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本日は、連合会病院における新型コロナウィルス感染症対応についてお話しさせていた
だきます。 
連合会病院は、全国に３２ありますが、国家公務員共済組合の組合員である国家公務員と、
その家族、OＢ、さらには地域住民に良質な医療サービスを提供することを使命としており
ます。 
 
新型コロナへの対応は、２０２０年２月のダイアヤモンド・プリンセス号事件から始まり

ました。これは、大変だなと実感したのは、コロナ患者の搬送に派遣された横浜南共済病院
の救急車が、テレビのニュースに映し出されたところ、たちまち横浜南共済病院での受診控
えが起こったことからでした。救急車のコロナ患者は、他の病院からの依頼でその病院に運
ばれたのに、そうなったのです。その後、別の地方の連合会病院をコロナ感染を知らずに受
診した患者が、その後、感染者だと判明し、それが公表されたところ、その連合会病院でも
たちまち患者の受診控えが起こりました。 
 
そのような人々の反応の背景にあったのが、当時、報じられていた欧米での新型コロナ感

染症被害の深刻さでした。日本では、屋形船で感染者が出たといったことが、ワイドショー
で話題になっていましたが、イタリアやニューヨークでは、コロナによる死者が激増し、埋
葬が間に合わず、棺桶が教会や体育館に並べられたり、食肉運搬用の冷凍車に保管されたり、
ハドソン湾に病院船が回送されてきたりといった画像がお茶の間に流れていました。 
 
３月に国会で特別措置法が成立し、４月に東京都が初の緊急事態宣言を発出し、４月１７

日には厚労省のクラスター対策班メンバーの西浦教授が、人との接触を 8 割制限しないと
42 万人が死亡するとの試算を公表しました。それは、かつての記憶、すなわち世界人口が
今の４分の１の２０億人だった時代に５０００万人から２億人が亡くなったとされるスペ
イン風邪での日本の死者が３９万人だったことからすれば、いかにもという試算でした。 
 
そのような中、連合会の病院では、７月１６日に第１回の新型コロナウィルス対応検証会

議を開きました。この会議は、その後、４度にわたって開催しました。 
７月１６日の最初の会議では、ダイヤモンド・プリンセス号に対応した横須賀共済病院や立
川病院の体験、感染が最初に深刻化した北海道の斗南病院やＫＫＲ札幌医療センターの体
験などについての情報交換を行いました。また、患者の受診控えから、連合会病院全体とし
て大幅な赤字が見込まれたことから、経営問題についての議論も行いました。 
 
その会議のすぐ後の７月２２日に発生したのが、連合会病院での初のクラスター感染で

す。この時は、亡くなった方はおられなかったのですが、病棟閉鎖などが必要になり、コロ
ナ患者受け入れの難しさを思い知らされました。 
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その後、１１病院１４件のクラスターが発生しました。特に厳しかったのが、２０２０年
１１月中旬から翌２０２１年１月にかけての C 病院でした。C 病院は、高度の医療を提供
している病院で、他の病院から重症患者の転院を受け入れることも多いのですが、この時は、
第３波の感染拡大の中、当初、陰性だった受け入れ患者が、その後コロナ陽性と判明したの
です。その患者さんを感染源に、病院職員に感染し、２０名の患者さんにも感染し、元々免
疫不全の状態にあった方など１０名がお亡くなりになりました。 
 
そのような中、連合会では、２０２１年１月２９日に、「新型コロナウィルス感染症対応

病床確保に関する緊急会議」を開催しました。そこで問題となったのが、虎の門病院がほと
んど満床でパンク状況なのに、他の病院でコロナ病床がほとんど使われていないところが
あるという問題でした。当時、マスコミでは、東京で新型コロナ患者の救急車がたらいまわ
しにされてなかなか入院できない、病床使用率が５０％を超えると危機的だといったこと
が報じられていましたが、その時の会議では、北海道の斗南病院が３２０％もの病床使用率
になっていること、地元の商店などから多くの差し入れがあることも話題となりました。 
そういった問題は、２月１７日に開催した「斗南病院の対応、東京都の下り患者搬送体制

に関する意見交換会」での議題とされました。会議では、静岡県で病床使用の情報が、全て
の病院間で共有されていることも紹介されました。 
 
それらの会議からの結論は、東京都ではコロナ病床の情報が関係病院間で共有されてい

ないので、病床調整を行っている保健所がパンクした場合、病院間で自主的に補完すること
ができなくなっているのではないかということでした。そこで、連合会として、４月２５日
に、東京都に対して「コロナ対応病床等に係る情報開示について」の要望を行いました。こ
の時の要望は、非公開で行いましたが、要は、保健所がパンクしても、病床の情報が関係の
病院間で分かっていれば、オーバーフローしている病院が、空き病床のある病院に、患者の
受け入れを要請することができるのではないかということでした。ところが、この要望に対
する都の答えは、病床情報を関係病院に開示することは、都に登録してもらっている病院と
の間の信頼関係を損なうことになるので、できないというものでした。 
 
東京都に公開を要望したのは、補助金を受けている病床の情報です。補助金を受けている

病床は、原則的にすぐにコロナ患者を受け入れなければならないことになっています。補助
金を受けながら、コロナ患者を受け入れていない病床の情報を、都とその病院との信頼関係
があるからという理由で開示しないというのは、なんとも納得のいかないものでしたが、４
月の時点では、感染も下火になっていましたので、それ以上の要望は行いませんでした。 
 
ところが、その後、７月に入ったころから第５波の感染拡大が始まりました。そこで、厚

労省にも説明し、コロナ対策担当の西村大臣にもお断りしたうえで、７月２９日、東京都に
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対して、もう一度要望いたしました。その後、国は、１０月１５日に出した、「次の感染拡
大に向けた安心確保のための取り組みの全体像の骨格」において、医療体制の稼働状況の徹
底的「見える化」を打ち出しましたので、病床の情報公開は、今後、国ベースで進んでいく
ものと思われます。 
 
以下、連合会が行った、その他の新型コロナ感染症対応をごく要点だけお話しします。 
―連合会病院では、早くから帰国者・接触者・発熱外来を設けて診察にあたりました。 
―２０２０年の６月からは、実務者による会議を開催してノウハウの共有に努め、２０
２１年には地域住民へのワクチン接種に協力しました。 
―大変感謝されたのが、政府からの要請にこたえて、大阪府や沖縄県に看護師を派遣し
たことでした。 
―２０２０年の 9 月には、連合会関係者のコロナ感染症への不安に対処するために、
虎の門病院の看護師さんによる電話相談窓口を設けました。 
―連合会の宿泊施設では、コロナで泊まり込みが必要になった医療関係者への支援を
行いました。 

 
斗南病院の病床使用率が３２０％にもなっていたことをご紹介しましたが、それは斗南

病院で基本的に全医師、全看護師がコロナ患者に対応したことから可能になったことでし
た。それは、連合会の他の病院でも、とてもできなかったことです。それについて、斗南病
院の院長（奥芝）は、斗南病院は、かつて大赤字でボロボロだった病院を建て直したという
経験を持っており、その DNAが生かされたのではないかと話しておられました。 
実は、どこの病院とは申せませんが、連合会病院の中にも、新型コロナ患者を入院させる

なら、自分はやめるという医師がいて、当初、コロナ患者を受け入れなかった病院もありま
した。新型コロナは潜伏期でも感染しますから、それはステルスの対人地雷のようなもので
す。諸外国では、多くの医療関係者の死亡も報じられていました。見えない恐怖は、医師で
も感じるのです。しかしながら、その病院も、院長の粘り強い説得で、その後、コロナ患者
を受け入れるようになりました。 
 
連合会病院の経験からしますと、新型コロナ感染症への対応のような、誰にも確実なこと

がわからない不安な状況の中で大事なのが、医師、看護師、事務部門、３者の連携です。そ
して、その連携の要にあるのが病院長のリーダーシップです。医師が、当初、コロナ患者の
受け入れに抵抗していた病院も、その後は、院長のリーダーシップの下、沖縄に看護師を派
遣したりと積極的に対応するようになり、帰ってきた看護師は、大変勉強になったと話して、
院内の雰囲気が全く変わったとのことでした。 
 
それにしても、新型コロナ対応で、最も負担が大きかったのは看護師さんたちでした。コ
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ロナ患者の大半を占める中等症以下の患者は、急変する危険性があるという点を除けば、悪
性の風邪と同じですから、医師は、日に１－２回、短時間の診察をすればいいのです。とこ
ろが、看護婦さんたちは、防護服を着たままで、医療行為の補助だけでなく、食事、清掃、
身の回りの世話まで求められます。認知症患者が入院してくれば、徘徊防止といった点にも
気を付けなければなりません。防護服は、１回ずつ使い捨てですが、着る時よりも脱ぐとき
に感染に気を付けなければならない厄介なものですから、どうしても着たままになります。
汗だくになって、大変なことになったりします。さらには、子供がいれば、保育園に受け入
れてもらえないなど、地域での、いわれのない誹謗中傷を受けたりもしました。日常的にコ
ロナ患者に接触していることから自分が感染すること、それによって感染源となることへ
の不安や恐怖から家族と長期間、隔離してホテル住まいしながらの通院といったこともあ
りました。ですから、大阪や沖縄への看護師の派遣が、大変感謝されたのです。 
 
各病院では、そのような看護師さんを中心とした医療関係者に、患者対応への緊張感、多

忙感、疲労感に加え、長期の強度なストレスの後のバーンアウト等についてのメンタル・サ
ポートを行ってきました。本部としても、メンタル・サポートについて、今後ともしっかり
とフォローしていくことにしています。 
 
最後に、わが国の新型コロナ感染対応は、コロナ敗戦などと言われたりしますが、諸外国

に比べてむしろ優れていたことをお話しさせていただきます。それは、資料に付けたファイ
ナンシャルタイムズ紙のデータを見ていただけば明らかです。これは、新型コロナ発生から
の世界の死者の推移のグラフですが、ここに日本は登場しないのです。日本のコロナによる
死者が、世界でいえば全く注目に値しないほど少なかったからです。 
諸外国、特に米国などでは、コロナによる死者が大幅に増えて、平均寿命が１－２歳も短く
なったのですが、日本では、コロナによる死者が抑えられる中、季節性のインフルエンザに
よる死者なども少なく、平均寿命はむしろ伸びたくらいだったのです。 
 
これは、マスクや手洗いといった国民の多大な努力に加えて、連合会病院をはじめとする

わが国の医療関係者の献身的な貢献によるものだったということを申し上げて、話を終わ
らせていただきます。 
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2020年2月
○ 行政等からの横浜港ダイヤモンド・プリンセスに関する協力依頼

１）人材派遣
・DMAT派遣：乗客等の搬送（横浜南共済病院、横須賀共済病院）

神奈川県庁内での後方支援（立川病院）
・薬剤師派遣：乗客の服薬指導（横浜南共済病院）
・臨床検査技師派遣：船外での検体仕分け作業（横須賀共済病院）
・看護師派遣：船内での問診票作成（横浜南共済病院）

２）患者受入れ（入院）
3病院8名（立川病院、虎の門病院、横浜南共済病院）

連合会病院 感染拡大初期の対応



行政への対応【直営・旧令】

 病床確保のほか、検査所や軽症者用ホテル等への職員派遣、検査所設置協力等への依頼に対応

病院 依頼内容

直

営

斗南
◎ ホテル宿泊療養者対応（医師１名・看護師４名派遣：4/28～5/7）
○ ドライブスルー検査所設置への協力
○ プレハブ検査所設置への協力（2棟：ウォークイン用・待合用と採取用）

水府 ◎茨城県中央保健所ドライブスルー検査所へ派遣（医師・看護師派遣：5/28～）

立川 ●厚労省からの要請により神奈川県庁内で後方支援 （2/18のみ）

九段坂 ◎千代田区PCR検査所への派遣（医師・看護師・事務の3名派遣：現在継続中）

北陸 ◎ホテル宿泊療養者対応（看護師2名派遣：4/23～）

吉島
◎舟入市民病院（感染症指定病院）への後方支援（PCR検査）（～5/15）
◎見真学園（福祉施設）への医療支援依頼（医師・看護師1名派遣：～5/15）

旧

令

横須賀

● 横浜港ダイヤモンド・プリンセスからの搬送協力および主に船外での検体の仕分け作業
（臨床検査技師派遣：2/15～2/22）

◎『神奈川モデル』構築に係る職員派遣（１名）
◎ 横須賀市救急医療センターの発熱外来（コロナ外来・PCR外来）への派遣（医師・検査技師・看護師、週3日：4/24～）

