
資料5-1

熊谷保健所管内における医療機能（疾患別・部位別等）

・凡例

病院名（太字）＜Meiryo UI＞該当の医療を実施していて今後強化する予定である。

病院名＜Meiryo UI＞ 該当の医療を実施していて、今後も同じように実施する。

病院名＜MS P明朝＞ 該当の医療の一部のみ実施している。

病院名 （斜字） ＜MS P明朝＞ 該当の医療を現在は実施していないが、今後実施を予定している。

（熊谷保健所から平成30年3月に管内の病院・有床診療所にアンケ－ト用紙を送付し、

　 回答いただいた内容を記載しています。）



■心筋梗塞

高度急性期 急性期
回復期

（亜急性期）
慢性期

県立循環器・呼吸器病センター

カテーテル治療によるステント

留置、冠動脈形成術等

深谷赤十字病院 深谷赤十字病院
カテーテル治療によるステ

ント留置

カテーテル治療によるステン

ト留置
籠原病院

軽度のもの

埼玉慈恵病院 埼玉慈恵病院

専門医による検査、治療、

リハビリ等

専門医による検査、治療、

リハビリ等

熊谷総合病院 熊谷総合病院
カテーテル治療によるステン

ト留置

カテーテル治療によるステン

ト留置
熊谷外科病院 熊谷外科病院

熊谷生協病院 熊谷生協病院

ポストアキュート、サブア
キュート、レスパイト等

ポストアキュート、サブア

キュート、レスパイト等
佐々木病院 佐々木病院

いのクリニック いのクリニック

深谷中央病院

皆成病院

平田クリニック

あねとす病院
高齢者特に慢性疾患や認知

症等を有する高齢者に対して

外来・入院・在宅医療
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■脳梗塞

高度急性期 急性期
回復期

（亜急性期）
慢性期

県立循環器・呼吸器病センター

現在rt-PA療法の実施可

能。今後、脳血管内治療専

門医を雇用予定で、脳血管

内治療を導入する計画（時

期未定）
深谷赤十字病院
カテーテル治療による急性

期脳血栓回収療法
関東脳神経外科病院 関東脳神経外科病院 関東脳神経外科病院

埼玉慈恵病院 埼玉慈恵病院 埼玉慈恵病院

専門医による検査、治療、

リハビリ等

専門医による検査、治療、

リハビリ等

専門医による検査、治
療、リハビリ等

熊谷総合病院 熊谷総合病院

t-PA治療（24時間脳神経
外科医師を配置）

t-PA治療（24時間脳神

経外科医師を配置）
熊谷外科病院 熊谷外科病院 熊谷外科病院

埼玉よりい病院 埼玉よりい病院 埼玉よりい病院

リハビリを実施している。 リハビリを実施している。 リハビリを実施している。

佐々木病院 佐々木病院 佐々木病院

リハビリを実施している。 リハビリを実施している。 リハビリを実施している。

あねとす病院 あねとす病院 あねとす病院
高齢者特に慢性疾患や認知

症等を有する高齢者に対して

外来・入院・在宅医療

高齢者特に慢性疾患や認知

症等を有する高齢者に対して

外来・入院・在宅医療

高齢者特に慢性疾患や認知

症等を有する高齢者に対して

外来・入院・在宅医療
籠原病院

軽度のもの

熊谷生協病院 熊谷生協病院

ポストアキュート、サブア
キュート、レスパイト等

ポストアキュート、サブア

キュート、レスパイト等

いのクリニック いのクリニック

リハビリなし リハビリなし

深谷中央病院

皆成病院

平田クリニック

熊谷福島病院

薬の投与のみ実施
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■脳出血

高度急性期 急性期
回復期

（亜急性期）
慢性期

県立循環器・呼吸器病センター

緊急開頭手術に対応可能

深谷赤十字病院 深谷赤十字病院
開頭血腫除去術、内視鏡

的脳出血除去術

開頭血腫除去術、内視鏡

的脳出血除去術
関東脳神経外科病院 関東脳神経外科病院 関東脳神経外科病院

佐々木病院 佐々木病院 佐々木病院

リハビリを実施している。 リハビリを実施している。 リハビリを実施している。

あねとす病院 あねとす病院 あねとす病院

高齢者特に慢性疾患や認知

症等を有する高齢者に対して

外来・入院・在宅医療

高齢者特に慢性疾患や認知

症等を有する高齢者に対して

外来・入院・在宅医療

高齢者特に慢性疾患や認知

症等を有する高齢者に対して

