
 
 

令和３年度第１回さいたま市地域医療構想調整会議 次第 

 

令和３年７月２９日（木） 

１９時００分～ 

１ 開  会 

 

 

２ 委員紹介・議長の選出 

 

 

３ 議  題 

（１） 令和３年度地域医療構想調整会議の協議内容について  

  【埼玉県保健医療政策課】資料 1-1～1-3  

 

（２） 令和元年度病床機能報告の定量基準分析結果について  

【埼玉県保健医療政策課】資料 2-1～2-3 

   

（３） 公立・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証について         

【埼玉県保健医療政策課】資料 3 

 

（４）さいたま市入退院支援ルール作成に向けた取組について 

                        【いきいき長寿推進課】資料 4 

 

 (５) その他 

 

 

４ 閉  会 

 

≪資料≫ 

次第、委員名簿、さいたま市地域医療構想調整会議設置要綱 

資料１－１ 令和３年度地域医療構想調整会議について 

資料１－２ 新たな医療提供体制等の整備 

資料１－３ 圏域別フェイスシート 

資料２－１ 令和元年度病床機能報告の定量基準分析結果について 

資料２－２ 令和元年度病床機能報告 各医療機関からの報告内容と定量基準分析結果につ

いて 

資料２－３ 令和元年度病床機能報告結果について（2025 年必要病床数との比較等） 

資料３   公立・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証について 

資料４   さいたま市における入退院支援ルールの作成について 

参考資料  さいたま保健医療圏医療機関配置図 



令和３年７月２９日現在

（任期：令和３年４月１日～令和５年３月３１日）

所　属 職　名 氏　名

1 一般社団法人浦和医師会 会長 登坂　英明

2 一般社団法人大宮医師会 会長 松本　雅彦

3 一般社団法人さいたま市与野医師会 会長 森　泰二郎

4 一般社団法人岩槻医師会 会長 林　承弘

5 さいたま赤十字病院 院長 安藤　昭彦

6 自治医科大学附属さいたま医療センター センター長 遠藤　俊輔

7 さいたま市民医療センター 院長 百村　伸一

8 医療法人社団協友会彩の国東大宮メディカルセンター 院長 藤岡　丞

9 地域医療機能推進機構さいたま北部医療センター 院長 黒田　豊

10 地域医療機能推進機構埼玉メディカルセンター 院長 吉田　武史

11 医療法人聖仁会西部総合病院 理事長 西村　直久

12 医療法人慈正会丸山記念総合病院 理事 丸山　泰幸

13 医療法人三慶会指扇病院　 理事長 鈴木　慶太

14 さいたま市立病院 院長 堀之内　宏久

オブザーバー 学校法人順天堂 理事 天野　篤

地域医療構想
アドバイザー

埼玉医科大学 特任教授 宮山　徳司

委　員

さいたま市地域医療構想調整会議委員名簿



 

 

さいたま市地域医療構想調整会議設置要綱 

 

 （設置） 

第１条 埼玉県地域医療構想（以下「構想」という。）の達成を推進するために、さい

たま保健医療圏（構想区域）における必要な事項について、さいたま地域保健医療協

議会設置要綱第８条の規定に基づき、より専門的な協議を行うことを目的とする専門

部会として、さいたま市地域医療構想調整会議（以下「調整会議」という。）を設置

する。 

 （業務） 

第２条 調整会議の所掌事項は、次の各号に掲げるものとする。 

 (1) 構想の推進に係る協議に関すること 

 (2) その他さいたま保健医療圏内の実情に応じ必要な事項 

 （組織） 

第３条 調整会議の委員は、医療関係者及び市職員をもって構成する。 

２ 調整会議には議長を置くこととし、議長は委員の互選により定める。 

３ 議長は、調整会議を代表する。 

４ 委員に就任するときは、委員就任承諾書（様式第１号）をさいたま市長に提出する

ものとする。 

５ 委員が任期途中で辞するときは、委員辞任届（様式第２号）をさいたま市長に提出

するものとする。 

 （委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任は妨げない。 

２ 委員が欠けた場合は補欠委員を置くこととし、その者の任期は、前任者の残任期間

とする。 

 （会議） 

第５条 調整会議は、議長が招集し、主宰する。 

２ 委員が調整会議に出席できないときは、調整会議の了承を得て代理の者を出席させ

ることができる。 

３ 議長は、必要に応じて委員以外の者に出席を求め、意見等を聴くことができる。 

４ 議長は、適宜、調整会議における議論等の内容を、さいたま地域保健医療協議会の

会長に報告するものとする。 

 （事務局） 

第６条 調整会議の事務局は、保健部において処理する。 

 （その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、調整会議の運営等に関し必要な事項は、議長と

事務局が協議して定めるものとする。 

 



 

 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月３日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
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【さいたま保健医療圏】           資料１－３ 

【埼玉県の基本データ】＜2015年＞ 平成 27年国勢調査 人口等基本集計 平成 27年 10月 

                ＜2025 年、2040 年＞ 日本の地域別将来推計人口 国立社会保障・人口問題研 
                          究所 平成 30年 3月 

＜出生数、死亡数＞人口問題研究 第 76巻 第 1号（2020 年 3月刊）国立社会保障・人口問題研究所 

 

