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対10万人

病床数

安東病院 川口市 22
川口工業総合病院 川口市 38
寿康会病院 川口市 13
東川口病院 川口市 8
川口誠和病院 川口市 24
河合病院 川口市 12
はとがや病院 川口市 40
益子病院 川口市 22
川口さくら病院 川口市 30
中島病院 戸田市 25

234 807,848 29.0
みずほ台病院 富士見市 17
イムス富士見総合病院 富士見市 42
さくら記念病院 富士見市 48
ＴＭＧ宗岡中央病院 志木市 20
堀ノ内病院 新座市 38
新座病院 新座市 32
新座志木中央総合病院 新座市 38
坪田和光病院 和光市 30
菅野病院 和光市 28
三芳野第２病院 ふじみ野市 15
富家病院 ふじみ野市 30
三芳野病院 三芳町 12

350 731,019 47.9
春日部厚生病院 春日部市 12
春日部嬉泉病院 春日部市 8
庄和中央病院 春日部市 10
みくに病院 春日部市 16
みさと健和病院 三郷市 60
三愛会総合病院 三郷市 27
埼玉回生病院 八潮市 34
慶和病院 越谷市 20
埼友草加病院 草加市 36

223 1,153,202 19.3
共済病院 緑区 18
東和病院 緑区 32
さいたま北部医療センター 北区 58
埼玉メディカルセンター 浦和区 46
西部総合病院 桜区 48
三愛病院 桜区 10
丸山記念総合病院 岩槻区 37
さいたま記念病院 見沼区 8

257 1,339,543 19.2
藤村病院 上尾市 8
埼玉県央病院 桶川市 36
桃泉園北本病院 北本市 16
こうのす共生病院 鴻巣市 38
伊奈病院 伊奈町 12

110 528,997 20.8

人口

さいたま

さいたま保健医療圏（８病院）　小計

県央

県央保健医療圏（５病院）　小計

南部

南部保健医療圏（１０病院）　小計

南西部

南西部保健医療圏（１２病院）　小計

東部

東部保健医療圏（９病院）　小計

埼玉県内の地域包括ケア病床を有する医療機関

医療圏 病院名 所在市町村 地域包括ケア病床数
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対10万人

病床数
人口医療圏 病院名 所在市町村 地域包括ケア病床数

武蔵野総合病院 川越市 60
池袋病院 川越市 8
帯津三敬病院 川越市 35
康正会病院 川越市 38
本川越病院 川越市 70
南古谷病院 川越市 28
赤心堂病院 川越市 42
行定病院 川越市 4
関越病院 鶴ヶ島市 37
坂戸中央病院 坂戸市 47
東松山医師会病院 東松山市 38
埼玉成恵会病院 東松山市 47
東松山市立市民病院 東松山市 12
武蔵嵐山病院 東松山市 18
小川赤十字病院 小川町 42
丸木記念福祉メディカルセンター 毛呂山町 50

576 790,945 72.8
埼玉西協同病院 所沢市 49
所沢ロイヤル病院 所沢市 32
並木病院 所沢市 32
所沢市市民医療センター 所沢市 11
所沢第一病院 所沢市 36
大生病院 狭山市 50
至聖病院 狭山市 10
入間川病院 狭山市 24
小林病院 入間市 18
原田病院 入間市 23
豊岡整形外科病院 入間市 24
入間ハート病院 入間市 12
武蔵台病院 日高市 11
旭ヶ丘病院 日高市 26

358 768,502 46.6
行田総合病院 行田市 51
行田中央総合病院 行田市 10
蓮田病院 蓮田市 59
国立病院機構東埼玉病院 蓮田市 30
蓮田一心会病院 蓮田市 10
蓮江病院 久喜市 24
東鷲宮病院 久喜市 36
東埼玉総合病院 幸手市 34
白岡中央総合病院 白岡市 14

268 630,319 42.5
埼玉慈恵病院 熊谷市 50
熊谷生協病院 熊谷市 40
熊谷外科病院 熊谷市 106
熊谷総合病院 熊谷市 42
藤間病院 熊谷市 10
あねとす病院 深谷市 33
本庄総合病院 本庄市 48
岡病院 本庄市 32
鈴木外科病院 本庄市 36
青木病院 本庄市 37
籠原病院 熊谷市 8
本庄駅前病院 本庄市 6

448 496,567 90.2

西部

西部保健医療圏（１４病院）　小計

利根

利根保健医療圏（9病院）　小計

北部

北部保健医療圏（１2病院）　小計

川越比企

川越比企保健医療圏（１６病院）　小計
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対10万人

病床数
人口医療圏 病院名 所在市町村 地域包括ケア病床数

町立小鹿野中央病院 小鹿野町 30
秩父市立病院 秩父市 36
秩父第一病院 秩父市 16

82 91,754 89.4
2,906 7,338,696 39.6

※医療圏人口：埼玉県人口推計 令和４年８月１日現在

秩父

秩父保健医療圏（３病院）　小計
合　計（９８病院）

※出典：関東信越厚生局「地域包括ケア病棟入院料及び入院医療管理料」の届出を行っている医療機関(令和４年８月１日現在)
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