
医療圏 医療機関名 所在地 計画※ 既存病床 整備病床 主な病床機能 開設予定年月

前川レディースクリニック 川口市 7次 7 12 周産期 令和2年3月

(仮)川口リハビリテーション病院 川口市 7次 (新設) 180 回復期リハ・地域包括ケア等 令和4年4月

(仮)埼玉協同第２病院 川口市 7次 401 25 地域包括ケア 令和4年3月

安東病院 川口市 7次 98 7 地域包括ケア 令和3年10月

かわぐち心臓呼吸器病院 川口市 7次 108 20 心血管疾患 令和3年1月

244

塩味病院 朝霞市 6次 60 17 回復期リハ・在宅療養支援 令和2年12月

堀ノ内病院 新座市 7次 189 10 地域包括ケア 令和元年5月

さくら記念病院 富士見市 7次 91 32 地域包括ケア 令和2年4月

和光リハビリテーション病院 和光市 7次 43 36 回復期リハビリ 令和4年4月

三芳野病院 三芳町 7次 97 12 地域包括ケア 令和元年12月

ふじみの救急クリニック 三芳町 7次 (新設) 19 救急（脳卒中） 令和2年11月

(仮)朝霞台駅前耳鼻科クリニック 朝霞市 7次 (新設) 3 救急（耳鼻科） 令和2年4月

129

順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院 越谷市 6次 (精神)226 200 救急、神経難病等 調整中

武里病院 春日部市 7次 (精神)274 46 在宅療養後方支援 令和2年4月

リハビリテーション天草病院 越谷市 7次 171 4 回復期リハビリ 平成31年3月

永井マザーズホスピタル 三郷市 7次 30 5 周産期 令和元年6月

しらみず産婦人科クリニック 越谷市 7次 (新設) 14 周産期 令和3年4月

三愛会総合病院 三郷市 7次 178 96 救急・地域包括ケア 令和3年8月

慶和病院 越谷市 7次 116 40 地域包括ケア 令和4年12月

(仮)埼友越谷病院 越谷市 7次 19 31 地域包括ケア 令和3年4月

みさと健和病院 三郷市 7次 282 20 地域包括ケア 令和3年11月

鳳永病院 草加市 7次 50 10 回復期リハビリ 令和4年9月

466

（仮）順天堂大学医学部附属埼玉国際先進医療センター 緑区 6次 (新設) 800 高度専門医療 令和6年3月

自治医科大学附属さいたま医療センター 大宮区 6次 628 3 NICU 調整中

岩槻南病院 岩槻区 6次 24 6 高度専門医療 調整中

809

伊奈病院 伊奈町 7次 151 30 地域包括ケア 令和4年7月

埼玉脳神経外科病院 鴻巣市 7次 68 19 救急・回復期リハ 令和2年2月

49

丸木記念福祉メディカルセンター 毛呂山町 7次 178 50 地域包括ケア 令和元年10月

笠幡病院 川越市 7次 136 15 緩和ケア 令和3年12月

愛和病院 川越市 7次 50 6 周産期 令和2年2月

三井病院 川越市 7次 83 50 地域包括ケア 令和4年9月

東松山市立市民病院 東松山市 7次 114 36 地域包括ケア 調整中

157

埼玉医科大学国際医療センター 日高市 7次 700 56 がん医療 令和3年11月

武蔵台病院 日高市 7次 93 6 回復期リハ 令和元年7月

並木病院 所沢市 7次 180 3 地域包括ケア 令和元年6月

圏央所沢病院 所沢市 7次 137 45 地域包括ケア 令和2年4月

北所沢病院 所沢市 7次 96 35 地域包括ケア 令和4年7月

所沢リハビリテーション病院 所沢市 7次 112 30 回復期リハ 令和3年10月

豊岡整形外科病院 入間市 7次 60 12 地域包括ケア 令和2年4月

さやま地域ケアクリニック 狭山市 7次 (新設) 19 在宅療養支援 令和3年7月

206

籠原病院 熊谷市 6次 25 12 地域包括ケア 令和2年2月

12

新久喜総合病院 久喜市 7次 300 91 高度専門医療 令和3年2月

羽生総合病院 羽生市 7次 311 80 回復期リハ、地域包括ケア 令和4年2月

パーク病院 白岡市 7次 50 20 在宅療養支援 令和3年4月

東埼玉総合病院 幸手市 7次 173 16 地域包括ケア 令和3年4月

207

2,279
6次 1,038
7次 1,241

計

今後の整備予定病床について

南部

※6次：令和元年12月末時点で未開設の第６次地域保健医療計画に基づく整備（予定）病床
※7次：第７次地域保健医療計画に基づく整備（予定）病床
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