外来・入院・在宅医療

熊谷総合病院 熊谷総合病院

熊谷外科病院 熊谷外科病院

熊谷生協病院 熊谷生協病院

ポストアキュート、サブア
キュート、レスパイト等

ポストアキュート、サブア

キュート、レスパイト等
埼玉よりい病院 埼玉よりい病院

リハビリを実施している。 リハビリを実施している。

いのクリニック いのクリニック

リハビリなし リハビリなし

深谷中央病院

皆成病院

平田クリニック
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■肺炎

高度急性期 急性期
回復期

（亜急性期）
慢性期

県立循環器・呼吸器病センター

重症化した肺炎の対応

熊谷外科病院 熊谷外科病院 熊谷外科病院 熊谷外科病院

深谷赤十字病院 深谷赤十字病院 深谷赤十字病院 深谷赤十字病院

肺炎後のADLの向上 肺炎後のADLの向上 肺炎後のADLの向上 肺炎後のADLの向上

埼玉よりい病院 埼玉よりい病院 埼玉よりい病院

リハビリを実施している。 リハビリを実施している。 リハビリを実施している。

佐々木病院 佐々木病院 佐々木病院

あねとす病院 あねとす病院 あねとす病院

高齢者特に慢性疾患や認知

症等を有する高齢者に対して

外来・入院・在宅医療

高齢者特に慢性疾患や認知

症等を有する高齢者に対して

外来・入院・在宅医療

高齢者特に慢性疾患や認知

症等を有する高齢者に対して

外来・入院・在宅医療

埼玉慈恵病院 埼玉慈恵病院 埼玉慈恵病院

専門医による検査、治療、

リハビリ等

専門医による検査、治療、

リハビリ等

専門医による検査、治
療、リハビリ等

いのクリニック いのクリニック いのクリニック

皆成病院 皆成病院

くぼじまクリニック

薬物治療

籠原病院

深谷中央病院

熊谷総合病院

藤間病院

熊谷生協病院 熊谷生協病院

ポストアキュート、サブア
キュート、レスパイト等

ポストアキュート、サブア

キュート、レスパイト等
平田クリニック 平田クリニック

熊谷福島病院
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■胃がん

高度専門医療 専門医療 回復期 慢性期

熊谷外科病院 熊谷外科病院 熊谷外科病院 熊谷外科病院

県立循環器・呼吸器病センター 県立循環器・呼吸器病センター

全摘・切除術、抗がん剤

治療実施等、緩和ケア病

棟あり

全摘・切除術、抗がん剤

治療実施等、緩和ケア病

棟あり
熊谷総合病院
内視鏡、腹腔鏡を使った手

術、化学療法、放射線治療

深谷赤十字病院

内視鏡・腹腔鏡手術施行

埼玉よりい病院 埼玉よりい病院

内視鏡を使った手術、終

末期ケアを実施している。

内視鏡を使った手術、終
末期ケアを実施している。

佐々木病院 佐々木病院

腹腔鏡手術も施行 腹腔鏡手術も施行

皆成病院 皆成病院

藤間病院

埼玉慈恵病院
専門医による手術（腹腔

鏡含む）、検査、治療、リ

ハビリ等
熊谷生協病院 熊谷生協病院
一部抗がん治療、疼痛管理 一部抗がん治療、疼痛管理

いのクリニック いのクリニック

深谷中央病院

くぼじまクリニック

薬物治療（緩和ケア）

平田クリニック

あねとす病院

悪性腫瘍終末期在宅医

療、看取りを強化する
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■大腸がん

高度専門医療 専門医療 回復期 慢性期

熊谷外科病院 熊谷外科病院 熊谷外科病院 熊谷外科病院

県立循環器・呼吸器病センター 県立循環器・呼吸器病センター

切除術・抗がん剤治療実

施等、緩和ケア病棟あり

切除術・抗がん剤治療実

施等、緩和ケア病棟あり
深谷赤十字病院

内視鏡・腹腔鏡手術施行

熊谷総合病院
内視鏡、腹腔鏡を使った手

術、化学療法、放射線治療

佐々木病院 佐々木病院

腹腔鏡手術も施行 腹腔鏡手術も施行

皆成病院 皆成病院

埼玉よりい病院

内視鏡を使った手術

藤間病院

埼玉慈恵病院
専門医による手術（腹腔

鏡含む）、検査、治療、リ

ハビリ等
いのクリニック いのクリニック

熊谷生協病院 熊谷生協病院
一部抗がん治療、疼痛管理 一部抗がん治療、疼痛管理

深谷中央病院

くぼじまクリニック

薬物治療（緩和ケア）

平田クリニック

あねとす病院