横浜南
● 横浜港ダイヤモンド・プリンセスからの搬送協力および薬剤師による乗客の服薬指導
● 横浜港ダイヤモンド・プリンセスへの派遣・対面による問診表作成（看護師1名：2/19派遣）

横浜栄 ○ ドライブスルー検査所設置場所の提供（栄区医師会、港南区医師会）

○…検査所設置協力 ◎…職員派遣協力 ●…DMAT派遣協力



大阪府看護師派遣状況
病院名 役職名等 派遣先 日数 宿泊先

熊本中央病院 病棟師長 北大阪ほうせんか病院 R3.4.26 ~ 5.2 7 東横イン新大阪駅東口

病棟看護師 北大阪ほうせんか病院 R3.4.26 ~ 5.5 10 東横イン新大阪駅東口

ICU看護師 大阪コロナ重症センター R3.5.6 ~ 5.19 14 難波南クリスタルホテル

新別府病院 手術室看護師 関西医科大学総合医療センター R3.5.1 ~ 5.10 10 黒門クリスタルホテル

札幌医療センター 病棟看護師 大阪コロナ重症センター R3.5.10 ~ 5.17 8 難波南クリスタルホテル

吉島病院 病棟看護師 関西医科大学総合医療センター R3.5.3 ~ 5.22 20 黒門クリスタルホテル

病棟看護師 りんくう総合医療センター R3.5.7 ~ 5.21 15 関西エアポートワシントンホテル

病棟看護師 りんくう総合医療センター R3.5.7 ~ 5.21 15 関西エアポートワシントンホテル

病棟看護師 りんくう総合医療センター R3.6.1 ~ 6.15 15 関西エアポートワシントンホテル

病棟師長 りんくう総合医療センター R3.5.14 ~ 5.27 14 関西エアポートワシントンホテル

外来看護師 りんくう総合医療センター R3.6.1 ~ 6.15 15 関西エアポートワシントンホテル

高松病院 病棟看護師 大阪コロナ重症センター R3.6.1 ~ 6.7 7 難波南クリスタルホテル

北陸病院 手術室看護師 りんくう総合医療センター R3.6.1 ~ 6.14 14 関西エアポートワシントンホテル

新小倉病院 病棟看護師 りんくう総合医療センター R3.6.1 ~ 6.15 15 関西エアポートワシントンホテル

呉共済病院 病棟看護師 ｽﾏｲﾙﾎﾃﾙﾌﾟﾚﾐｱﾑ大阪東心斎橋 R3.5.25 ~ 5.31 7 黒門クリスタルホテル

人数計 15 201

派遣期間

佐世保共済病院

広島記念病院

水府病院
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		佐世保 サセボ		中西 ナカニシ		病棟看護師 ビョウトウ カンゴシ		北大阪ほうせんか病院 キタオオサカ ビョウイン		44312		~		5.5		10		東横イン新大阪駅東口 トウヨコ シンオオサカ エキ ヒガシグチ		〃

並木 健一: ◆R3.5.10（月）確認
・5/6に佐世保に帰郷。
・帰郷後、2週間の自宅待機を行う。

		佐世保 サセボ		脇濱 ワキハマ		ICU看護師 カンゴシ		大阪コロナ重症センター オオサカ ジュウショウ		44322		~		5.19		14		難波南クリスタルホテル ナンバ ミナミ		〃

		新別府 シンベップ		山月 ヤマツキ		手術室看護師 シュジュツシツ カンゴシ		関西医科大学総合医療センター カンサイイカダイガク ソウゴウイリョウ		44317		~		5.10		10		黒門クリスタルホテル クロモン		44314

		札幌医療センター サッポロ イリョウ		瀬戸 セト		病棟看護師 ビョウトウ カンゴシ		大阪コロナ重症センター オオサカ ジュウショウ		44326		~		5.17		8		難波南クリスタルホテル ナンバ ミナミ		44316

		吉島 ヨシジマ		筒井 ツツイ		病棟看護師 ビョウトウ カンゴシ		関西医科大学総合医療センター カンサイイカダイガク ソウゴウイリョウ		44319		~		5.22		20		黒門クリスタルホテル クロモン		〃

		水府 スイフ		小野瀬		病棟看護師 ビョウトウカンゴシ		りんくう総合医療センター		44323		~		5.21		15		関西エアポートワシントンホテル		〃

		水府 スイフ		鈴木 スズキ		病棟看護師 ビョウトウカンゴシ		りんくう総合医療センター		44323		~		5.21		15		関西エアポートワシントンホテル		〃

		広島記念 ヒロシマ キネン		酒井 サカイ		病棟師長 ビョウトウ シチョウ		りんくう総合医療センター		44330		~		5.27		14		関西エアポートワシントンホテル		〃

		広島記念 ヒロシマ キネン		野村 ノムラ		外来看護師 ガイライ カンゴシ		りんくう総合医療センター		44348		~		44362		15		関西エアポートワシントンホテル		5/7大阪府へTEL予定 オオサカフ ヨテイ

		高松 タカマツ		内海 ウツミ		病棟看護師 ビョウトウ カンゴシ		大阪コロナ重症センター オオサカ ジュウショウ		44348		~		6.7		7		難波南クリスタルホテル ナンバ ミナミ		44322

		北陸 ホクリク		中谷 ナカタニ		手術室看護師 シュジュツシツ カンゴシ		りんくう総合医療センター		R3.6.1		~		6.14		14		関西エアポートワシントンホテル		44328

		新小倉 シンコクラ		櫛山 クシヤマ		病棟看護師 ビョウトウカンゴシ		りんくう総合医療センター		44348		~		6.15
6.30

上田 徹: 当初、6/30までの予定で派遣するも、派遣先のりんくう総合医療ｾﾝﾀｰが大分落ち着いてきたとのことで短縮となった。		15
30		関西エアポートワシントンホテル		44329

		水府 スイフ		石原 イシハラ		病棟看護師 ビョウトウカンゴシ		りんくう総合医療センター		44348		~		6.15		15		関西エアポートワシントンホテル		44333

		呉 クレ		神笠 カミカサ		病棟看護師 ビョウトウカンゴシ		ｽﾏｲﾙﾎﾃﾙﾌﾟﾚﾐｱﾑ大阪東心斎橋 オオサカ ヒガシシンサイバシ		44341		~		5.31		7		黒門クリスタルホテル クロモン		44372



				人数計 ニンズウ ケイ		15										186

																				

並木 健一: ◆合計欄設定
※数式注意		

並木 健一: ◆R3.5.10（月）確認
・5/6に佐世保に帰郷。
・帰郷後、2週間の自宅待機を行う。		※北大阪ほうせんか病院・・・新型コロナ軽症・中等症受入病院 キタオオサカ ビョウイン シンガタ ケイショウ チュウトウショウ ウケイレビョウイン												※大手前病院1名は大阪府からの連絡なし オオテマエビョウイン メイ オオサカフ レンラク





































Sheet1 (2)

		大阪府看護師派遣状況 オオサカフ カンゴシハケン ジョウキョウ

		病院名 ビョウインメイ		役職名等 ヤクショクメイ トウ		派遣先 ハケンサキ		派遣期間 ハケン キカン						日数 ニッスウ		宿泊先 シュクハクサキ		確認日 カクニンビ

		熊本中央病院 クマモト チュウオウ ビョウイン		病棟師長 ビョウトウ シチョウ		北大阪ほうせんか病院 キタオオサカ ビョウイン		44312		~		5.2		7		東横イン新大阪駅東口 トウヨコ シンオオサカ エキ ヒガシグチ		44309		※７連勤で、途中に半日休が２回あったとのこと。派遣当初は看護師が少なく大変だったが、後半は看護師が増え、負担は減ったとのこと。 レンキン トチュウ ハンニチ キュウ カイ ハケントウショ カンゴシ スク タイヘン コウハン カンゴシ フ フタン ヘ

		佐世保共済病院 サセボ キョウサイ ビョウイン		病棟看護師 ビョウトウ カンゴシ		北大阪ほうせんか病院 キタオオサカ ビョウイン		44312		~		5.5		10		東横イン新大阪駅東口 トウヨコ シンオオサカ エキ ヒガシグチ		〃

並木 健一: ◆R3.5.10（月）確認
・5/6に佐世保に帰郷。
・帰郷後、2週間の自宅待機を行う。

				ICU看護師 カンゴシ		大阪コロナ重症センター オオサカ ジュウショウ		44322		~		5.19		14		難波南クリスタルホテル ナンバ ミナミ		〃

		新別府病院 シンベップ ビョウイン		手術室看護師 シュジュツシツ カンゴシ		関西医科大学総合医療センター カンサイイカダイガク ソウゴウイリョウ		44317		~		5.10		10		黒門クリスタルホテル クロモン		44314

		札幌医療センター サッポロ イリョウ		病棟看護師 ビョウトウ カンゴシ		大阪コロナ重症センター オオサカ ジュウショウ		44326		~		5.17		8		難波南クリスタルホテル ナンバ ミナミ		44316

		吉島病院 ヨシジマ ビョウイン		病棟看護師 ビョウトウ カンゴシ		関西医科大学総合医療センター カンサイイカダイガク ソウゴウイリョウ		44319		~		5.22		20		黒門クリスタルホテル クロモン		〃

		水府病院 スイフ ビョウイン		病棟看護師 ビョウトウカンゴシ		りんくう総合医療センター		44323		~		5.21		15		関西エアポートワシントンホテル		〃

				病棟看護師 ビョウトウカンゴシ		りんくう総合医療センター		44323		~		5.21		15		関西エアポートワシントンホテル		〃

				病棟看護師 ビョウトウカンゴシ		りんくう総合医療センター		44348		~		6.15		15		関西エアポートワシントンホテル		44333

		広島記念病院 ヒロシマ キネン ビョウイン		病棟師長 ビョウトウ シチョウ		りんくう総合医療センター		44330		~		5.27		14		関西エアポートワシントンホテル		〃

				外来看護師 ガイライ カンゴシ		りんくう総合医療センター		44348		~		6.15		15		関西エアポートワシントンホテル		5/7大阪府へTEL予定 オオサカフ ヨテイ

		高松病院 タカマツ ビョウイン		病棟看護師 ビョウトウ カンゴシ		大阪コロナ重症センター オオサカ ジュウショウ		44348		~		6.7		7		難波南クリスタルホテル ナンバ ミナミ		44322

		北陸病院 ホクリク ビョウイン		手術室看護師 シュジュツシツ カンゴシ		りんくう総合医療センター		R3.6.1		~		6.14		14		関西エアポートワシントンホテル		44328

		新小倉病院 シンコクラ ビョウイン		病棟看護師 ビョウトウカンゴシ		りんくう総合医療センター		44348		~		6.15		15		関西エアポートワシントンホテル		44329

		呉共済病院 クレ キョウサイビョウイン		病棟看護師 ビョウトウカンゴシ		ｽﾏｲﾙﾎﾃﾙﾌﾟﾚﾐｱﾑ大阪東心斎橋 オオサカ ヒガシシンサイバシ		44341		~		5.31		7		黒門クリスタルホテル クロモン		44372

		人数計 ニンズウ ケイ		15										201





																		

並木 健一: ◆合計欄設定
※数式注意		

並木 健一: ◆R3.5.10（月）確認
・5/6に佐世保に帰郷。
・帰郷後、2週間の自宅待機を行う。		※大手前病院1名は大阪府からの連絡なし オオテマエビョウイン メイ オオサカフ レンラク



































病院名 役職名等 派遣先 日数 宿泊先
病棟看護師 沖縄県立南部医療センター R3.6.12 ~ 6.26 15 Mr.KINJYO in　こども病院前

透析セ看護師 沖縄県立南部医療センター R3.6.12 ~ 6.26 15 Mr.KINJYO in　こども病院前
病棟看護師 沖縄県立南部医療センター R3.6.26 ~ 7.10 15 Mr.KINJYO in　こども病院前
病棟看護師 沖縄県立南部医療センター R3.6.26 ~ 7.10 15 Mr.KINJYO in　こども病院前

水府病院 病棟看護師 沖縄赤十字病院 R3.6.14 ~ 7.5 22 東急ステイ沖縄那覇
九段坂病院 病棟看護師 沖縄県立中部病院 R3.6.7 ~ 6.19 13 春日観光ホテル

