
区内病院（一般病院）聞き取り調査結果
平成 21年 11月 6日現在

資料５

医療機関名 H病院 I病院 J病院 K病院 L病院 M病院

特徴

高齢者医療（脳血管疾患回復期リ

ハ・脳ドック・物忘れ外来）

介護入所施設 7 ヶ所併設

高齢者医療・終末期医療（ホスピ

ス）・在宅医療（往診・訪問看護）

老人保健施設 1ヶ所併設

慢性期/終末期医療（長期療養・

看取り）

河北総合病院脳卒中センターと

の連携による発症早期の回復期

リハビリテーション

慢性期、維持期のリハビリテーシ

ョン

急性期後の回復期リハビリテー

ション

病床数

一般 140

療養 160（医療 52･介護 108）

計 300 床（内 回復期リハ 40）

一般 52（内 緩和ケア 20）

療養 147（医療 147）

計 199 床

療養 198（医療 198）

計 198 床

療養 135（医療 135）

計 135 床（内 回復期リハ 135）

療養 125（医療 125）

計 125 床（内 維持期リハ 30）

一般 41

療養 60（医療 60）

計 101 床（内 回復期リハ 101）

病床稼働率
93％ 一般/緩和ケア 50％

療養 95％

98％弱 96％ 93％ ほぼ 100％

平均在院日数
一般 60 日

療養 769 日 リハ 180 日

一般/緩和ケア 26日

療養 512 日 （6～8 月の平均）

400～600 日 77 日 155 日 85 日

スタッフ体制

医師:17（常勤 17）

歯科医師:1

看護師:79（常勤 79）【基準看護

一般 15:1 回復リハ 15:1 医療

療養 25:1 介護療養 6:1】

理学療法士:9 作業療法士:8

言語聴覚士:3 視能訓練士:1

医師：9.8（常勤 7・非常勤 2.8）

看護師：166.8（常 86・非 80.8）

【基準看護 5:1】

理学療法士:8.2 作業療法士:3

言語聴覚士:1 介護福祉士:26

医師：5.8（常勤 3・非常勤 2.8）

看護師：56.8（常 52・非 4.8）

【基準看護 20：1】

介護士:57.8（常 57・非 0.8）

理学療法士:2（常 1・非 1）

医師：13(常勤 7・非常勤 6）

看護師：53(常 47・非 6）

【基準看護 15：1】

介護士:29(常 20・非 9）

理学療法士:81(常 81）

医師：24(常勤 3・非常勤 21）

看護師：41(常 29・非 12）

【基準看護 25：1】

介護士:31(常 29・非 2）

理学療法士:30(常 5・非？）

医師：11～12

（常勤 5・非常勤 6～7）

看護師：67～68（常 60・非 7～8）

【基準看護 15:1】

理学療法士:21 作業療法士:18

言語療法士:5

検査設備

X 線検査・CT・MRI・血液検査 X 線検査・CT・血液検査・エコー・

心電図・消化管造影検査・消化管

内視鏡検査

X 線検査・CT・エコー・血液検査

（血算・生化学）

X 線検査・CT・エコー・血液検査

（血算・生化学）・筋電計・スパ

イロメーター

X 線検査・CT・エコー・血液検査

（血算・生化学）・胃内視鏡検査

X 線検査・CT

医療機関

連携体制

（病院）

他院との入転院受入:月10～12件

相互紹介先：久我山病院、樺島病

院、中野総合病院、日産厚生会玉

川病院、至誠会第二病院、杏林大

学病院、榊原記念病院等

・他院からの紹介：月 17 件

ホスピス/紹介元：武蔵野赤十字

病院、慶応大学病院、日大板橋病

院、国立がんセンター中央病院、

取手共同病院、東京医大、関東中

央病院、癌研究有明病院、JR 東京

総合病院、東京医療センター

一般/紹介元：国立国際医療セン

ター戸山病院、清川病院

・他院への紹介：月 1 件程度

紹介先：佼成病院、東京医大

他院からの紹介：月 7.5 件

紹介元：河北総合病院、清川病院、

荻窪病院、荏原病院（連携協定あ

り）、三宿病院等

他、J グループ内で病床調整あり

近年、区外や往診医からの紹介が

増加傾向あり

他院からの紹介：月 50 件

紹介元：河北総合病院、慶応大学

病院、東京警察病院、武蔵野赤十

字病院、東京医療センター、中野

総合病院等

他院からの紹介：月 20 件

紹介元：河北総合病院、久我山病

院、衛生病院、荻窪病院、清川病

院、慶応大学病院

連携先：河北総合病院

・他院からの紹介：月平均 10 件

紹介元：東京衛生病院、河北総合

病院、春山外科、東京医大、順天

堂練馬病院等より入院受入