悪性腫瘍終末期在宅医

療、看取りを強化する
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■肝胆膵がん

高度専門医療 専門医療 回復期 慢性期

熊谷外科病院 熊谷外科病院 熊谷外科病院 熊谷外科病院

熊谷総合病院
内視鏡、腹腔鏡を使った手

術、化学療法、放射線治療

深谷赤十字病院

佐々木病院 佐々木病院

埼玉慈恵病院
専門医による手術（腹腔

鏡含む）、検査、治療、リ

ハビリ等
藤間病院

熊谷生協病院 熊谷生協病院
一部抗がん治療、疼痛管理 一部抗がん治療、疼痛管理

いのクリニック いのクリニック

皆成病院

深谷中央病院

平田クリニック

くぼじまクリニック

薬物治療（緩和ケア）

埼玉よりい病院
終末期ケアを実施してい
る。
あねとす病院

悪性腫瘍終末期在宅医

療、看取りを強化する
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■肺がん

高度専門医療 専門医療 回復期 慢性期

県立循環器・呼吸器病センター

胸腔鏡下手術、拡大手

術、抗がん剤治療実施
深谷赤十字病院 深谷赤十字病院

手術に関しては基本的に積
極的に対応しているが、例え
ば重粒子線治療などの放射
線治療やアンギオを用いた
治療などの実施は困難であ
る。

手術に関しては基本的に積極

的に対応しているが、例えば

重粒子線治療などの放射線

治療やアンギオを用いた治療

などの実施は困難である。

熊谷外科病院 熊谷外科病院 熊谷外科病院

熊谷総合病院

放射線治療の専門医有り

埼玉慈恵病院
専門医による検査、治療、

リハビリ等
熊谷生協病院 熊谷生協病院

一部抗がん治療、疼痛管理 一部抗がん治療、疼痛管理

いのクリニック いのクリニック

皆成病院

深谷中央病院

埼玉よりい病院

終末期ケアを実施している。

くぼじまクリニック

薬物治療（緩和ケア）

平田クリニック

プラーナクリニック

佐々木病院

あねとす病院

悪性腫瘍終末期在宅医

療、看取りを強化する
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■乳がん

高度専門医療 専門医療 回復期 慢性期

熊谷外科病院 熊谷外科病院 熊谷外科病院 熊谷外科病院

深谷赤十字病院

佐々木病院 佐々木病院 佐々木病院

熊谷総合病院

化学療法、放射線治療

皆成病院

あねとす病院

平田クリニック

■子宮がん

高度専門医療 専門医療 回復期 慢性期

深谷赤十字病院 深谷赤十字病院 深谷赤十字病院

熊谷総合病院

腹腔鏡を使った手術

藤間病院

熊谷外科病院 熊谷外科病院

平田クリニック

佐々木病院

あねとす病院

悪性腫瘍終末期在宅医

療、看取りを強化する
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■脳のがん（脳腫瘍）

高度専門医療 専門医療 回復期 慢性期

県立循環器・呼吸器病センター

定位放射線治療、対外照

射実施
深谷赤十字病院 深谷赤十字病院
脳腫瘍手術、化学療法、

ナビゲーション手術

脳腫瘍手術、化学療法、

ナビゲーション手術
熊谷総合病院

定位放射線治療が可能

熊谷生協病院 熊谷生協病院
一部抗がん治療、疼痛管理 一部抗がん治療、疼痛管理

いのクリニック いのクリニック

熊谷外科病院 熊谷外科病院

平田クリニック

佐々木病院

あねとす病院

悪性腫瘍終末期在宅医

療、看取りを強化する

■小児がん

高度専門医療 専門医療 回復期 慢性期

いのクリニック いのクリニック いのクリニック

熊谷外科病院 熊谷外科病院

熊谷生協病院 熊谷生協病院
一部抗がん治療、疼痛管理 一部抗がん治療、疼痛管理

平田クリニック
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■大腿骨頸部骨折

高度専門医療 専門医療 回復期 慢性期

熊谷外科病院 熊谷外科病院 熊谷外科病院 熊谷外科病院

深谷赤十字病院 深谷赤十字病院
在宅に向けた医療・リハビリ

を実施予定

在宅に向けた医療・リハビリ

を実施予定
埼玉慈恵病院 埼玉慈恵病院 埼玉慈恵病院

専門医による手術、検査、

治療、リハビリ等

専門医による手術、検査、

治療、リハビリ等

専門医による手術、検
