
公立病院の２０２５年に向けた方針

（１）４機能ごとの病床のあり方について
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高度急
性期 急性期 回復期 慢性期

岡山市立市民病院 387 387 387 13 374 387 13 374 0 13 △ 13 0 0

岡山市立せのお病院 60 60 60 60 60 60 0 0 0 0 0

国立病院機構
岡山市立金川病院

30 30 30 30 30 30 0 0 0 0 0

岡山市久米南町組合立
国民健康保険福渡病院

60 60 60 60 52 32 20 △ 8 0 △ 28 20 0

一般病床（60床）のうち、20床を地
域包括ケア病床に転換。全体の病
床数を8床減少（60床→52床）。
（平成29年１０月1日)

備前市国民健康保険
市立備前病院

90 90 90 46 44 90 46 22 22 0 0 △ 44 22 22
療養病床44床のうち22床を地域包
括ケア病床へ変更（既に実施済み）

備前市国民健康保険
市立日生病院

92 40 52 92 40 52 92 40 52 0 0 0 0 0

備前市国民健康保険
市立吉永病院

50 50 50 50 50 40 10 0 0 △ 10 10 0
地域包括ケア病床に変更し、在宅
医療の充実を図るため

瀬戸内市立
瀬戸内市民病院

110 110 110 110 110 50 60 0 0 △ 60 60 0

・平成28年10月新病院へ移行する
にあたり、急性期30床を回復期リハ
ビリテーション病床へ移行。
・新病院移行後、3病棟としている
が、そのうち1病棟を地域包括ケア
病棟30床とし、回復期リハビリテー
ション病棟30床、一般病棟（急性
期）50床へ変更。実施時期は、
2025年度までに。

総 　　　　　計 879 0 797 30 52 879 13 740 30 96 871 13 642 142 74 △ 8 13 △ 155 112 22

（H29.9備前保健所調べ）
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第７次県保健医療計画基準日
A
（平成27年４月1日時点[平成26
年度病床機能報告調整]）
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（2）診療科の見直しについて
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（診療科の見直しがある場合）
具体的な方針及び計画

岡山市久米南町組合立
国民健康保険福渡病院

備前市国民健康保険
市立備前病院

国立病院機構
岡山市立金川病院

岡山市立せのお病院

岡山市立市民病院

内科・外科・整形外科・眼科・耳鼻咽喉科・リハビリテー
ション科・皮膚科・泌尿器科・放射線科

内科、消化器内科、呼吸器内科、アレルギー科、循環器内科、神経内
科、診療内科、精神科、外科、呼吸器外科、消化器外科、血管外科、
整形外科、形成外科、脳神経外科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう
科、小児科、皮膚科、泌尿器科、麻酔科、放射線科、リハビリテーショ
ン科、リウマチ科、病理診断科、救急科

現　　在
（プラン策定時点）

内科・外科・整形外科・眼科・耳鼻咽喉科・リハビリテーション
科・皮膚科・泌尿器科・放射線科

内科・外科・リハビリテーション科・眼科・皮膚科 内科・外科・リハビリテーション科・眼科・皮膚科

将　　来　B
（平成37年度（2025年度））

内科、消化器内科、呼吸器内科、アレルギー科、循環器内科、神経内科、
診療内科、精神科、外科、呼吸器外科、消化器外科、血管外科、整形外
科、形成外科、脳神経外科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、小児科、皮
膚科、泌尿器科、麻酔科、放射線科、リハビリテーション科、リウマチ科、病
理診断科、救急科

・利用者が極めて少ない婦人科（月1
回）の廃止を検討

内科、外科、整形外科、リハビリテーション科、眼科、
精神科、脳神経外科、泌尿器科、循環器内科、心臓血管
外科、形成外科、放射線科（計１2診療科）

婦人科

内科、外科、整形外科、リハビリテーション科、眼科、精神科、脳神
経外科、泌尿器科、循環器内科、心臓血管外科、形成外科、放射
線科（計１２診療科）

内科、外科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、神経内
科、脳神経外科、整形外科、皮膚科、泌尿器科、婦人科、リハ
ビリテーション科、放射線科、臨床検査科、麻酔科

内科、外科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、神経内科、脳
神経外科、整形外科、皮膚科、泌尿器科、婦人科、リハビリテーショ
ン科、放射線科、臨床検査科、麻酔科

精神科
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瀬戸内市立
瀬戸内市民病院

備前市国民健康保険
市立吉永病院

備前市国民健康保険
市立日生病院

内科、外科、循環器内科、脳神経外科、整形外科、リウマチ
科、泌尿器科、婦人科、眼科、リハビリテーション科、放射線科

内科、外科、循環器内科、脳神経外科、整形外科、リウマチ科、泌
尿器科、婦人科、眼科、リハビリテーション科、放射線科

現　　在
（プラン策定時点）

将　　来　B
（平成37年度（2025年度））

（診療科の見直しがある場合）
具体的な方針及び計画

内科、外科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、神経内
科、呼吸器外科、消化器外科、心臓血管外科、脳神経外科、
整形外科、精神科、小児科、泌尿器科、婦人科、眼科、リハビ
リテーション科、放射線科、麻酔科

内科、外科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、神経内科、呼
吸器外科、消化器外科、心臓血管外科、脳神経外科、整形外科、
精神科、小児科、泌尿器科、婦人科、眼科、リハビリテーション科、
放射線科、麻酔科

内科、外科、眼科、脳神経外科、整形外科、皮膚科、耳
鼻咽喉科、小児科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内
科、心療内科、麻酔科、リハビリテーション科

内科、外科、眼科、脳神経外科、整形外科、皮膚科、耳鼻咽
喉科、小児科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、心療
内科、麻酔科、リハビリテーション科

・すべての診療科を維持する。
・整形外科、脳神経外科は、可能な限り
常勤医を確保する。


