
【分類一覧】平成23年病院票

①開設者 ④病床の規模

計 計
厚生労働省 　２０～２９床
独立行政法人国立病院機構 　３０～３９
国立大学法人 　４０～４９
独立行政法人労働者健康福祉機構 　５０～９９
国立高度専門医療研究センター １００～１４９
国のその他 １５０～１９９
都道府県 ２００～２９９
市町村 ３００～３９９
地方独立行政法人 ４００～４９９
日赤 ５００～５９９
済生会 ６００～６９９
北海道社会事業協会 ７００～７９９
厚生連 ８００～８９９
国民健康保険団体連合会 ９００床以上
全国社会保険協会連合会
厚生年金事業振興団
船員保険会 ⑤救急告示の有無
健康保険組合及びその連合会
共済組合及びその連合会 計
国民健康保険組合 有
公益法人 無
医療法人
私立学校法人 ⑥承認等の状況（重複計上）
社会福祉法人
医療生協 計※

会社 地域医療支援病院
その他の法人 災害拠点病院
個人 開放型病院
医育機関（再掲） 在宅療養支援病院

※承認なしを含む

②病院の種類

計※

精神科病院
一般病院
※結核療養所を含む

③病床の種類

計
精神病床
感染症病床
結核病床
療養病床
一般病床
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【分類一覧】平成23年病院票

⑦診療科目（重複計上） ⑨夜間（深夜も含む）救急対応の可否
内科

計 計※

内科 ほぼ毎日可能
呼吸器内科 週３～５日可能
循環器内科
 週１～２日可能
消化器内科（胃腸内科） ほとんど不可能
腎臓内科 ※不詳を含む

神経内科 小児科
糖尿病内科（代謝内科） 計※

血液内科 ほぼ毎日可能
皮膚科 週３～５日可能
アレルギー科 週１～２日可能
リウマチ科 ほとんど不可能
感染症内科 ※不詳を含む

小児科 外科
精神科 計※

心療内科 ほぼ毎日可能
外科 週３～５日可能
呼吸器外科 週１～２日可能

心臓血管外科※ ほとんど不可能
乳腺外科 ※不詳を含む

気管食道外科 脳神経外科
消化器外科（胃腸外科） 計※

泌尿器科 ほぼ毎日可能
肛門外科 週３～５日可能
脳神経外科 週１～２日可能
整形外科 ほとんど不可能
形成外科 ※不詳を含む

美容外科 産科
眼科 計※

耳鼻いんこう科 ほぼ毎日可能
小児外科 週３～５日可能
産婦人科 週１～２日可能
産科 ほとんど不可能
婦人科 ※不詳を含む

リハビリテーション科 多発外傷への対応
放射線科 計※

麻酔科 ほぼ毎日可能
病理診断科 週３～５日可能
臨床検査科 週１～２日可能
救急科 ほとんど不可能
歯科 ※不詳を含む

矯正歯科 ⑩精神科救急医療体制
小児歯科
歯科口腔外科 計
※心臓血管外科には循環器外科を含む。 有

無
⑧救急医療体制

精神科

計※ 計※

初期（初期救急医療体制） ほぼ毎日可能
二次（入院を要する救急医療体制） 週３～５日可能
三次（救命救急センター） 週１～２日可能
救急医療体制無し ほとんど不可能
※不詳を含む ※不詳を含む
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【分類一覧】平成23年病院票

⑪禁煙外来 ⑱オーダリングシステム導入状況（重複計上）

計 計
有 検査
無 放射線

薬剤
⑫助産師外来 栄養

導入予定なし
計
有 ⑲医用画像管理システム（PACS）導入状況（重複計上）

無
医用画像管理システム有の病院計

⑬受動喫煙防止対策の状況 フィルムレス運用完全実施
フィルムレス運用一部実施

計※

敷地内を全面禁煙としている ⑳電子カルテシステム導入状況
施設内を全面禁煙としている
喫煙場所を設置し、非喫煙場所に煙が流れ出ないよう措置している 計
その他の措置を講じている 医療機関全体として導入している
何ら措置を講じていない 医療機関内の一部に導入している
※不詳を含む 具体的な導入予定がある