査、治療、リハビリ等

熊谷生協病院 熊谷生協病院 熊谷生協病院

リハビリの実施 リハビリの実施 リハビリの実施

佐々木病院 佐々木病院 佐々木病院

埼玉よりい病院 埼玉よりい病院
回復期リハビリテーション病

棟での在宅に向けた医療リ

ハビリを実施している。

回復期リハビリテーション

病棟での在宅に向けた医

療リハビリを実施している。
深谷中央病院 深谷中央病院

熊谷総合病院 熊谷総合病院
回復期リハビリテーション病棟

での在宅に向けたリハビリ実施

回復期リハビリテーション病棟

での在宅に向けたリハビリ実施

藤間病院

あねとす病院 あねとす病院
術後患者の受け入れ、リハビリ

は行っており、オペ適応ない方

の受け入れも行っている。

術後患者の受け入れ、リハビリ

は行っており、オペ適応ない方

の受け入れも行っている。

いのクリニック いのクリニック

深谷整形外科医院 深谷整形外科医院

皆成病院

くぼじまクリニック

入院患者のみリハビリ実施
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■腰部、脊柱骨折

高度専門医療 専門医療 回復期 慢性期

深谷赤十字病院 深谷赤十字病院

リハビリを今後強化していく。 リハビリを今後強化していく。

熊谷外科病院 熊谷外科病院 熊谷外科病院

あねとす病院 あねとす病院 あねとす病院
非常勤整形外科医採用でき

たため、入院医療対応を含め

強化している。

非常勤整形外科医採用でき

たため、入院医療対応を含め

強化している。

非常勤整形外科医採用でき

たため、入院医療対応を含め

強化している。
埼玉慈恵病院 埼玉慈恵病院 埼玉慈恵病院
専門医による手術、検査、治

療、リハビリ等

専門医による手術、検査、治

療、リハビリ等

専門医による手術、検査、治
療、リハビリ等

熊谷総合病院 熊谷総合病院
回復期リハビリテーション病棟

での在宅に向けたリハビリ実施

回復期リハビリテーション病棟

での在宅に向けたリハビリ実施

深谷中央病院 深谷中央病院

皆成病院 皆成病院

藤間病院

佐々木病院 佐々木病院

術後患者のフォローアップ 術後患者のフォローアップ

熊谷生協病院 熊谷生協病院

リハビリの実施 リハビリの実施

いのクリニック いのクリニック

深谷整形外科医院 深谷整形外科医院

籠原病院

埼玉よりい病院
回復期リハビリテーション病棟での在

宅に向けた医療リハビリを実施してい

る。

くぼじまクリニック

入院患者のみリハビリ実施
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■腎疾患（透析除く）

専門医療 回復期 慢性期

熊谷外科病院 熊谷外科病院 熊谷外科病院

県立循環器・呼吸器病センター

熊谷総合病院

埼玉慈恵病院
専門医による手術、検査、

治療等
深谷赤十字病院
慢性腎臓病全般における

専門的診断と治療
くぼじまクリニック
慢性腎不全の専門医療

（薬物療法・食事療法）
あねとす病院 あねとす病院
長期入院療養、在宅医療

強化する。

長期入院療養、在宅医療

強化する。
いのクリニック いのクリニック

平田クリニック 平田クリニック

深谷中央病院

皆成病院

熊谷福島病院

佐々木病院

明戸大塚医院

熊谷生協病院
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■腎疾患（透析）

専門医療 回復期 慢性期

県立循環器・呼吸器病センター

慢性腎不全の治療及び当院

治療患者の合併症治療

熊谷総合病院
急性腎症を対象とした透
析室開設予定
深谷赤十字病院
腎代替療法（血液透析、

腹膜透析）の導入及び透

析患者の各種合併症での

入院中の透析管理
くぼじまクリニック
シャント造設手術、PTAも

実施している。
いのクリニック いのクリニック

熊谷生協病院

腹膜透析のみ可

明戸大塚医院
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■糖尿病と合併症

専門医療 一般的医療

熊谷外科病院 熊谷外科病院

熊谷総合病院

埼玉慈恵病院 埼玉慈恵病院
専門医による検査（CGM

含む）、治療（CSI含

む）等

専門医による検査（CGM

含む）、治療（CSI含

む）等