・三次救急との連携：月 20 件

連携先：日赤武蔵野病院

診療所連携 医師間で連携を図っている ほとんど無し ほとんど無し なし ほとんど無し

医療連携室
有：総合サービス推進室

ケースワーカー3人

有：医療相談室

社会福祉士 3 人、臨床心理士 1 人

有：医療相談係

事務員 2 人

有：カスタマーサポートセンター

看護師 1 人、ＭＳＷ 6 人

有：医療福祉相談室

社会福祉士 2 人

有：医療相談室

社会福祉士 3 人

地域医療に関

する意見

医療スタッフの人材確保が困難。

人材充実のために適正報酬の支

援が必要。

「小児・産婦人科医療センター構

想」は、病院経営が困難で資金投

入の余地無し。最終的な受け皿と

しての療養介護施設の整備が必

要。脳外科・夜間の小児救急の受

入先がないことが問題。

入院患者の急変時や感染症（結

核）発症時等、転院先なく困窮し

ている。

診療所と二次救急病院との連携

強化により、脳卒中予備軍の患者

の早期発見・予防的指導と、発症

時の救急受入れ体制の仕組みづ

くりが必要である。

介護士不足（確保が困難）。 二・三次救急受入後の転院先の病

床確保と連携体制が重要。

今後高めたい

機能・増床改

築等の計画

・ 今後 4,5 年先に、改築と合わ

せ、病床転換・減床・増床（老

人保健施設／50 床の新設）を

検討中。

・ 医療スタッフ（医師・看護師）

の人材確保に斡旋業者を仲介

しているため、経済的負担が

膨大。

・ 平成 15 年に全面改築工事済

み。

・ 増床・病床転換の予定なし。

・ 医療スタッフ（医師・看護師）

の人材確保に斡旋業者を仲介

しているため、経済的負担が

膨大。

・平成 15 年大改装し耐震化済み、

増床・改築等の計画なし。

・ 回復期リハビリ病棟に、亜急

性期の患者を早期に受入れら

れるように機能を高めていく

予定。

・ 夜勤帯の看護人員配置を厚く

し、緊急検査体制を強化する。

・ 増改築計画なし。

・ 急性期医療機関からの受入れ

をする態勢作り。

土地の確保ができれば、移転・増

床もいとわないが、現在具体的な

計画なし。



区内病院（一般病院）聞き取り調査結果
平成 21年 11月 6日現在

資料５

医療機関名 N 病院 O病院

特徴

がん医療（緩和ケア・在宅医療）

クリニック・訪問看護ステーショ

ン各 1 ヶ所併設

救急告示病院（初期救急）

終末期医療（看取りも可）

人工透析

病床数

一般 33

計 33 床

一般 21

計 21 床（他 人工透析外来 24床）

病床稼働率
90％ 70％

平均入院日数
17.05 日 1年前後（最長 3～5 年）

スタッフ体制

医師：5.6（常勤 4・非常勤 1.6）

看護師：49.4（常 25・非 24.4）

【基準看護 7:1】

医師：5.5（常勤 1・非常勤 4.5）

看護師：9（常 6・非 3）

【基準看護 20：1 以下】

医療工学士:1

検査設備

X 線検査・CT・血液検査・エコー・

上部/下部内視鏡・気管支鏡

人工呼吸器（3 台）

X線検査・血液検査（生化学・血算・

CRP・動脈血ガス）・エコー・心電

図

医療機関

連携体制

（病院）

・他院との相互紹介：月 35～40 件

紹介元：各がん診療拠点病院

紹介先：各緩和ケア病棟

・他院との相互紹介：月 2～3 件

相互紹介先：東京医大・女子医大・

河北総合病院・佼成病院・杏林大

学病院・日赤武蔵野病院・吉祥寺

南病院・樺島病院・久我山病院

荻窪病院等

診療所連携
月 3～4 件：在宅支援診療所 月 1～2 件：杉並区医師会（3 組）

の登録医等

医療連携室
無

対応者：院長・看護部長

無

対応者：院長

地域医療に関

する意見

がん難民をなくす医療体制の構築

（区内訪問看護ステーションとの

連携体制づくり）、在宅療養医のリ

スト・麻薬（処方薬）を調剤でき

る薬局のリストの作成が必要。

・ 徒歩圏内で通院できる町中の

医療機関の役割は、高齢者の増

加とともに必要性が高まって

いる。

・ 在宅療養を診ることができる

診療所や訪問看護との連携体

制が区として必要。

・ 看護師の離職者が多く、人材確

保に苦慮している。

今後高めたい

機能・増床改

築等の計画

一般病床（2 床）を年内増床予定。

将来は、改築・建替えを検討中。

・ 増床・病床転換等の予定なし。

・ 現行の体制を維持しつつ、将

来、ストレッチャーで運べる距

離にケア付住宅を併設できた

らいいと夢あり。