診療看護師 沖縄県立宮古病院 R3.6.8 ~ 6.29 22 Mr.KINJO MIYAKO ISLAND

診療看護師 沖縄県立宮古病院 R3.6.8 ~ 6.29 22 Mr.KINJO MIYAKO ISLAND

病棟看護師 沖縄県立宮古病院 R3.6.8 ~ 6.29 22 Mr.KINJO MIYAKO ISLAND

ICU看護師 沖縄県立宮古病院 R3.6.8 ~ 6.29 22 Mr.KINJO MIYAKO ISLAND

手術室看護師 沖縄県立宮古病院 R3.6.8 ~ 6.29 22 Mr.KINJO MIYAKO ISLAND

看護部次長 沖縄県北部病院 R3.6.9 ~ 6.18 7 ｸﾞﾘｰﾝﾘｯﾁﾎﾃﾙ沖縄名護
看護部次長 沖縄県北部病院 R3.6.9 ~ 6.18 7 ｸﾞﾘｰﾝﾘｯﾁﾎﾃﾙ沖縄名護

広島記念病院 手術室看護師 沖縄県立八重山病院 R3.6.21 ~ 7.40 14 ｺﾝﾌｫｰﾄﾎﾃﾙ石垣島
吉島病院 病棟看護師 沖縄県立中部病院 R3.6.15 6.28 14 Mr.KINJO　in URUMA

熊本中央病院 病棟看護師 沖縄県立中部病院 R3.6.14 ~ 6.20 7 Mr.KINJO　in URUMA
外来主任 浦添総合病院 R3.6.7 ~ 6.11 5 ホテルパームロイヤル那覇

外来看護師 浦添総合病院 R3.6.7 ~ 6.11 5 ホテルパームロイヤル那覇
横浜栄共済病院 病棟看護師 浦添総合病院 R3.6.6 ~ 6.17 12 ティーダカン館城間
佐世保共済病院 病棟看護師 沖縄県立中部病院 R3.6.7 ~ 6.16 10 春日観光ホテル

呉共済病院 病棟看護師 沖縄赤十字病院 R3.7.10 ~ 7.18 9 コンドミニアム　エルズイン　那覇
樋川ｂｙコルディオプレミアム

人数計 21 295

派遣期間

東北公済病院

虎の門病院

大手前病院

横須賀共済病院

沖縄県看護師派遣状況


Sheet1 (3)

		沖縄県看護師派遣状況 オキナワケン カンゴシハケン ジョウキョウ

		病院名 ビョウインメイ		役職名等 ヤクショクメイ トウ		派遣先 ハケンサキ		派遣期間 ハケン キカン						日数 ニッスウ		宿泊先 シュクハクサキ		確認日 カクニンビ

		東北公済病院 トウホクコウサイビョウイン		病棟看護師 ビョウトウ カンゴシ		沖縄県立南部医療センター		44359		~		6.26		15		Mr.KINJYO in　こども病院前 ビョウイン マエ		44356

				透析セ看護師 トウセキ カンゴシ		沖縄県立南部医療センター		44359		~		6.26		15		Mr.KINJYO in　こども病院前 ビョウイン マエ		44356

				病棟看護師 ビョウトウカンゴシ		沖縄県立南部医療センター		44373		~		7.10		15		Mr.KINJYO in　こども病院前 ビョウイン マエ		44356

				病棟看護師 ビョウトウカンゴシ		沖縄県立南部医療センター		44373		~		7.10		15		Mr.KINJYO in　こども病院前 ビョウイン マエ		44356

		水府病院 スイフ ビョウイン		病棟看護師 ビョウトウ カンゴシ		沖縄赤十字病院 オキナワ セキジュウジ ビョウイン		44361		~		7.5		22		東急ステイ沖縄那覇		44357

		九段坂病院 クダンザカビョウイン		病棟看護師 ビョウトウ カンゴシ		沖縄県立中部病院 チュウブ ビョウイン		44354		~		6.19		13		春日観光ホテル		44357

		虎の門病院 トラ モンビョウイン		診療看護師 シンリョウカンゴシ		沖縄県立宮古病院		44355		~		6.29		22		Mr.KINJO MIYAKO ISLAND		44357

				診療看護師 シンリョウカンゴシ		沖縄県立宮古病院		44355		~		6.29		22		Mr.KINJO MIYAKO ISLAND		44357

				病棟看護師 ビョウトウ カンゴシ		沖縄県立宮古病院		44355		~		6.29		22		Mr.KINJO MIYAKO ISLAND		44357

				ICU看護師 カンゴシ		沖縄県立宮古病院		44355		~		6.29		22		Mr.KINJO MIYAKO ISLAND		44357

				手術室看護師 シュジュツシツ カンゴシ		沖縄県立宮古病院		44355		~		6.29		22		Mr.KINJO MIYAKO ISLAND		44357

		大手前病院 オオテマエ ビョウイン		看護部次長 カンゴブジチョウ		沖縄県北部病院 オキナワケン ホクブビョウイン		44356		~		6.18		7		ｸﾞﾘｰﾝﾘｯﾁﾎﾃﾙ沖縄名護 オキナワ ナゴ		44358		当初、6月15日までの派遣期間であったが6月18日まで延長 トウショ ガツ ヒ ハケン キカン ガツ ヒ エンチョウ

				看護部次長 カンゴブジチョウ		沖縄県北部病院 オキナワケン ホクブビョウイン		44356		~		6.18		7		ｸﾞﾘｰﾝﾘｯﾁﾎﾃﾙ沖縄名護 オキナワ ナゴ		44358		当初、6月15日までの派遣期間であったが6月18日まで延長 トウショ ガツ ヒ ハケン キカン ガツ ヒ エンチョウ

		広島記念病院 ヒロシマキネンビョウイン		手術室看護師 シュジュツシツ カンゴシ		沖縄県立八重山病院 オキナワケンリツ ヤエヤマビョウイン		44368		~		7.40		14		ｺﾝﾌｫｰﾄﾎﾃﾙ石垣島 イシガキジマ		44358

		吉島病院 ヨシジマビョウイン		病棟看護師 ビョウトウ カンゴシ		沖縄県立中部病院 チュウブ ビョウイン		44362				6.28		14		Mr.KINJO　in URUMA		44358

		熊本中央病院 クマモト チュウオウ ビョウイン		病棟看護師 ビョウトウ カンゴシ		沖縄県立中部病院 チュウブ ビョウイン		44361		~		6.20		7		Mr.KINJO　in URUMA		44358		派遣者：坂井陽子（さかいようこ）45歳　西5階病棟勤務 ハケンシャ サカイ ヨウコ サイ ニシ カイ ビョウトウ キンム

		横須賀共済病院 ヨコスカ キョウサイビョウイン		外来主任 ガイライ シュニン		浦添総合病院 ウラゾエ ソウゴウ ビョウイン		44354		~		6.11		5		ホテルパームロイヤル那覇 ナハ		44358

				外来看護師 ガイライ カンゴシ		浦添総合病院 ウラゾエ ソウゴウ ビョウイン		44354		~		6.11		5		ホテルパームロイヤル那覇 ナハ		44358

		横浜栄共済病院 ヨコハマ サカエ キョウサイビョウイン		病棟看護師 ビョウトウ カンゴシ		浦添総合病院 ウラゾエ ソウゴウ ビョウイン		44353		~		6.17		12		ティーダカン館城間		44362

		佐世保共済病院 サセボ キョウサイビョウイン		病棟看護師 ビョウトウ カンゴシ		沖縄県立中部病院 チュウブ ビョウイン		44354		~		6.16		10		春日観光ホテル		44362

		呉共済病院 クレ キョウサイビョウイン		病棟看護師 ビョウトウ カンゴシ		沖縄赤十字病院 オキナワ セキジュウジビョウイン		44387		~		7.18		9		コンドミニアム　エルズイン　那覇樋川ｂｙコルディオプレミアム ナハ		44382

		人数計 ニンズウ ケイ		21										295















Sheet1 (2)

		沖縄県看護師派遣確定状況 オキナワケン カンゴシハケン カクテイ ジョウキョウ

																R3.7.5現在 ゲンザイ

		病院名 ビョウインメイ		役職名等 ヤクショクメイ トウ		派遣先 ハケンサキ		派遣期間 ハケン キカン						日数 ニッスウ		宿泊先 シュクハクサキ		確認日 カクニンビ

		東北公済病院 トウホクコウサイビョウイン		病棟看護師 ビョウトウ カンゴシ		沖縄県立南部医療センター		44359		~		6.26		15		Mr.KINJYO in　こども病院前 ビョウイン マエ		44356

		〃		透析セ看護師 トウセキ カンゴシ		沖縄県立南部医療センター		44359		~		6.26		15		Mr.KINJYO in　こども病院前 ビョウイン マエ		44356

		〃		病棟看護師 ビョウトウカンゴシ		沖縄県立南部医療センター		44373		~		7.10		15		Mr.KINJYO in　こども病院前 ビョウイン マエ		44356

		〃		病棟看護師 ビョウトウカンゴシ		沖縄県立南部医療センター		44373		~		7.10		15		Mr.KINJYO in　こども病院前 ビョウイン マエ		44356

		水府病院 スイフ ビョウイン		病棟看護師 ビョウトウ カンゴシ		沖縄赤十字病院 オキナワ セキジュウジ ビョウイン		44361				7.5		22		東急ステイ沖縄那覇		44357

		九段坂病院 クダンザカビョウイン		病棟看護師 ビョウトウ カンゴシ		沖縄県立中部病院 チュウブ ビョウイン		44354				6.19		13		春日観光ホテル		44357

		虎の門病院 トラ モンビョウイン		診療看護師 シンリョウカンゴシ		沖縄県立宮古病院		44355				6.29		22		Mr.KINJO MIYAKO ISLAND		44357

		〃		診療看護師 シンリョウカンゴシ		沖縄県立宮古病院		44355				6.29		22		Mr.KINJO MIYAKO ISLAND		44357

		〃		病棟看護師 ビョウトウ カンゴシ		沖縄県立宮古病院		44355				6.29		22		Mr.KINJO MIYAKO ISLAND		44357

		〃		ICU看護師 カンゴシ		沖縄県立宮古病院		44355				6.29		22		Mr.KINJO MIYAKO ISLAND		44357

		〃		手術室看護師 シュジュツシツ カンゴシ		沖縄県立宮古病院		44355				6.29		22		Mr.KINJO MIYAKO ISLAND		44357

		大手前病院 オオテマエ ビョウイン		看護部次長 カンゴブジチョウ		沖縄県北部病院 オキナワケン ホクブビョウイン		44356				6.18		7		ｸﾞﾘｰﾝﾘｯﾁﾎﾃﾙ沖縄名護 オキナワ ナゴ		44358		当初、6月15日までの派遣期間であったが6月18日まで延長 トウショ ガツ ヒ ハケン キカン ガツ ヒ エンチョウ

		〃		看護部次長 カンゴブジチョウ		沖縄県北部病院 オキナワケン ホクブビョウイン		44356				6.18		7		ｸﾞﾘｰﾝﾘｯﾁﾎﾃﾙ沖縄名護 オキナワ ナゴ		44358		当初、6月15日までの派遣期間であったが6月18日まで延長 トウショ ガツ ヒ ハケン キカン ガツ ヒ エンチョウ

		広島記念病院 ヒロシマキネンビョウイン		手術室看護師 シュジュツシツ カンゴシ		沖縄県立八重山病院 オキナワケンリツ ヤエヤマビョウイン		44368				44381		14		ｺﾝﾌｫｰﾄﾎﾃﾙ石垣島 イシガキジマ		44358

		吉島病院 ヨシジマビョウイン		病棟看護師 ビョウトウ カンゴシ		沖縄県立中部病院 チュウブ ビョウイン		44362				44375		14		Mr.KINJO　in URUMA		44358

		熊本中央病院 クマモト チュウオウ ビョウイン		病棟看護師 ビョウトウ カンゴシ		沖縄県立中部病院 チュウブ ビョウイン		44361		~		44367		7		Mr.KINJO　in URUMA		44358		派遣者：坂井陽子（さかいようこ）45歳　西5階病棟勤務 ハケンシャ サカイ ヨウコ サイ ニシ カイ ビョウトウ キンム

