
１．基本情報 【 年 月時点】

２．病床について （病床機能ごとの病床数（一般・療養））

日 日 日 日

% % % %

３．医療機能について

※　別紙参照

介護保険施設
等への移行合計

高度急性期
廃止

〇 その他

糖尿病 精神疾患 〇 在宅医療

〇 救急 災害

〇 心血管疾患

2025年に
向けた

病床活用の
見通し

●旧松井田町地域において唯一の病院であることから、急性期から回復期を担う一般病棟
（特に回復期に対応する地域包括ケア病床9床を含み計54床。）、回復期から慢性期を担
う療養病棟、それぞれの病床数について維持する必要があるのではないかと予測しており
ます。
●現時点でも、一般病棟および療養病棟においてリハビリテーションに力を入れておりま
すが、寝たきりを防ぎ、ご自宅に戻られるため、回復期における集中的なリハビリテー
ションなど回復期機能の充実を図り、対応する病床を確保する必要があると考えていま
す。

)

｢その他｣の
具体的な機能

結核の治療　・　認知症患者様の対応　・　リハビリテーション　・
企業の従業員や自治体の住民に対する健診（バスを用いた巡回検診を含
む。）

平均在院日数

現在

31.8

94.0

286.9

92.3病床稼働率

〇

精神疾患 〇

〇 へき地 周産期 小児

心血管疾患 〇 糖尿病 在宅医療

へき地

｢その他｣の
具体的な機能

結核の治療　・　認知症患者様の対応　・　リハビリテーション　・
企業の従業員や自治体の住民に対する健診（バスを用いた巡回検診を含
む。）

〇

床 ※ 床

2025年への対応方針

公益財団法人 群馬慈恵会　松井田病院

昭和3年1月、当時の国民病であった結核の治療と予防のための結核療養所として開設
されたのが始まりです。
昭和30年に129床に増床し県内外の結核患者の治療にあたってきました。また、同
年、結核の早期発見のための巡回検診をいち早く開始しました。昭和31年に無料低額
診療施設の指定を受けて以来、所得の低い方への医療にも力を入れています。
平成に入ってからも、平成12年・療養病棟を新設、平成15年・併設の老人保健施設
を開設、平成27年・人工透析を開始、平成29年・整形外科と耳鼻いんこう科を拡
充、など、地域のニーズに応じた医療の提供に努めております。

床109 床 54 床 床 55 床 床

群馬県安中市松井田町新堀1300-1
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急性期 回復期 慢性期

床床

科

医療機関名

沿革

109 床

合計

将来
(2025年)

所在地

休棟中等慢性期回復期急性期高度急性期

55 床床 54

14 (

〇

将来
(2025年)

救急 災害

内科・外科・整形外科・耳鼻いんこう科・呼吸器内科・呼吸器外科・消化器外
科・腎臓内科・人工透析内科・リウマチ科・糖尿病内科・循環器内科・アレル
ギー科・リハビリテーション科

周産期 小児 〇 その他

〇 がん 〇 脳卒中 〇

【2019年改訂版】

診療科目

現在

〇 がん 〇 脳卒中



４．連携している医療機関について

５．当院の特徴について

特徴的な

特徴的な

６．現状と今後の方針等

●2025年までの間、松井田地域においては、急速に人口が減少する一方、
高齢者の人数は増え、医療や介護のニーズは高まります。
●当院は、松井田地域唯一の病院として、他の医院・施設や、行政、医師会
などと協力して、地域のニーズに応じた医療介護を提供し続けます。
●当地域において、在宅医療を含めた良質なプライマリケアを提供するべ
く、総合診療・家庭医療、リハビリテーションの機能を強化し、また、各分
野の診療を継続します。
●65歳未満の人口、特に若年層が減少する中で、医療・介護に関わる人材
を育成します。定期的な勉強会参加など教育への投資を行います。
●結核に対する診療を継続できるよう努めます。

高崎総合医療センター 公立富岡総合病院 群馬大学医学部附属病院

主な紹介元医療機関

主な紹介先医療機関

●病棟においては、軽症急性期から慢性期までの診療を行っており、地域包
括ケア病床も有しています。高齢の患者様の比率が高くなっています。
●外来診療にも力を入れ、往診や訪問診療といった在宅医療にも力点を置い
ており、患者様のご自宅のほか、地域の施設等での診察も実施します。
●地域の診療所・施設や、当院併設の老健・居宅介護支援事業所・訪問看護
ステーション、系列の特別養護老人ホームなどと連携し、地域の方々に必要
な医療・介護を提供してまいります。

コミュニティホス
ピタル

●当院は、総合的に診療を行い、全人的な医療を遂行する医師が多く所属し
ていることが特徴です。
●一般外来においては、夕方診療を実施するなど、多くの方が受診しやすい
環境を整え、地域のみなさまにプライマリ・ケアを提供しています。
●専門外来においては、各医師の専門領域を生かし、呼吸器疾患、消化器疾
患、循環器疾患、腎臓疾患、リウマチ性疾患などの各領域について、積極的
な診療を行っています。