深谷赤十字病院 深谷赤十字病院
糖尿病専門医は週2回の

外来を行っている。

糖尿病専門医は週２回の

外来を行っている。
あねとす病院 あねとす病院
糖尿病外来実施している。

在宅医療強化する。

糖尿病外来実施している。

在宅医療強化する。
佐々木病院 佐々木病院

藤間病院

プラーナクリニック

熊谷生協病院

深谷中央病院

皆成病院

埼玉よりい病院
インスリン、内服コントロール

を実施している。
県立循環器・呼吸器病センター

明戸大塚医院

くぼじまクリニック

薬物治療、栄養指導

いのクリニック

管理栄養士の指導あり

平田クリニック

籠原病院

16/20



■未熟児、新生児

NICU GCU 一般医療

深谷赤十字病院 深谷赤十字病院

菊地病院

初期検査・経過観察

平田クリニック

いのクリニック

深谷産婦人科医院
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■精神科疾患（統合失調症）

専門医療 慢性期

西熊谷病院 西熊谷病院

クロザリル、mECTなど近隣

病院にない治療を実施し、救

急・重度かつ慢性に対応

クロザリル、mECTなど近隣

病院にない治療を実施し、救

急・重度かつ慢性に対応

埼玉江南病院 埼玉江南病院

任意入院、医療保護入院、

措置入院全てを受け入れ、正

しい診断と的確な治療を行

う。

任意入院、医療保護入

院、措置入院全てを受け

入れ、正しい診断と的確な

治療を行う。
深谷赤十字病院 深谷赤十字病院

予約制なので急性発症・

増悪への対応不可。社会

復帰できている方のみ

予約制なので急性発症・

増悪への対応不可。社会

復帰できている方のみ

楽仙堂病院 楽仙堂病院

北深谷病院

統合失調症を専門とする

精神病床の設置と治療を

実施している。

埼玉よりい病院
療養病棟で内服コントロール
を実施している。

籠原病院

熊谷福島病院

薬の投与のみ実施

平田クリニック
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■精神科疾患（うつ病）

専門医療 慢性期

西熊谷病院 西熊谷病院
専門性の高い医療を実施

し、救急・重度慢性にも対

応

専門性の高い医療を実施

し、救急・重度慢性にも対

応
埼玉江南病院 埼玉江南病院
自殺に注意して適切な心

理指導を行っている。

自殺に注意して適切な心

理指導を行っている。
深谷赤十字病院 深谷赤十字病院
入院の必要のない軽症の

方が対象

入院の必要のない軽症の

方が対象
楽仙堂病院 楽仙堂病院

北深谷病院
うつ病を専門とする精神病

床の設置と治療を実施して

いる。
埼玉よりい病院
療養病棟で内服コントロール
を実施している。

熊谷福島病院

薬の投与のみ実施

籠原病院

いのクリニック

軽症の者に限る

平田クリニック
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■精神科疾患（認知症）

専門医療 慢性期

西熊谷病院 西熊谷病院
県より認知症疾患医療セ

ンターの指定を受け、専門

病棟を配備

県より認知症疾患医療セ

ンターの指定を受け、専門

病棟を配備
深谷赤十字病院 深谷赤十字病院
精神科は精神症状のある

方が対象

精神科は精神症状のある

方が対象
あねとす病院 あねとす病院
認知症外来の強化。介護

施設と連携を図り。在宅

療養強化する。

認知症外来の強化。介護

施設と連携を図り。在宅

療養強化する。
楽仙堂病院 楽仙堂病院

埼玉江南病院 埼玉江南病院
BPSD（認知症の心理行

動障害）に対応する。身

体リスクに対しても対応

BPSD（認知症の心理行

動障害）に対応する。身

体リスクに対しても対応
籠原病院

北深谷病院
合併症としての認知症の治
療を実施している。

熊谷福島病院

薬の投与のみ実施

熊谷外科病院

埼玉よりい病院
療養病棟で在宅に向けた内
服コントロールを実施してい

いのクリニック

平田クリニック

※北深谷病院では、身体合

併症のある精神科疾患につい

て、専門医療として、合併症と

しての内科疾患患者への病

床の設置と治療を実施してい

る。
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