		横須賀共済病院 ヨコスカ キョウサイビョウイン		外来主任 ガイライ シュニン		浦添総合病院 ウラゾエ ソウゴウ ビョウイン		44354		~		44358		5		ホテルパームロイヤル那覇 ナハ		44358

		横須賀共済病院 ヨコスカ キョウサイビョウイン		外来看護師 ガイライ カンゴシ		浦添総合病院 ウラゾエ ソウゴウ ビョウイン		44354		~		44358		5		ホテルパームロイヤル那覇 ナハ		44358

		横浜栄共済病院 ヨコハマ サカエ キョウサイビョウイン		病棟看護師 ビョウトウ カンゴシ		浦添総合病院 ウラゾエ ソウゴウ ビョウイン		44353		~		44364		12		ティーダカン館城間		44362

		佐世保共済病院 サセボ キョウサイビョウイン		病棟看護師 ビョウトウ カンゴシ		沖縄県立中部病院 チュウブ ビョウイン		44354		~		44363		10		春日観光ホテル		44362

		呉共済病院 クレ キョウサイビョウイン		病棟看護師 ビョウトウ カンゴシ		沖縄赤十字病院 オキナワ セキジュウジビョウイン		44387		~		44395		9		コンドミニアム　エルズイン　那覇樋川ｂｙコルディオプレミアム ナハ		44382

		人数計 ニンズウ ケイ		21















Sheet1

		沖縄県看護師派遣確定状況 オキナワケン カンゴシハケン カクテイ ジョウキョウ

																R3.6.11現在 ゲンザイ

		病院名 ビョウインメイ		役職名等 ヤクショクメイ トウ		派遣先 ハケンサキ		派遣期間 ハケン キカン						日数 ニッスウ		宿泊先 シュクハクサキ		確認日 カクニンビ

		東北公済病院 トウホクコウサイビョウイン		病棟看護師 ビョウトウ カンゴシ		沖縄県立南部医療センター		44359		~		6.26		15		Mr.KINJYO in　こども病院前 ビョウイン マエ		44356

		〃		透析セ看護師 トウセキ カンゴシ		沖縄県立南部医療センター		44359		~		6.26		15		Mr.KINJYO in　こども病院前 ビョウイン マエ		44356

		〃		病棟看護師 ビョウトウカンゴシ		沖縄県立南部医療センター		44373		~		7.10		15		Mr.KINJYO in　こども病院前 ビョウイン マエ		44356

		〃		病棟看護師 ビョウトウカンゴシ		沖縄県立南部医療センター		44373		~		7.10		15		Mr.KINJYO in　こども病院前 ビョウイン マエ		44356

		水府病院 スイフ ビョウイン		病棟看護師 ビョウトウ カンゴシ		沖縄赤十字病院 オキナワ セキジュウジ ビョウイン		44361				7.5		22		東急ステイ沖縄那覇		44357

		九段坂病院 クダンザカビョウイン		病棟看護師 ビョウトウ カンゴシ		沖縄県立中部病院 チュウブ ビョウイン		44354				6.19		13		春日観光ホテル		44357

		虎の門病院 トラ モンビョウイン		診療看護師 シンリョウカンゴシ		沖縄県立宮古病院		44355				6.29		22		Mr.KINJO MIYAKO ISLAND		44357

		〃		診療看護師 シンリョウカンゴシ		沖縄県立宮古病院		44355				6.29		22		Mr.KINJO MIYAKO ISLAND		44357

		〃		病棟看護師 ビョウトウ カンゴシ		沖縄県立宮古病院		44355				6.29		22		Mr.KINJO MIYAKO ISLAND		44357

		〃		ICU看護師 カンゴシ		沖縄県立宮古病院		44355				6.29		22		Mr.KINJO MIYAKO ISLAND		44357

		〃		手術室看護師 シュジュツシツ カンゴシ		沖縄県立宮古病院		44355				6.29		22		Mr.KINJO MIYAKO ISLAND		44357

		大手前病院 オオテマエ ビョウイン		看護部次長 カンゴブジチョウ		沖縄県北部病院 オキナワケン ホクブビョウイン		44356				6.18		7		ｸﾞﾘｰﾝﾘｯﾁﾎﾃﾙ沖縄名護 オキナワ ナゴ		44358		当初、6月15日までの派遣期間であったが6月18日まで延長 トウショ ガツ ヒ ハケン キカン ガツ ヒ エンチョウ

		〃		看護部次長 カンゴブジチョウ		沖縄県北部病院 オキナワケン ホクブビョウイン		44356				6.18		7		ｸﾞﾘｰﾝﾘｯﾁﾎﾃﾙ沖縄名護 オキナワ ナゴ		44358		当初、6月15日までの派遣期間であったが6月18日まで延長 トウショ ガツ ヒ ハケン キカン ガツ ヒ エンチョウ

		広島記念病院 ヒロシマキネンビョウイン		手術室看護師 シュジュツシツ カンゴシ		沖縄県立八重山病院 オキナワケンリツ ヤエヤマビョウイン		44368				44381		14		ｺﾝﾌｫｰﾄﾎﾃﾙ石垣島 イシガキジマ		44358

		吉島病院 ヨシジマビョウイン		病棟看護師 ビョウトウ カンゴシ		沖縄県立中部病院 チュウブ ビョウイン		44362				1		14		未定 ミテイ		44358

		熊本中央病院 クマモト チュウオウ ビョウイン		病棟看護師 ビョウトウ カンゴシ		沖縄県立中部病院 チュウブ ビョウイン		44361		~		44367		7		Mr.KINJO　in URUMA		44358		派遣者：坂井陽子（さかいようこ）45歳　西5階病棟勤務 ハケンシャ サカイ ヨウコ サイ ニシ カイ ビョウトウ キンム

		横須賀共済病院 ヨコスカ キョウサイビョウイン		外来主任 ガイライ シュニン		浦添総合病院 ウラゾエ ソウゴウ ビョウイン		44354		~		44358		5		ホテルパームロイヤル那覇 ナハ		44358

		横須賀共済病院 ヨコスカ キョウサイビョウイン		外来看護師 ガイライ カンゴシ		浦添総合病院 ウラゾエ ソウゴウ ビョウイン		44354		~		44358		5		ホテルパームロイヤル那覇 ナハ		44358

		横浜栄共済病院 ヨコハマ サカエ キョウサイビョウイン		病棟看護師 ビョウトウ カンゴシ		浦添総合病院 ウラゾエ ソウゴウ ビョウイン		44353		~		44364		12		ティーダカン館城間		44362

		佐世保共済病院 サセボ キョウサイビョウイン		病棟看護師 ビョウトウ カンゴシ		沖縄県立中部病院 チュウブ ビョウイン		44354		~		44363		10		春日観光ホテル		44362

		呉共済病院 クレ キョウサイビョウイン		病棟看護師 ビョウトウ カンゴシ		未定 ミテイ		44387		~		44395		9		未定 ミテイ		44358



















新型コロナウイルス対応検証会議

第1回 第２回 第３回 第４回
開催
日 令和２年７月１６日（木） 令和２年１２月４日（金） 令和３年４月１５日（木） 令和３年７月１５日（木）

時間 13：30～17：20 10：00～16：00 13：30～17：30 13：30～17：15
場所 本部会議室及びWEB開催 KKRホテル東京及びWEB開催 本部会議室及びWEB開催 KKRホテル東京及びWEB開催

議題
１

第1部
新型コロナ対策の検証について」
・第1波で行われた取り組みの総括
【発表】虎の門、横須賀、立川

第1部
「新型コロナ対策の現状と今後の展
望」
・病棟運用と相談窓口開設
〇虎の門 副院長兼看護部長

・令和３年度事業計画等について

・第三次中期計画中間的見直しにつ
いて

第1部
「新型コロナ対策の検証について」

・大阪における新型コロナ感染第4波
の対応状況
〇大手前病院長

議題
２

・第2波に向けた対策 ・経営改善への具体的取組
【発表】浜の町、横浜栄

「withコロナに対応した経営戦略」

・covid-19に対する東京共済病院の取
組と役割・展望について」
〇東京共済病院長

・ウィズコロナ時代の病院経営
〇横須賀共済病院長

議題
３

第2部
「経営立て直しへの方策について」
〇病院部長
・４月、５月経営状況について
・経営危機に対する支援について

・新型コロナに対する最新情報
①日本のコロナの実態
②既存治療薬の応用とワクチンの開
発及び問題点

・新別府病院クラスター報告」
〇新別府病院長

・大阪府、沖縄県への看護師派遣
〇佐世保共済病院看護師
〇虎の門病院看護師

議題
４

本部からの連絡事項
・令和元年度決算
・第三次中期計画の中間的見直し
・経営戦略会議の議題選定
・オンライン資格確認

第2部
「病院経営を支える職場のあり方」

・職員のメンタルヘルスへの取組
〇札幌 看護部長

・事前アンケート集計結果について
本部からの報告
・東京都の下り搬送等について

議題
５

【講演】
「組織を支える人づくり、働き方改
革」
〇医療法人社団東山会理事長

【講演】
「医療のデジタル・トランスフォー
メーション」
〇医療法人社団鉄祐会理事長

第2部
【講演】
「新型コロナウイルス感染症対応か
ら学ぶ病院と地域医療のこれから」
〇神奈川県健康医療局医療機器対策
本部室
医療危機対策統括官

参加者：本部役職員、連合会病院病院長・事務部長・看護部長
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連合会病院新型コロナウイルス感染症等入院患者数推移
2020.2.25～2021.11.5
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COVID-19病床使用率



新型コロナウイルス等病床の使用状況（病院毎）　

入院
患者数

ベッド数
病床
使用率

入院
患者数

中等症　　　
ベッド数

重症　　　　
ベッド数

病床
使用率

札幌 0 18 22 4 69% 18 26 69%

斗南 12 4 5 80% 16 5 320%

東北 0 0 0 ー 0 0 ー

水府 0 0 0 ー 0 0 ー

立　川 1 18 30 60% 19 30 63%

九段坂 0 1 23 4% 1 23 4%

虎の門 62 38 163% 25 47 5 48% 87 90 97%

虎の門分院 10 0 0 ー 10 0

三宿 8 7 114% 9 13 69% 17 20 85%

北陸 0 0 0 ー 0 0 ー

名城 0 9 20 45% 9 20 45%

東海 0 0 0 ー 0 0 ー

枚方公済 0 6 5 120% 6 5 120%

大手前 1 7 8 88% 8 8 100%

六甲 0 2 2 100% 2 2 100%

高松 1 4 25% 0 0 ー 1 4 25%

広島記念 0 6 0% 0 0 ー 0 6 0%

吉島 0 11 25 44% 11 25 44%

新小倉 0 1 0 1 0

千早 6 0 0 ー 6 0

浜の町 0 16 17 94% 16 17 94%

新別府 0 4 13 31% 4 13 31%

熊本中央 0 13 12 108% 13 12 108%

東京 0 5 0% 22 18 122% 22 23 96%

横須賀 0 22 23 6 76% 22 29 76%

横浜南 0 7 7 100% 7 7 100%

横浜栄 4 18 18 7 72% 22 25 88%

平塚 1 0 5 0% 1 5 20%

舞鶴 0 1 2 50% 1 2 50%

呉 1 11 24 46% 12 24 50%

忠海分院 1 2 50% 0 0 ー 1 2 50%

佐世保 1 5 11 45% 6 11 55%

全体 109 62 175.8% 230 350 22 61.8% 339 434 78.1%

直
営

旧
令

2021.1.19現在   
疑似症例 陽性

患者数　
合計

コロナ対応
ベッド数　　

合計

病床
使用率


R30119

				新型コロナウイルス等病床の使用状況（病院毎）　 シンガタ ナド ビョウショウ シヨウ ジョウキョウ ビョウインゴト

																		2021.1.19現在    ゲンザイ

						疑似症例 ギジショウレイ						陽性 ヨウセイ								患者数　合計 カンジャ スウ ゴウケイ		コロナ対応ベッド数　　合計 タイオウ スウ ゴウケイ		病床
使用率 ビョウショウ シヨウ リツ

						入院
患者数 ニュウイン カンジャ スウ		ベッド数 スウ		病床
使用率 ビョウショウ シヨウ リツ		入院
患者数 ニュウイン カンジャ スウ		中等症　　　ベッド数 チュウトウ ショウ スウ		重症　　　　ベッド数 ジュウショウ スウ		病床
使用率 ビョウショウ シヨウ リツ