総合診療

安中市内の診療所・病院 高崎総合医療センター 公立富岡総合病院

その他
（県民・受診者への

メッセージ等）

・当院は、地域の医院や施設と連携して、質の高い、医療・介護を提供
して行きます。

・当院は、地域のみなさまに、「かかりつけ医」としての機能を提供し
ます。

・当院は地域の皆さまのニーズに応え、人工透析（送迎有り）、整形外
科、耳鼻いんこう科などを拡充しています。

当院の現状

●松井田地域においては、高齢化が進み、65歳以上の割合を示す高齢化率は
42.2%（平成27年国勢調査）と非常に高い値となっています。このような状況
において、特に、機能の維持回復のためのリハビリテーション、認知症への対
応、終末期の対応などが求められています。
●外来や病棟でのリハビリのほか、併設老人保健施設「せせらぎ苑」でのリハビ
リの提供、理学療法士や作業療法士等による訪問リハビリなどを提供していま
す。
●看護職員を中心に、認知症への理解を深め、認知症の患者様に対する医療の充
実を図っています。
●在宅まで含めた、終末期の医療の提供を行っております。
●西毛地区で唯一の結核病床を有し、結核の診療を行っております。

当院の未来像
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【 別  紙 】 

公益財団法人 群馬慈恵会 松井田病院 

 

医療機能について（詳細） 

がん (1)予防 

・各種がん検診の実施 

・禁煙外来の実施 

(2)治療等 

・血液検査、画像検査（エックス線検査、CT、超音波検査、内視鏡） 

・紹介を受けた患者様の診療 

・緩和ケアの実施 

・がん患者への在宅医療の提供 

脳卒中 (1)予防 

・高血圧、糖尿病、脂質異常症、心房細動、喫煙、過度の飲酒等の基礎

疾患および危険因子の管理 

・突然の症状出現時における対応について、本人および家族等患者の周

囲にいる者に対する教育、啓発 

(2)回復期 

・リハビリテーションの実施（病棟） 

・再発予防の治療や基礎疾患・危険因子の管理 

・誤嚥性肺炎等の合併症の予防…主治医、耳鼻いんこう科医師、言語聴

覚士、看護師等がチームで、嚥下機能の評価などを実施 

(3)維持期 

・リハビリテーションの実施（訪問リハビリ・併設老健） 

・再発予防の治療や基礎疾患・危険因子の管理 

・誤嚥性肺炎等の合併症の予防 

心血管疾患 (1)予防 

・高血圧、脂質異常症、喫煙、糖尿病等の危険因子の管理 

・初期症状出現時における対応について、本人および家族等患者の周囲

にいる者に対する教育、啓発 

(2)回復期・再発予防 

・リハビリテーションの実施（病棟） 

・再発予防の治療や基礎疾患・危険因子の管理 

・再発予防の検査の実施 

・在宅等への復帰の支援および在宅復帰後の在宅療養継続の支援 

・再発予防などに関し必要な知識を教えること 
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糖尿病 (1)初期・安定期 

・糖尿病の診断および生活習慣の指導 

・糖尿病外来の実施 

・糖尿病教室の実施 

・糖友会（糖尿病患者組織）の支援 

・低血糖およびシックデイにおける対応について、本人および家族等患

者の周囲にいる者に対する教育、啓発 

(2)専門治療 

・75gOGTT、HbA1c 等糖尿病の評価に必要な検査の実施 

・教育入院の受け入れ 

・食事療法、運動療法の指導 

・他の病医院との連携 

(3) 重症急性増悪時治療 

・糖尿病昏睡等急性合併症の治療 

(4) 重症急性増悪時治療 

・糖尿病性腎症に対する専門的な検査、治療の実施 

・尿一般検査、尿中微量アルブミン量検査、腎臓超音波検査の実施 

・血液透析の実施 

在宅医療 (1)かかりつけ医としての往診の提供 

・かかりつけの患者様の求めにより、往診を実施 

(2)訪問診療 

・併設の訪問看護ステーションや、近隣の訪問看護事業所、訪問介護事

業所、訪問薬剤師などと連携しての訪問診療の提供 

・退院後、主治医が継続しての訪問診療の実施 

(3) 在宅患者の支援 

・訪問診療を含むかかりつけの患者様の入院の積極的な受け入れ 

救急 ・救急医療に関しては、当院の常勤医のみでは対応しきれないため、群馬

大学より非常勤医師を派遣していただき、夜間を含めた救急医療に対応し

ております。 

へき地 ・旧松井田町地域唯一の病院として、医療の提供を継続します。 

（半径 5,000m 圏内人口：20,075 人（平成 27 年国勢調査）） 

結核 ・西毛地域唯一の結核病床を維持しております。 

・結核患者様の人工透析に対応可能です。 

・退院後の治療でも規則的な服薬を継続できるようにするために，入院中

から病院と保健所等が連携して DOTS カンファレンス（個別患者支援計

画の検討と評価等）を定期的に開催しながら。治療終了まで一貫した支援
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を行っています。 

健診 ・安中市内唯一の巡回健診（バス等を用いた健診）実施機関です。 

・日本初の「低床式ノンステップ車いす対応胸部検診バス」を共同開発す

るなど、障がいをお持ちの方や高齢の方に対応した健診を提供していま

す。 

 