人口総数 

人口増減率 

 

年齢３区分別人口 

 0～14 歳 

15～64 歳 

65 歳～ 

（うち 75歳～） 

出生数（前５年計） 

死亡数（前５年計） 

2015 年 

7,266,534 人 

2010→2015 

1.0％ 

人口に占める割合 

913,657 人(12.6%) 

4,548,531 人(62.6%) 

1,804,346 人(24.8%) 

(772,930 人(10.6%)) 

(2010～2015 年)290,381人 

(2010～2015 年)300,404人 

2025 年推計 

7,202,953 人 

2015→2025 

▲0.9％ 

人口に占める割合 

819,197 人(11.4%) 

4,350,217 人(60.4%) 

2,033,539 人(28.2%) 

(1,208,900 人(16.8%)) 

(2020～2025 年)245,881 人 

(2020～2025 年)392,036 人 

2040 年推計 

6,721,414 人 

2025→2040 

▲6.7％ 

人口に占める割合 

723,391 人(10.8%) 

3,700,406 人(55.0%) 

2,297,617 人(34.2%) 

(1,245,724 人(18.5%)) 

(2035～2040 年)225,543 人 

(2035～2040 年)477,188 人 

保健所  

市町村  

 

【圏域の基本データ】＜2015 年＞ 平成 27年国勢調査 人口等基本集計 平成 27年 10 月 

              ＜2025 年、2040 年＞ 日本の地域別将来推計人口 国立社会保障・人口問題研 
                        究所 平成 30年 3月 

＜出生数、死亡数＞人口問題研究 第 76巻 第 1号（2020 年 3月刊）国立社会保障・人口問題研究所 

 

人口総数 

人口増減率 

 

年齢３区分別人口 

 0～14 歳 

15～64 歳 

65 歳～ 

（うち 75歳～） 

出生数（前５年計） 

死亡数（前５年計） 

2015 年 

1,263,979 人 

2010→2015 

3.4％ 

人口に占める割合 

165,298 人(13.1%) 

810,314 人(64.1%) 

288,367 人(22.8%) 

(128,942 人(10.2%)) 

(2010～2015 年)54,086 人 

 (2010～2015 年)46,964 人 

2025 年推計 

1,312,452 人 

2015→2025 

3.8％ 

人口に占める割合 

157,541 人(12.0%) 

817,073 人(62.3%) 

337,838 人(25.7%) 

(202,033 人(15.4%)) 

(2020～2025 年)47,950 人 

(2020～2025 年)65,095 人 

2040 年推計 

1,302,432 人 

2025→2040 

▲0.8％ 

人口に占める割合 

147,737 人(11.3%) 

733,055 人(56.3%) 

421,640 人(32.4%) 

(228,972 人(17.6%)) 

(2035～2040 年)46,488 人 

(2035～2040 年)83,380 人 

保健所 さいたま市保健所 

市町村 さいたま市 

 

地域医療提供体制の推進に係る課題 
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参考データ（在宅医療）   厚生労働省関東信越厚生局「施設基準届出受理機関名簿」 

 2016 年 4月 1 日 2021 年 5月 1 日 

在宅時医学総合管理料及び施設入居時等 

    医学総合管理料届出医療機関数 

 

196 

（人口 10 万人当たり） 

(15.43) 

233 

（人口 10 万人当たり） 

(17.59) 

 

2025 年に向けて圏域が目指す姿 
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岩槻中央病院 121床

医療法人ひかり会クリニカル病院 168床

埼玉県立小児医療センター 316床

丸山記念総合病院 241床

さいたま記念病院 199床

大和田病院 91床

大宮共立病院 298床

さいたま赤十字病院 632床

さいたま市立病院 577床

医療法人博仁会共済病院 117床

医療法人秋葉病院 59床医療法人社団松弘会三愛病院 199床

医療法人栄寿会林病院 122床

医療法人社団望星会望星病院 58床

独立行政法人地域医療機能推進
機構埼玉メディカルセンター 395床

医療法人聖仁会西部総合病院 268床

さいたま市民医療センター 340床

社会福祉法人シナプス埼玉精神神経センター 116床

自治医科大学附属さいたま医療センター 628床

医療法人明浩会西大宮病院 198床

指扇療養病院 240床

指扇病院 226床

医療法人社団双愛会大宮双愛病院 90床

医療法人ヘブロン会大宮中央総合病院 255床

独立行政法人地域医療機能推進機構
さいたま北部医療センター 163床

医療法人社団協友会
彩の国東大宮メディカルセンター 337床

さいたま保健医療圏医療機関配置図

※令和３年４月１日現在
※一般病床及び療養病床の合計が20床以上の病院を記載

医療法人社団医凰会さいたま岩槻病院 90床

医療型障害児入所施設カリヨンの杜 60床

岩槻区

見沼区

緑区

南区

浦和区

大宮区

北区

中央区

桜区

西区

医療法人社団幸正会岩槻南病院 24床

医療法人石川病院 23床

医療法人川久保病院 39床

医療法人有隣会わかくさ病院 29床

医療法人社団弘象会東和病院 48床

医療法人宇治病院 47床

至誠堂冨田病院 28床

参考資料