		直営 チョクエイ		札幌 サッポロ		0						18		22		4		69%		18		26		69%

				斗南 トナン		12						4		5				80%		16		5		320%

				東北 トウホク		0						0		0				ー		0		0		ー

				水府 スイフ		0						0		0				ー		0		0		ー

				立　川 タテ カワ		1						18		30				60%		19		30		63%

				九段坂 クダン ザカ		0						1		23				4%		1		23		4%

				虎の門　　　　　　　　　　 トラ モン		62		38		163%		25		47		5		48%		87		90		97%

				虎の門分院 トラ モン ブンイン		10						0		0				ー		10		0

				三宿 ミシュク		8		7		114%		9		13				69%		17		20		85%

				北陸 ホクリク		0						0		0				ー		0		0		ー

				名城 メイジョウ		0						9		20				45%		9		20		45%

				東海 トウカイ		0						0		0				ー		0		0		ー

				枚方公済 ヒラカタ コウサイ		0						6		5				120%		6		5		120%

				大手前 オオテ マエ		1						7		8				88%		8		8		100%

				六甲 ロッコウ		0						2		2				100%		2		2		100%

				高松 タカマツ		1		4		25%		0		0				ー		1		4		25%

				広島記念 ヒロシマ キネン		0		6		0%		0		0				ー		0		6		0%

				吉島 ヨシジマ		0						11		25				44%		11		25		44%

				新小倉 シン コクラ		0						1		0						1		0

				千早 チハヤ		6						0		0				ー		6		0

				浜の町 ハマ マチ		0						16		17				94%		16		17		94%

				新別府 シン ベップ		0						4		13				31%		4		13		31%

				熊本中央 クマモト チュウオウ		0						13		12				108%		13		12		108%

		旧令 キュウレイ		東京 トウキョウ		0		5		0%		22		18				122%		22		23		96%

				横須賀 ヨコスカ		0						22		23		6		76%		22		29		76%

				横浜南 ヨコハマ ミナミ		0						7		7				100%		7		7		100%

				横浜栄 ヨコハマ サカエ		4						18		18		7		72%		22		25		88%

				平塚 ヒラツカ		1						0		5				0%		1		5		20%

				舞鶴 マイヅル		0						1		2				50%		1		2		50%

				呉 クレ		1						11		24				46%		12		24		50%

				忠海分院 タダノウミ ブンイン		1		2		50%		0		0				ー		1		2		50%

				佐世保 サセボ		1						5		11				45%		6		11		55%



				全体 ゼンタイ		109		62		175.8%		230		350		22		61.8%		339		434		78.1%

				確保病床数 カクホ ビョウショウスウ		疑似症例 ギジショウレイ		中等症 チュウトウ ショウ		重症 ジュウショウ		合計 ゴウケイ

				直営 チョクエイ		55		242		9		306

				旧令 キュウレイ		7		108		13		128

				合計 ゴウケイ		62		350		22		434

						62		372				434





R30827

				新型コロナウイルス等病床の使用状況（病院毎）　 シンガタ ナド ビョウショウ シヨウ ジョウキョウ ビョウインゴト

																		2021.8.27現在    ゲンザイ

						疑似症例 ギジショウレイ						陽性 ヨウセイ								患者数　合計 カンジャ スウ ゴウケイ		コロナ対応ベッド数　　合計 タイオウ スウ ゴウケイ		病床
使用率 ビョウショウ シヨウ リツ

						入院
患者数 ニュウイン カンジャ スウ		ベッド数 スウ		病床
使用率 ビョウショウ シヨウ リツ		入院
患者数 ニュウイン カンジャ スウ		中等症　　　ベッド数 チュウトウ ショウ スウ		重症　　　　ベッド数 ジュウショウ スウ		病床
使用率 ビョウショウ シヨウ リツ

		直営 チョクエイ		札幌 サッポロ		56		16		350%		17		22		4		65%		73		42		174%

				斗南 トナン		1		10		10%		3		5		1		50%		4		16		25%

				東北 トウホク		0						0						ー		0		0		ー

				水府 スイフ		0						8		10				80%		8		10		80%

				立　川 タテ カワ		0						24		35				69%		24		35		69%

				九段坂 クダン ザカ		0						6		23				26%		6		23		26%

				虎の門　　　　　　　　　　 トラ モン		37		38		97%		43		47		11		74%		80		96		83%

				虎の門分院 トラ モン ブンイン		7						12		12				100%		19		12		158%

				三宿 ミシュク		15		18		83%		11		22				50%		26		40		65%

				北陸 ホクリク		0						0						ー		0		0		ー

				名城 メイジョウ		0		19		0%		12		20				60%		12		39		31%

				東海 トウカイ		0						0						ー		0		0		ー

				枚方公済 ヒラカタ コウサイ		0						19		21				90%		19		21		90%

				大手前 オオテ マエ		0						9		10				90%		9		10		90%

				六甲 ロッコウ

				高松 タカマツ		1		4		25%		6		6				100%		7		10		70%

				広島記念 ヒロシマ キネン		1		6		17%		5		5				100%		6		11		55%

				吉島 ヨシジマ		0						15		30				50%		15		30		50%

				新小倉 シン コクラ		5		3		167%		7		11				64%		12		14		86%

				千早 チハヤ		17						4		6				67%		21		6		350%

				浜の町 ハマ マチ		0		3		0%		18		32		3		51%		18		38		47%

				新別府 シン ベップ		0		2		0%		13		13				100%		13		15		87%

				熊本中央 クマモト チュウオウ		0						13		16				81%		13		16		81%

		旧令 キュウレイ		東京 トウキョウ		2						22		25		1		85%		24		26		92%

				横須賀 ヨコスカ		2		8		25%		23		17		9		88%		25		34		74%

				横浜南 ヨコハマ ミナミ		0						17		14		4		94%		17		18		94%

				横浜栄 ヨコハマ サカエ		2		8		25%		25		25		4		86%		27		37		73%

				平塚 ヒラツカ		0		4		0%		17		15				113%		17		19		89%

				舞鶴 マイヅル		0						3		4				75%		3		4		75%

				呉 クレ		1		2		50%		15		24				63%		16		26		62%

				忠海分院 タダノウミ ブンイン		0		2		0%		0						ー		0		2		0%

				佐世保 サセボ		0						14		10		4		100%		14		14		100%

				全体 ゼンタイ		147		143		102.8%		381		480		41		73.1%		528		664		79.5%

				確保病床数 カクホ ビョウショウスウ		疑似症例 ギジショウレイ		中等症 チュウトウ ショウ		重症 ジュウショウ		合計 ゴウケイ

				直営 チョクエイ		119		346		19		484

				旧令 キュウレイ		24		134		22		180

				合計 ゴウケイ		143		480		41		664

						143		521				664





 (R31015 )

				コロナ病床の使用状況　 ビョウショウ シヨウ ジョウキョウ

																		2021.10.15現在    ゲンザイ

						疑似症例 ギジショウレイ						陽性 ヨウセイ								患者数　合計 カンジャ スウ ゴウケイ		コロナ対応ベッド数　　合計 タイオウ スウ ゴウケイ		病床
使用率 ビョウショウ シヨウ リツ

						入院
患者数 ニュウイン カンジャ スウ		ベッド数 スウ		病床
使用率 ビョウショウ シヨウ リツ		入院
患者数 ニュウイン カンジャ スウ		中等症　　　ベッド数 チュウトウ ショウ スウ		重症　　　　ベッド数 ジュウショウ スウ		病床
使用率 ビョウショウ シヨウ リツ

		直営 チョクエイ		札幌 サッポロ		48		16		300%		0		22		4		0%		48		42		114%

				斗南 トナン		0		10		0%		1		5		1		17%		1		16		6%

				東北 トウホク		0						1		3				33%		1		3		33%

				水府 スイフ		0						0		6				0%		0		6		0%

				立　川 タテ カワ		0						1		35				3%		1		35		3%		201

				九段坂 クダン ザカ		0						0		23				0%		0		23		0%		96

				虎の門　　　　　　　　　　 トラ モン		24		38		63%		8		31		12		19%		32		81		40%		297

				虎の門分院 トラ モン ブンイン		2						0		8				0%		2		8		25%

				三宿 ミシュク		3		18				0		22				0%		3		40		8%

				北陸 ホクリク		0						0		0				ー		0		0		ー

				名城 メイジョウ		0		19		0%		3		20				15%		3		39		8%

				東海 トウカイ		0						0		0				ー		0		0		ー

				枚方公済 ヒラカタ コウサイ		0						0		21				0%		0		21		0%

				大手前 オオテ マエ		0						1		20				5%		1		20		5%

				六甲 ロッコウ

				高松 タカマツ		3		4		75%		0		6				0%		3		10		30%

				広島記念 ヒロシマ キネン		0		6		0%		2		5				40%		2		11		18%

				吉島 ヨシジマ		0						2		15				13%		2		15		13%

				新小倉 シン コクラ		2		3				0		11				0%		2		14		14%

				千早 チハヤ		2						1		6				17%		3		6		50%

				浜の町 ハマ マチ		0		3		0%		1		26		1		4%		1		30		3%

				新別府 シン ベップ		0		2				0		13				0%		0		15		0%

				熊本中央 クマモト チュウオウ		0						0		14				0%		0		14		0%

		旧令 キュウレイ		東京 トウキョウ		2		4				8		17		1		44%		10		22		45%

				横須賀 ヨコスカ		1		8		13%		1		16		4		5%		2		28		7%

				横浜南 ヨコハマ ミナミ		0						3		6		3		33%		3		9		33%

				横浜栄 ヨコハマ サカエ		4		12		33%		0		9		4		0%		4		25		16%

				平塚 ヒラツカ		0		3		0%		0		23				0%		0		26		0%

				舞鶴 マイヅル		0						1		4				25%		1		4		25%

				呉 クレ		0		2		0%		2		24				8%		2		26		8%

				忠海分院 タダノウミ ブンイン		0		2		0%		0		0				ー		0		2		0%

				佐世保 サセボ		0						3		2		4		50%		3		6		50%

				全体 ゼンタイ		91		150		60.7%		39		413		34		8.7%		130		597		21.8%

						疑似症例 ギジショウレイ		中等症 チュウトウ ショウ		重症 ジュウショウ		合計 ゴウケイ

				直営 チョクエイ		119		312		18		449

				旧令 キュウレイ		31		101		16		148

				合計 ゴウケイ		150		413		34		597

				全体 ゼンタイ		150		447				597



&12　&14【機密性２情報　出席者限り】		




 (R31029 )

				コロナ病床の使用状況　 ビョウショウ シヨウ ジョウキョウ

																		2021.10.29現在    ゲンザイ

						疑似症例 ギジショウレイ						陽性 ヨウセイ								患者数　合計 カンジャ スウ ゴウケイ		コロナ対応ベッド数　　合計 タイオウ スウ ゴウケイ		病床
使用率 ビョウショウ シヨウ リツ

						入院
患者数 ニュウイン カンジャ スウ		ベッド数 スウ		病床
使用率 ビョウショウ シヨウ リツ		入院
患者数 ニュウイン カンジャ スウ		中等症　　　ベッド数 チュウトウ ショウ スウ		重症　　　　ベッド数 ジュウショウ スウ		病床
使用率 ビョウショウ シヨウ リツ

