可能 

病床数(A) 
前回 今回 

合計 

(B) 
(A)-(B) 備考 

南  部 232 12 232 244 △12 ※ 

南 西 部 104 10 102 112 △8 ※ 

東  部 450 69 197 266 184  

県  央 127 0 49 49 78  

川越比企 325 71 86 157 168  

西  部 193 65 141 206 △13 ※ 

利  根 207 0 協議中 0 207  

合計 1,638 227 807 1,034 637 
負数となる 

△33を除く 

※医療法に基づく届出による有床診療所については、基準病床数の特例として整備可能。 

資料２－１ 

令和元年９月１２日 

第１回埼玉県医療審議会 資料（一部改変） 
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３ 今後の病床整備について（案） 

 今後の病床整備については、以下の考え方を基本としたい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】 

医療法第７条第３項 

 診療所に病床を設けようとするとき、又は診療所の病床数、病床の種別その他厚生労働

省令で定める事項を変更しようとするときは、厚生労働省令で定める場合を除き、当該診

療所の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。 

 

医療法施行規則第１条の１４第７項 

 法第７条第３項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。（以下略） 

１ 都道府県知事が、都道府県医療審議会の意見を聴いて、法第３０条の７第２項第２号

に掲げる医療の提供の推進のために必要な診療所その他の地域包括ケアシステムの構

築のために必要な診療所として認めるものに療養病床又は一般病床を設けようとする

とき。 

２ 都道府県知事が、都道府県医療審議会の意見を聴いて、へき地の医療、小児医療、周

産期医療、救急医療その他の地域において良質かつ適切な医療が提供されるために必要

な診療所として認めるものに療養病床又は一般病床を設けようとするとき。 

（以下略） 

 

・病院の新規開設 

・病院の病床数の増加 

・診療所の病床設置 

・診療所の病床数の増加 

病床整備が可能な圏域について、

2020年度に予定している第７次地

域保健医療計画の改訂による基準

病床数の見直しが行われるまでの

間、開設・増床計画の受付は行わな

いものとする。 

医療法に基づく特例に該当する診

療所 

①地域包括ケアシステムの構築の

ために必要な診療所 

②へき地の医療、小児医療、周産期

医療、救急医療その他の地域にお

いて良質かつ適切な医療が提供

されるために必要な診療所 

医療法に基づく診療所の届出による

病床設置の申出があった場合、個別

に地域医療構想調整会議及び医療審

議会での協議を行い、手続を進める

ものとする。（全圏域共通） 

開設許可を要する病院・有床診療所 届出による有床診療所 
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４ 整備病床の内訳 
（単位：床） 

医療圏 医療機関名 所在地 既存病床 整備病床 主な病床機能 備考 

南部 

前川レディースクリニック 川口市 7 12 周産期 届出扱い 

(仮)川口リハビリテーション病院 川口市 (新設) 180 回復期リハビリ  

(仮)埼玉協同第２病院 川口市 401 25 地域包括ケア  

安東病院 川口市 98 7 地域包括ケア  

かわぐち心臓呼吸器病院 川口市 108 20 心血管疾患  

南部 計 244   

南西部 

堀ノ内病院 新座市 189 10 地域包括ケア  

さくら記念病院 富士見市 91 32 地域包括ケア  

和光リハビリテーション病院 和光市 43 36 回復期リハビリ  

三芳野病院 三芳町 97 12 地域包括ケア  

ふじみの救急クリニック 三芳町 (新設) 19 救急（脳卒中） 届出扱い 

(仮)朝霞台駅前耳鼻科クリニック 朝霞市 (新設) 3 救急（耳鼻科） 届出扱い 

静風荘病院 新座市 124 辞退 －  

富家病院 ふじみ野市 202 辞退 －  

南西部 計 112   

東部 

武里病院 春日部市 (精神)274 46 在宅療養後方支援  

リハビリテーション天草病院 越谷市 171 4 回復期リハビリ  

永井マザーズホスピタル 三郷市 30 5 周産期  

しらみず産婦人科クリニック 越谷市 (新設) 14 周産期  

三愛会総合病院 三郷市 178 96 救急・地域包括ケア  

慶和病院 越谷市 116 40 地域包括ケア  

(仮)埼友越谷病院 越谷市 19 31 地域包括ケア  

みさと健和病院 三郷市 282 20 地域包括ケア  

鳳永病院 草加市 50 10 回復期リハビリ  

越谷誠和病院 越谷市 195 辞退 －  

東部 計 266   

県央 

伊奈病院 伊奈町 151 30 地域包括ケア  

埼玉脳神経外科病院 鴻巣市 68 19 救急・回復期リハ  

(仮)鴻巣病院 鴻巣市 (新設) － － 協議除外 

県央 計 49   

川越 

比企 

丸木記念福祉メディカルセンター 毛呂山町 178 50 地域包括ケア  

笠幡病院 川越市 136 15 緩和ケア  

愛和病院 川越市 50 6 周産期  

三井病院 川越市 83 50 地域包括ケア  

東松山市立病院 東松山市 114 36 地域包括ケア  

南古谷病院 川越市 137 辞退 －  

麻見江ホスピタル 鳩山町 310 辞退 －  

川越比企 計 157   

西部 

埼玉医科大学国際医療センター 日高市 700 56 がん医療  

武蔵台病院 日高市 93 6 回復期リハ  

並木病院 所沢市 180 3 地域包括ケア  

圏央所沢病院 所沢市 137 45 地域包括ケア  

北所沢病院 所沢市 96 35 地域包括ケア  

所沢リハビリテーション病院 所沢市 112 30 回復期リハ  

豊岡整形外科病院 入間市 60 12 地域包括ケア  

さやま地域ケアクリニック 狭山市 (新設) 19 在宅療養支援 届出扱い 

大生病院 狭山市 353 辞退 －  

西部 計 206   

利根 

新久喜総合病院 久喜市 300 

協議中 協議中 

 

羽生総合病院 羽生市 311  

パーク病院 白岡市 50  

東埼玉総合病院 幸手市 173  

利根 計     