導入予定なし
⑭職員のための院内保育サービス

㉑電子カルテシステム活用状況範囲（重複計上）（全体導入－部分導入別）

計
院内保育サービスを実施している 導入している病院計
　院内の施設を利用 自施設内
　院外の施設を利用 患者へ情報提供
していない 他の医療機関と連携

⑮夜間保育 ㉒電子カルテシステム導入予定時期

計 具体的な導入予定がある病院計
有 平成23年度
無 平成24年度

平成25年度
⑯病児保育 平成26年度以降

計
有
無

⑰院内保育の利用者（重複計上）

院内保育を実施している病院計
自施設の医師・歯科医師
自施設の看護師・准看護師
その他の自施設の職員
併設施設の職員
その他
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【分類一覧】平成23年病院票

㉓医療安全体制の責任者 ㉖在宅医療サービスの実施状況（重複計上）
医療安全体制（全般）
計 計
医師 医療保険等による在宅サービスを実施している
歯科医師 　往診
薬剤師 　在宅患者訪問診療
看護師 　歯科訪問診療
診療放射線技師 　救急搬送診療
臨床検査技師 　在宅患者訪問看護・指導
臨床工学技士 　精神科在宅患者訪問看護・指導
その他 　在宅患者訪問リハビリテーション指導管理
配置していない 　訪問看護ステーションへの指示書の交付
院内感染防止対策 　在宅看取り
計 介護保険による在宅サービスを実施している
医師 　居宅療養管理指導（介護予防サービスを含む）
歯科医師 　訪問看護（介護予防サービスを含む）
薬剤師 　訪問リハビリテーション（介護予防サービスを含む）

看護師
診療放射線技師 ㉗特殊診療設備（重複計上）
臨床検査技師
臨床工学技士 計
その他 特定集中治療室（ICU）
配置していない 脳卒中集中治療室（SCU）
医療機器安全管理 母体・胎児集中治療室（MFICU）

計※ 無菌治療室（手術室は除く）
医師 放射線治療病室
歯科医師 外来化学療法室
薬剤師 新生児特定集中治療室（NICU）
看護師 心臓内科系集中治療室（CCU）
診療放射線技師 新生児治療回復室（GCU）
臨床検査技師 小児集中治療室（PICU）
臨床工学技士 陰圧室
※不詳を含む

医薬品安全管理 ㉘緩和ケア病棟

計※

医師 計
歯科医師 有
薬剤師 無
看護師
※不詳を含む ㉙緩和ケアチーム

㉔院内感染防止対策の責任担当者の状況 計
有

計 無
有
無

㉕院内感染防止対策のための施設内回診の頻度

計※

ほぼ毎日
週１回以上　
月２～３回程度
月１回程度
月１回未満
※無回答を含む
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【分類一覧】平成23年病院票

㉚検査等（重複計上） ㉞放射線治療の実施状況（重複計上）

計 計
骨塩定量測定 位置決め装置　Ｘ線シミュレーター
気管支内視鏡検査 位置決め装置　ＣＴシミュレーター
上部消化管内視鏡検査 放射線治療計画装置
大腸内視鏡検査 放射線治療（体外照射）
血管連続撮影 　リニアック・マイクロトロン（再掲）
　DSA（再掲） 　ガンマナイフ・サイバーナイフ（再掲）
　循環器DR（再掲） 放射線治療（腔内・組織内照射）
マンモグラフィー 　ＲＡＬＳ（再掲）
ＲＩ検査（シンチグラム） ＩＭＲＴ（強度変調照射）等の高精度照射あり
　SPECT（再掲）
PET ㉟新人看護研修の状況
PETCT
マルチスライスCT 新人看護職員がいる病院計※

その他のCT 新人看護職員
研修ガイドライン
に沿った
研修を実施している

MRI（1.5テスラ以上） 新人看護職員
研修ガイドライン
に沿わない
研修を実施している

MRI（1.5テスラ未満） 新人看護職員
研修を実施
していない
３D画像処理 ※不詳を含む

　冠動脈CT・心臓MRI(再掲)
㊱都道府県・指定都市

㉛手術等（重複計上）
別添「地域別表章」参照

計
全身麻酔（静脈麻酔は除く） ㊲都道府県・指定都市・中核市
内視鏡下消化管手術
悪性腫瘍手術 別添「地域別表章」参照
　食道（再掲）
　肺（再掲） ㊳二次医療圏
　胃（再掲）
　肝臓（再掲） 別添「地域別表章」参照
　胆嚢（再掲）
　膵臓（再掲）
　大腸（再掲）
　腎（再掲）
　前立腺（再掲）
　乳房（再掲）
　子宮（再掲）
人工透析
分娩（正常分娩を含む）
　帝王切開娩出術（再掲）

㉜分娩の取扱

計
有
無

㉝院内助産所の有無

分娩の取扱ありの病院計
有
無
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