		直営 チョクエイ		札幌 サッポロ		31		16		194%		2		22		4		8%		33		42		79%

				斗南 トナン		0		10		0%		0		5		1		0%		0		16		0%

				東北 トウホク		0						0		3				0%		0		3		0%

				水府 スイフ		0						0		6				0%		0		6		0%

				立　川 タテ カワ		0						0		35				0%		0		35		0%		201

				九段坂 クダン ザカ		0						0		23				0%		0		23		0%		85

				虎の門　　　　　　　　　　 トラ モン		12		38		32%		2		31		12		5%		14		81		17%		286

				虎の門分院 トラ モン ブンイン		3						0		8				0%		3		8		38%

				三宿 ミシュク		8		18				0		22				0%		8		40		20%

				北陸 ホクリク		0						0		0				ー		0		0		ー

				名城 メイジョウ		0		19		0%		0		20				0%		0		39		0%

				東海 トウカイ		0						0		0				ー		0		0		ー

				枚方公済 ヒラカタ コウサイ		0						1		21				5%		1		21		5%

				大手前 オオテ マエ		0						1		20				5%		1		20		5%

				六甲 ロッコウ

				高松 タカマツ		1		4		25%		0		6				0%		1		10		10%

				広島記念 ヒロシマ キネン		0		6		0%		1		5				20%		1		11		9%

				吉島 ヨシジマ		0						1		15				7%		1		15		7%

				新小倉 シン コクラ		3		3				0		7				0%		3		10		30%

				千早 チハヤ		3						0		0				ー		3		0

				浜の町 ハマ マチ		2		3		67%		3		16		1		18%		5		20		25%

				新別府 シン ベップ		0		2				1		13				8%		1		15		7%

				熊本中央 クマモト チュウオウ		0						0		14				0%		0		14		0%

		旧令 キュウレイ		東京 トウキョウ		1		4				4		17		1		22%		5		22		23%

				横須賀 ヨコスカ		2		8		25%		1		16		4		5%		3		28		11%

				横浜南 ヨコハマ ミナミ		0						2		6		3		22%		2		9		22%

				横浜栄 ヨコハマ サカエ		2		12		17%		0		9		4		0%		2		25		8%

				平塚 ヒラツカ		0		3		0%		0		12				0%		0		15		0%

				舞鶴 マイヅル		0						0		4				0%		0		4		0%

				呉 クレ		0		2		0%		0		24				0%		0		26		0%

				忠海分院 タダノウミ ブンイン		0		2		0%		0		0				ー		0		2		0%

				佐世保 サセボ		0						0		2		4		0%		0		6		0%

				全体 ゼンタイ		68		150		45.3%		19		382		34		4.6%		87		566		15.4%

						疑似症例 ギジショウレイ		中等症 チュウトウ ショウ		重症 ジュウショウ		合計 ゴウケイ

				直営 チョクエイ		119		292		18		429

				旧令 キュウレイ		31		90		16		137

				合計 ゴウケイ		150		382		34		566

				全体 ゼンタイ		150		416				566



&12　&14【機密性２情報　出席者限り】		




 (R31105 )

				コロナ病床の使用状況　 ビョウショウ シヨウ ジョウキョウ

																		2021.11.05現在    ゲンザイ

						疑似症例 ギジショウレイ						陽性 ヨウセイ								患者数　合計 カンジャ スウ ゴウケイ		コロナ対応ベッド数　　合計 タイオウ スウ ゴウケイ		病床
使用率 ビョウショウ シヨウ リツ

						入院
患者数 ニュウイン カンジャ スウ		ベッド数 スウ		病床
使用率 ビョウショウ シヨウ リツ		入院
患者数 ニュウイン カンジャ スウ		中等症　　　ベッド数 チュウトウ ショウ スウ		重症　　　　ベッド数 ジュウショウ スウ		病床
使用率 ビョウショウ シヨウ リツ

		直営 チョクエイ		札幌 サッポロ		22		16		138%		1		22		4		4%		23		42		55%

				斗南 トナン		0		10		0%		0		5		1		0%		0		16		0%

				東北 トウホク		0						0		3				0%		0		3		0%

				水府 スイフ		0						0		6				0%		0		6		0%

				立　川 タテ カワ		0						0		35				0%		0		35		0%		201

				九段坂 クダン ザカ		0						0		23				0%		0		23		0%		76

				虎の門　　　　　　　　　　 トラ モン		15		38		39%		0		31		12		0%		15		81		19%		277

				虎の門分院 トラ モン ブンイン		6						0		8				0%		6		8		75%

				三宿 ミシュク		3		18				0		22				0%		3		40		8%

				北陸 ホクリク		0						0		0				ー		0		0		ー

				名城 メイジョウ		0		19		0%		0		20				0%		0		39		0%

				東海 トウカイ		0						0		0				ー		0		0		ー

				枚方公済 ヒラカタ コウサイ		0						1		6				17%		1		6		17%

				大手前 オオテ マエ		0						1		20				5%		1		20		5%

				六甲 ロッコウ

				高松 タカマツ		1		4		25%		0		6				0%		1		10		10%

				広島記念 ヒロシマ キネン		1		6		17%		1		5				20%		2		11		18%

				吉島 ヨシジマ		0						1		15				7%		1		15		7%

				新小倉 シン コクラ		1		3				0		7				0%		1		10		10%

				千早 チハヤ		3						0		0				ー		3		0

				浜の町 ハマ マチ		1		3		33%		3		16		1		18%		4		20		20%

				新別府 シン ベップ		0		2				0		13				0%		0		15		0%

				熊本中央 クマモト チュウオウ		0						0		14				0%		0		14		0%

		旧令 キュウレイ		東京 トウキョウ		1		4				3		17		1		17%		4		22		18%

				横須賀 ヨコスカ		0		8		0%		0		8		3		0%		0		19		0%

				横浜南 ヨコハマ ミナミ		0						1		6		3		11%		1		9		11%

				横浜栄 ヨコハマ サカエ		5		12		42%		0		9		4		0%		5		25		20%

				平塚 ヒラツカ		0		3		0%		0		12				0%		0		15		0%

				舞鶴 マイヅル		0						0		4				0%		0		4		0%

				呉 クレ		0		2		0%		0		24				0%		0		26		0%

				忠海分院 タダノウミ ブンイン		0		2		0%		0		0				ー		0		2		0%

				佐世保 サセボ		0						0		0				ー		0		0		ー

				全体 ゼンタイ		59		150		39.3%		12		357		29		3.1%		71		536		13.2%

						疑似症例 ギジショウレイ		中等症 チュウトウ ショウ		重症 ジュウショウ		合計 ゴウケイ

				直営 チョクエイ		119		277		18		414

				旧令 キュウレイ		31		80		11		122

				合計 ゴウケイ		150		357		29		536

				全体 ゼンタイ		150		386				536



&12　&14【機密性２情報　出席者限り】		




 (R31112 )

				コロナ病床の使用状況　 ビョウショウ シヨウ ジョウキョウ

																		2021.11.12現在    ゲンザイ

						疑似症例 ギジショウレイ						陽性 ヨウセイ								患者数　合計 カンジャ スウ ゴウケイ		コロナ対応ベッド数　　合計 タイオウ スウ ゴウケイ		病床
使用率 ビョウショウ シヨウ リツ

						入院
患者数 ニュウイン カンジャ スウ		ベッド数 スウ		病床
使用率 ビョウショウ シヨウ リツ		入院
患者数 ニュウイン カンジャ スウ		中等症　　　ベッド数 チュウトウ ショウ スウ		重症　　　　ベッド数 ジュウショウ スウ		病床
使用率 ビョウショウ シヨウ リツ

		直営 チョクエイ		札幌 サッポロ		28		16		175%		3		22		4		12%		31		42		74%

				斗南 トナン		0		10		0%		1		5		1		17%		1		16		6%

				東北 トウホク		0						0		3				0%		0		3		0%

				水府 スイフ		0						0		6				0%		0		6		0%

				立　川 タテ カワ		0						0		35				0%		0		35		0%		201

				九段坂 クダン ザカ		0						0		23				0%		0		23		0%		75

				虎の門　　　　　　　　　　 トラ モン		17		38		45%		1		31		12		2%		18		81		22%		276

				虎の門分院 トラ モン ブンイン		0						3		8				38%		3		8		38%

				三宿 ミシュク		9		18				0		22				0%		9		40		23%

				北陸 ホクリク		0						0		0				ー		0		0		ー

				名城 メイジョウ		0		19		0%		0		20				0%		0		39		0%

				東海 トウカイ		0						0		0				ー		0		0		ー

				枚方公済 ヒラカタ コウサイ		0						1		6				17%		1		6		17%

				大手前 オオテ マエ		0						1		23				4%		1		23		4%

				六甲 ロッコウ

				高松 タカマツ		0		4		0%		0		6				0%		0		10		0%

				広島記念 ヒロシマ キネン		1		6		17%		1		5				20%		2		11		18%

				吉島 ヨシジマ		0						1		15				7%		1		15		7%

				新小倉 シン コクラ		3		3				0		0						3		3		100%

				千早 チハヤ		5						0		0				ー		5		0		ー

				浜の町 ハマ マチ		0		3		0%		1		16		1		6%		1		20		5%

				新別府 シン ベップ		0		2				0		13				0%		0		15		0%

				熊本中央 クマモト チュウオウ		0						0		14				0%		0		14		0%

		旧令 キュウレイ		東京 トウキョウ		3		4				3		17		1		17%		6		22		27%

				横須賀 ヨコスカ		0		8		0%		0		8		3		0%		0		19		0%

				横浜南 ヨコハマ ミナミ		0						1		6		2		13%		1		8		13%

				横浜栄 ヨコハマ サカエ		2		12		17%		2		9		4		15%		4		25		16%

				平塚 ヒラツカ		0		3		0%		0		12				0%		0		15		0%

				舞鶴 マイヅル		0						0		4				0%		0		4		0%

				呉 クレ		0		2		0%		0		24				0%		0		26		0%

				忠海分院 タダノウミ ブンイン		0		2		0%		0		0				ー		0		2		0%

				佐世保 サセボ		0						0		0				ー		0		0		ー

				全体 ゼンタイ		68		150		45.3%		19		353		28		5.0%		87		531		16.4%

						疑似症例 ギジショウレイ		中等症 チュウトウ ショウ		重症 ジュウショウ		合計 ゴウケイ

				直営 チョクエイ		119		273		18		410

				旧令 キュウレイ		31		80		10		121

				合計 ゴウケイ		150		353		28		531

				全体 ゼンタイ		150		381				531



&12　&14【機密性２情報　出席者限り】		




 (R31119 )

				コロナ病床の使用状況　 ビョウショウ シヨウ ジョウキョウ

																		2021.11.19現在    ゲンザイ

						疑似症例 ギジショウレイ						陽性 ヨウセイ								患者数　合計 カンジャ スウ ゴウケイ		コロナ対応ベッド数　　合計 タイオウ スウ ゴウケイ		病床
使用率 ビョウショウ シヨウ リツ

						入院
患者数 ニュウイン カンジャ スウ		ベッド数 スウ		病床
使用率 ビョウショウ シヨウ リツ		入院
患者数 ニュウイン カンジャ スウ		中等症　　　ベッド数 チュウトウ ショウ スウ		重症　　　　ベッド数 ジュウショウ スウ		病床
使用率 ビョウショウ シヨウ リツ

		直営 チョクエイ		札幌 サッポロ		26		16		163%		1		22		4		4%		27		42		64%

				斗南 トナン		0		10		0%		1		5		1		17%		1		16		6%

				東北 トウホク		0						0		5				0%		0		5		0%

				水府 スイフ		0						0		6				0%		0		6		0%

				立　川 タテ カワ		0						0		35				0%		0		35		0%		203

				九段坂 クダン ザカ		0						0		25				0%		0		25		0%		75

				虎の門　　　　　　　　　　 トラ モン		23		38		61%		0		31		12		0%		23		81		28%		278

				虎の門分院 トラ モン ブンイン		1						2		8				25%		3		8		38%

				三宿 ミシュク		10		18		56%		0		22				0%		10		40		25%

				北陸 ホクリク		0						0								0		0		ー

				名城 メイジョウ		0		19		0%		0		20				0%		0		39		0%

				東海 トウカイ		0						0								0		0		ー

				枚方公済 ヒラカタ コウサイ		0						0		6				0%		0		6		0%

				大手前 オオテ マエ		0						1		23				4%		1		23		4%

				六甲 ロッコウ

				高松 タカマツ		1		4		25%		0		6				0%		1		10		10%

				広島記念 ヒロシマ キネン		0		6		0%		0		5				0%		0		11		0%

				吉島 ヨシジマ		0						1		15				7%		1		15		7%

				新小倉 シン コクラ		4		3		133%		0								4		3		133%

				千早 チハヤ		3						0								3		0		ー

				浜の町 ハマ マチ		1		3		33%		1		16		1		6%		2		20		10%

				新別府 シン ベップ		0		2		0%		0		13				0%		0		15		0%

				熊本中央 クマモト チュウオウ		0						0		14				0%		0		14		0%

		旧令 キュウレイ		東京 トウキョウ		0		4		0%		1		17		1		6%		1		22		5%

				横須賀 ヨコスカ		0		8		0%		0		8		3		0%		0		19		0%

				横浜南 ヨコハマ ミナミ		0						0		6		2		0%		0		8		0%

				横浜栄 ヨコハマ サカエ		2		12		17%		1		9		4		8%		3		25		12%

				平塚 ヒラツカ		0		3		0%		0		12				0%		0		15		0%

				舞鶴 マイヅル		0						0		4				0%		0		4		0%

				呉 クレ		0		2		0%		0		24				0%		0		26		0%

				忠海分院 タダノウミ ブンイン		0		2		0%		0								0		2		0%

				佐世保 サセボ		1						0								1		0		ー

				全体 ゼンタイ		72		150		48.0%		9		357		28		2.3%		81		535		15.1%

						疑似症例 ギジショウレイ		中等症 チュウトウ ショウ		重症 ジュウショウ		合計 ゴウケイ

				直営 チョクエイ		119		277		18		414

				旧令 キュウレイ		31		80		10		121

				合計 ゴウケイ		150		357		28		535

				全体 ゼンタイ		150		385				535



&12　&14【機密性２情報　出席者限り】		




 (R31126 )

				コロナ病床の使用状況　 ビョウショウ シヨウ ジョウキョウ

																		2021.11.26現在    ゲンザイ

						疑似症例 ギジショウレイ						陽性 ヨウセイ								患者数　合計 カンジャ スウ ゴウケイ		コロナ対応ベッド数　　合計 タイオウ スウ ゴウケイ		病床
使用率 ビョウショウ シヨウ リツ

						入院
患者数 ニュウイン カンジャ スウ		ベッド数 スウ		病床
使用率 ビョウショウ シヨウ リツ		入院
患者数 ニュウイン カンジャ スウ		中等症　　　ベッド数 チュウトウ ショウ スウ		重症　　　　ベッド数 ジュウショウ スウ		病床
使用率 ビョウショウ シヨウ リツ

		直営 チョクエイ		札幌 サッポロ		36		16		225%		1		22		4		4%		37		42		88%

				斗南 トナン		1		10		10%		0		5		1		0%		1		16		6%

				東北 トウホク										5				0%		0		5		0%

				水府 スイフ		0						0		6				0%		0		6		0%

				立　川 タテ カワ		0						0		35				0%		0		35		0%		203

				九段坂 クダン ザカ		0						0		25				0%		0		25		0%		70

				虎の門　　　　　　　　　　 トラ モン		22		38		58%		0		31		12		0%		22		81		27%		273

				虎の門分院 トラ モン ブンイン		3						1		8				13%		4		8		50%

				三宿 ミシュク		10		18		56%		0		22				0%		10		40		25%

				北陸 ホクリク		0						0								0		0		ー

				名城 メイジョウ		0		19		0%		0		20				0%		0		39		0%

				東海 トウカイ		0						0								0		0		ー

				枚方公済 ヒラカタ コウサイ		0						0		6				0%		0		6		0%

				大手前 オオテ マエ		0						0		23				0%		0		23		0%

				六甲 ロッコウ

				高松 タカマツ		3		4		75%		0		6				0%		3		10		30%

				広島記念 ヒロシマ キネン		0		6		0%		0		5				0%		0		11		0%

				吉島 ヨシジマ		2						0		15				0%		2		15		13%

				新小倉 シン コクラ		5		3		167%		0								5		3		167%

				千早 チハヤ		8						0								8		0		ー

				浜の町 ハマ マチ		1		3		33%		1		16		1		6%		2		20		10%

				新別府 シン ベップ		0		2		0%		0		13				0%		0		15		0%

				熊本中央 クマモト チュウオウ		0						0		14				0%		0		14		0%

		旧令 キュウレイ		東京 トウキョウ		2		4		50%		1		17		1		6%		3		22		14%

				横須賀 ヨコスカ		1		8		13%		4		8		3		36%		5		19		26%

				横浜南 ヨコハマ ミナミ		0						0		6		2		0%		0		8		0%

				横浜栄 ヨコハマ サカエ		2		12		17%		1		9		4		8%		3		25		12%

				平塚 ヒラツカ		0		2		0%		0		8				0%		0		10		0%

				舞鶴 マイヅル		0						0		4				0%		0		4		0%

				呉 クレ		0		2		0%		0		24				0%		0		26		0%

				忠海分院 タダノウミ ブンイン				2		0%										0		2		0%

				佐世保 サセボ		0						0								0		0		ー

				全体 ゼンタイ		96		149		64.4%		9		353		28		2.4%		105		530		19.8%

						疑似症例 ギジショウレイ		中等症 チュウトウ ショウ		重症 ジュウショウ		合計 ゴウケイ

				直営 チョクエイ		119		277		18		414

				旧令 キュウレイ		30		76		10		116

				合計 ゴウケイ		149		353		28		530

				全体 ゼンタイ		149		381				530



&12　&14【機密性２情報　出席者限り】		






新型コロナウイルス等病床の使用状況（病院毎）　

入院
患者数

ベッド数
病床
使用率

入院
患者数

中等症　　　
ベッド数

重症　　　　
ベッド数

病床
使用率

札幌 56 16 350% 17 22 4 65% 73 42 174%

斗南 1 10 10% 3 5 1 50% 4 16 25%

東北 0 0 ー 0 0 ー

水府 0 8 10 80% 8 10 80%

立　川 0 24 35 69% 24 35 69%

九段坂 0 6 23 26% 6 23 26%

虎の門 37 38 97% 43 47 11 74% 80 96 83%

虎の門分院 7 12 12 100% 19 12 158%

三宿 15 18 83% 11 22 50% 26 40 65%

北陸 0 0 ー 0 0 ー

名城 0 19 0% 12 20 60% 12 39 31%

東海 0 0 ー 0 0 ー

枚方公済 0 19 21 90% 19 21 90%

大手前 0 9 10 90% 9 10 90%

高松 1 4 25% 6 6 100% 7 10 70%

広島記念 1 6 17% 5 5 100% 6 11 55%

吉島 0 15 30 50% 15 30 50%

新小倉 5 3 167% 7 11 64% 12 14 86%

千早 17 4 6 67% 21 6 350%

浜の町 0 3 0% 18 32 3 51% 18 38 47%

新別府 0 2 0% 13 13 100% 13 15 87%

熊本中央 0 13 16 81% 13 16 81%

東京 2 22 25 1 85% 24 26 92%

横須賀 2 8 25% 23 17 9 88% 25 34 74%

横浜南 0 17 14 4 94% 17 18 94%

横浜栄 2 8 25% 25 25 4 86% 27 37 73%

平塚 0 4 0% 17 15 113% 17 19 89%

舞鶴 0 3 4 75% 3 4 75%

呉 1 2 50% 15 24 63% 16 26 62%

忠海分院 0 2 0% 0 ー 0 2 0%

佐世保 0 14 10 4 100% 14 14 100%

全体 147 143 102.8% 381 480 41 73.1% 528 664 79.5%

直
営

旧
令

2021.8.27現在   
疑似症例 陽性

患者数　
合計

コロナ対応
ベッド数　　

合計

病床
使用率


R30119

				新型コロナウイルス等病床の使用状況（病院毎）　 シンガタ ナド ビョウショウ シヨウ ジョウキョウ ビョウインゴト

																		2021.1.19現在    ゲンザイ

						疑似症例 ギジショウレイ						陽性 ヨウセイ								患者数　合計 カンジャ スウ ゴウケイ		コロナ対応ベッド数　　合計 タイオウ スウ ゴウケイ		病床
使用率 ビョウショウ シヨウ リツ

						入院
患者数 ニュウイン カンジャ スウ		ベッド数 スウ		病床
使用率 ビョウショウ シヨウ リツ		入院
患者数 ニュウイン カンジャ スウ		中等症　　　ベッド数 チュウトウ ショウ スウ		重症　　　　ベッド数 ジュウショウ スウ		病床
使用率 ビョウショウ シヨウ リツ

		直営 チョクエイ		札幌 サッポロ		0						18		22		4		69%		18		26		69%

				斗南 トナン		12						4		5				80%		16		5		320%

				東北 トウホク		0						0		0				ー		0		0		ー

				水府 スイフ		0						0		0				ー		0		0		ー

				立　川 タテ カワ		1						18		30				60%		19		30		63%

				九段坂 クダン ザカ		0						1		23				4%		1		23		4%

				虎の門　　　　　　　　　　 トラ モン		62		38		163%		25		47		5		48%		87		90		97%

				虎の門分院 トラ モン ブンイン		10						0		0				ー		10		0

				三宿 ミシュク		8		7		114%		9		13				69%		17		20		85%

				北陸 ホクリク		0						0		0				ー		0		0		ー

				名城 メイジョウ		0						9		20				45%		9		20		45%

				東海 トウカイ		0						0		0				ー		0		0		ー

				枚方公済 ヒラカタ コウサイ		0						6		5				120%		6		5		120%

				大手前 オオテ マエ		1						7		8				88%		8		8		100%

				六甲 ロッコウ		0						2		2				100%		2		2		100%

				高松 タカマツ		1		4		25%		0		0				ー		1		4		25%

				広島記念 ヒロシマ キネン		0		6		0%		0		0				ー		0		6		0%

				吉島 ヨシジマ		0						11		25				44%		11		25		44%

				新小倉 シン コクラ		0						1		0						1		0

				千早 チハヤ		6						0		0				ー		6		0

				浜の町 ハマ マチ		0						16		17				94%		16		17		94%

				新別府 シン ベップ		0						4		13				31%		4		13		31%

				熊本中央 クマモト チュウオウ		0						13		12				108%		13		12		108%

		旧令 キュウレイ		東京 トウキョウ		0		5		0%		22		18				122%		22		23		96%

				横須賀 ヨコスカ		0						22		23		6		76%		22		29		76%

				横浜南 ヨコハマ ミナミ		0						7		7				100%		7		7		100%

				横浜栄 ヨコハマ サカエ		4						18		18		7		72%		22		25		88%

				平塚 ヒラツカ		1						0		5				0%		1		5		20%

				舞鶴 マイヅル		0						1		2				50%		1		2		50%

				呉 クレ		1						11		24				46%		12		24		50%

				忠海分院 タダノウミ ブンイン		1		2		50%		0		0				ー		1		2		50%

				佐世保 サセボ		1						5		11				45%		6		11		55%



				全体 ゼンタイ		109		62		175.8%		230		350		22		61.8%		339		434		78.1%

				確保病床数 カクホ ビョウショウスウ		疑似症例 ギジショウレイ		中等症 チュウトウ ショウ		重症 ジュウショウ		合計 ゴウケイ

				直営 チョクエイ		55		242		9		306

				旧令 キュウレイ		7		108		13		128

				合計 ゴウケイ		62		350		22		434

						62		372				434





R30827

				新型コロナウイルス等病床の使用状況（病院毎）　 シンガタ ナド ビョウショウ シヨウ ジョウキョウ ビョウインゴト

																		2021.8.27現在    ゲンザイ

						疑似症例 ギジショウレイ						陽性 ヨウセイ								患者数　合計 カンジャ スウ ゴウケイ		コロナ対応ベッド数　　合計 タイオウ スウ ゴウケイ		病床
使用率 ビョウショウ シヨウ リツ

						入院
患者数 ニュウイン カンジャ スウ		ベッド数 スウ		病床
使用率 ビョウショウ シヨウ リツ		入院
患者数 ニュウイン カンジャ スウ		中等症　　　ベッド数 チュウトウ ショウ スウ		重症　　　　ベッド数 ジュウショウ スウ		病床
使用率 ビョウショウ シヨウ リツ

		直営 チョクエイ		札幌 サッポロ		56		16		350%		17		22		4		65%		73		42		174%

				斗南 トナン		1		10		10%		3		5		1		50%		4		16		25%

				東北 トウホク		0						0						ー		0		0		ー

				水府 スイフ		0						8		10				80%		8		10		80%

				立　川 タテ カワ		0						24		35				69%		24		35		69%

				九段坂 クダン ザカ		0						6		23				26%		6		23		26%

				虎の門　　　　　　　　　　 トラ モン		37		38		97%		43		47		11		74%		80		96		83%

				虎の門分院 トラ モン ブンイン		7						12		12				100%		19		12		158%

				三宿 ミシュク		15		18		83%		11		22				50%		26		40		65%

				北陸 ホクリク		0						0						ー		0		0		ー

				名城 メイジョウ		0		19		0%		12		20				60%		12		39		31%

				東海 トウカイ		0						0						ー		0		0		ー

				枚方公済 ヒラカタ コウサイ		0						19		21				90%		19		21		90%

				大手前 オオテ マエ		0						9		10				90%		9		10		90%

				六甲 ロッコウ

				高松 タカマツ		1		4		25%		6		6				100%		7		10		70%

				広島記念 ヒロシマ キネン		1		6		17%		5		5				100%		6		11		55%

				吉島 ヨシジマ		0						15		30				50%		15		30		50%

				新小倉 シン コクラ		5		3		167%		7		11				64%		12		14		86%

				千早 チハヤ		17						4		6				67%		21		6		350%

				浜の町 ハマ マチ		0		3		0%		18		32		3		51%		18		38		47%

				新別府 シン ベップ		0		2		0%		13		13				100%		13		15		87%

				熊本中央 クマモト チュウオウ		0						13		16				81%		13		16		81%

		旧令 キュウレイ		東京 トウキョウ		2						22		25		1		85%		24		26		92%

				横須賀 ヨコスカ		2		8		25%		23		17		9		88%		25		34		74%

				横浜南 ヨコハマ ミナミ		0						17		14		4		94%		17		18		94%

				横浜栄 ヨコハマ サカエ		2		8		25%		25		25		4		86%		27		37		73%

				平塚 ヒラツカ		0		4		0%		17		15				113%		17		19		89%

				舞鶴 マイヅル		0						3		4				75%		3		4		75%

				呉 クレ		1		2		50%		15		24				63%		16		26		62%

				忠海分院 タダノウミ ブンイン		0		2		0%		0						ー		0		2		0%

				佐世保 サセボ		0						14		10		4		100%		14		14		100%



				全体 ゼンタイ		147		143		102.8%		381		480		41		73.1%		528		664		79.5%

				確保病床数 カクホ ビョウショウスウ		疑似症例 ギジショウレイ		中等症 チュウトウ ショウ		重症 ジュウショウ		合計 ゴウケイ

				直営 チョクエイ		119		346		19		484

				旧令 キュウレイ		24		134		22		180

				合計 ゴウケイ		143		480		41		664

						143		521				664





 (R31015 )

				コロナ病床の使用状況　 ビョウショウ シヨウ ジョウキョウ

																		2021.10.15現在    ゲンザイ

						疑似症例 ギジショウレイ						陽性 ヨウセイ								患者数　合計 カンジャ スウ ゴウケイ		コロナ対応ベッド数　　合計 タイオウ スウ ゴウケイ		病床
使用率 ビョウショウ シヨウ リツ

						入院
患者数 ニュウイン カンジャ スウ		ベッド数 スウ		病床
使用率 ビョウショウ シヨウ リツ		入院
患者数 ニュウイン カンジャ スウ		中等症　　　ベッド数 チュウトウ ショウ スウ		重症　　　　ベッド数 ジュウショウ スウ		病床
使用率 ビョウショウ シヨウ リツ

		直営 チョクエイ		札幌 サッポロ		48		16		300%		0		22		4		0%		48		42		114%

				斗南 トナン		0		10		0%		1		5		1		17%		1		16		6%

				東北 トウホク		0						1		3				33%		1		3		33%

				水府 スイフ		0						0		6				0%		0		6		0%

				立　川 タテ カワ		0						1		35				3%		1		35		3%		201

				九段坂 クダン ザカ		0						0		23				0%		0		23		0%		96

				虎の門　　　　　　　　　　 トラ モン		24		38		63%		8		31		12		19%		32		81		40%		297

				虎の門分院 トラ モン ブンイン		2						0		8				0%		2		8		25%

				三宿 ミシュク		3		18				0		22				0%		3		40		8%

				北陸 ホクリク		0						0		0				ー		0		0		ー

				名城 メイジョウ		0		19		0%		3		20				15%		3		39		8%

				東海 トウカイ		0						0		0				ー		0		0		ー

				枚方公済 ヒラカタ コウサイ		0						0		21				0%		0		21		0%

				大手前 オオテ マエ		0						1		20				5%		1		20		5%

				六甲 ロッコウ

				高松 タカマツ		3		4		75%		0		6				0%		3		10		30%

				広島記念 ヒロシマ キネン		0		6		0%		2		5				40%		2		11		18%

				吉島 ヨシジマ		0						2		15				13%		2		15		13%

				新小倉 シン コクラ		2		3				0		11				0%		2		14		14%

				千早 チハヤ		2						1		6				17%		3		6		50%

				浜の町 ハマ マチ		0		3		0%		1		26		1		4%		1		30		3%

				新別府 シン ベップ		0		2				0		13				0%		0		15		0%

				熊本中央 クマモト チュウオウ		0						0		14				0%		0		14		0%

		旧令 キュウレイ		東京 トウキョウ		2		4				8		17		1		44%		10		22		45%

				横須賀 ヨコスカ		1		8		13%		1		16		4		5%		2		28		7%

				横浜南 ヨコハマ ミナミ		0						3		6		3		33%		3		9		33%

				横浜栄 ヨコハマ サカエ		4		12		33%		0		9		4		0%		4		25		16%

				平塚 ヒラツカ		0		3		0%		0		23				0%		0		26		0%

				舞鶴 マイヅル		0						1		4				25%		1		4		25%

				呉 クレ		0		2		0%		2		24				8%		2		26		8%

				忠海分院 タダノウミ ブンイン		0		2		0%		0		0				ー		0		2		0%

				佐世保 サセボ		0						3		2		4		50%		3		6		50%

				全体 ゼンタイ		91		150		60.7%		39		413		34		8.7%		130		597		21.8%

						疑似症例 ギジショウレイ		中等症 チュウトウ ショウ		重症 ジュウショウ		合計 ゴウケイ

				直営 チョクエイ		119		312		18		449

				旧令 キュウレイ		31		101		16		148

				合計 ゴウケイ		150		413		34		597

				全体 ゼンタイ		150		447				597



&12　&14【機密性２情報　出席者限り】		




 (R31029 )

				コロナ病床の使用状況　 ビョウショウ シヨウ ジョウキョウ

																		2021.10.29現在    ゲンザイ

						疑似症例 ギジショウレイ						陽性 ヨウセイ								患者数　合計 カンジャ スウ ゴウケイ		コロナ対応ベッド数　　合計 タイオウ スウ ゴウケイ		病床
使用率 ビョウショウ シヨウ リツ

						入院
患者数 ニュウイン カンジャ スウ		ベッド数 スウ		病床
使用率 ビョウショウ シヨウ リツ		入院
患者数 ニュウイン カンジャ スウ		中等症　　　ベッド数 チュウトウ ショウ スウ		重症　　　　ベッド数 ジュウショウ スウ		病床
使用率 ビョウショウ シヨウ リツ

		直営 チョクエイ		札幌 サッポロ		31		16		194%		2		22		4		8%		33		42		79%

				斗南 トナン		0		10		0%		0		5		1		0%		0		16		0%

				東北 トウホク		0						0		3				0%		0		3		0%

				水府 スイフ		0						0		6				0%		0		6		0%

				立　川 タテ カワ		0						0		35				0%		0		35		0%		201

				九段坂 クダン ザカ		0						0		23				0%		0		23		0%		85

				虎の門　　　　　　　　　　 トラ モン		12		38		32%		2		31		12		5%		14		81		17%		286

				虎の門分院 トラ モン ブンイン		3						0		8				0%		3		8		38%

				三宿 ミシュク		8		18				0		22				0%		8		40		20%

				北陸 ホクリク		0						0		0				ー		0		0		ー

				名城 メイジョウ		0		19		0%		0		20				0%		0		39		0%

				東海 トウカイ		0						0		0				ー		0		0		ー

				枚方公済 ヒラカタ コウサイ		0						1		21				5%		1		21		5%

				大手前 オオテ マエ		0						1		20				5%		1		20		5%

				六甲 ロッコウ

				高松 タカマツ		1		4		25%		0		6				0%		1		10		10%

				広島記念 ヒロシマ キネン		0		6		0%		1		5				20%		1		11		9%

				吉島 ヨシジマ		0						1		15				7%		1		15		7%

				新小倉 シン コクラ		3		3				0		7				0%		3		10		30%

				千早 チハヤ		3						0		0				ー		3		0

				浜の町 ハマ マチ		2		3		67%		3		16		1		18%		5		20		25%

				新別府 シン ベップ		0		2				1		13				8%		1		15		7%

				熊本中央 クマモト チュウオウ		0						0		14				0%		0		14		0%

		旧令 キュウレイ		東京 トウキョウ		1		4				4		17		1		22%		5		22		23%

				横須賀 ヨコスカ		2		8		25%		1		16		4		5%		3		28		11%

				横浜南 ヨコハマ ミナミ		0						2		6		3		22%		2		9		22%

				横浜栄 ヨコハマ サカエ		2		12		17%		0		9		4		0%		2		25		8%

				平塚 ヒラツカ		0		3		0%		0		12				0%		0		15		0%

				舞鶴 マイヅル		0						0		4				0%		0		4		0%

				呉 クレ		0		2		0%		0		24				0%		0		26		0%

				忠海分院 タダノウミ ブンイン		0		2		0%		0		0				ー		0		2		0%

				佐世保 サセボ		0						0		2		4		0%		0		6		0%

				全体 ゼンタイ		68		150		45.3%		19		382		34		4.6%		87		566		15.4%

						疑似症例 ギジショウレイ		中等症 チュウトウ ショウ		重症 ジュウショウ		合計 ゴウケイ

				直営 チョクエイ		119		292		18		429

				旧令 キュウレイ		31		90		16		137

				合計 ゴウケイ		150		382		34		566

				全体 ゼンタイ		150		416				566



&12　&14【機密性２情報　出席者限り】		




 (R31105 )

				コロナ病床の使用状況　 ビョウショウ シヨウ ジョウキョウ

																		2021.11.05現在    ゲンザイ

						疑似症例 ギジショウレイ						陽性 ヨウセイ								患者数　合計 カンジャ スウ ゴウケイ		コロナ対応ベッド数　　合計 タイオウ スウ ゴウケイ		病床
使用率 ビョウショウ シヨウ リツ

						入院
患者数 ニュウイン カンジャ スウ		ベッド数 スウ		病床
使用率 ビョウショウ シヨウ リツ		入院
患者数 ニュウイン カンジャ スウ		中等症　　　ベッド数 チュウトウ ショウ スウ		重症　　　　ベッド数 ジュウショウ スウ		病床
使用率 ビョウショウ シヨウ リツ

		直営 チョクエイ		札幌 サッポロ		22		16		138%		1		22		4		4%		23		42		55%

				斗南 トナン		0		10		0%		0		5		1		0%		0		16		0%

				東北 トウホク		0						0		3				0%		0		3		0%

				水府 スイフ		0						0		6				0%		0		6		0%

				立　川 タテ カワ		0						0		35				0%		0		35		0%		201

				九段坂 クダン ザカ		0						0		23				0%		0		23		0%		76

				虎の門　　　　　　　　　　 トラ モン		15		38		39%		0		31		12		0%		15		81		19%		277

				虎の門分院 トラ モン ブンイン		6						0		8				0%		6		8		75%

				三宿 ミシュク		3		18				0		22				0%		3		40		8%

				北陸 ホクリク		0						0		0				ー		0		0		ー

				名城 メイジョウ		0		19		0%		0		20				0%		0		39		0%

				東海 トウカイ		0						0		0				ー		0		0		ー

				枚方公済 ヒラカタ コウサイ		0						1		6				17%		1		6		17%

				大手前 オオテ マエ		0						1		20				5%		1		20		5%

				六甲 ロッコウ

				高松 タカマツ		1		4		25%		0		6				0%		1		10		10%

				広島記念 ヒロシマ キネン		1		6		17%		1		5				20%		2		11		18%

				吉島 ヨシジマ		0						1		15				7%		1		15		7%

				新小倉 シン コクラ		1		3				0		7				0%		1		10		10%

				千早 チハヤ		3						0		0				ー		3		0

				浜の町 ハマ マチ		1		3		33%		3		16		1		18%		4		20		20%

				新別府 シン ベップ		0		2				0		13				0%		0		15		0%

				熊本中央 クマモト チュウオウ		0						0		14				0%		0		14		0%

		旧令 キュウレイ		東京 トウキョウ		1		4				3		17		1		17%		4		22		18%

				横須賀 ヨコスカ		0		8		0%		0		8		3		0%		0		19		0%

				横浜南 ヨコハマ ミナミ		0						1		6		3		11%		1		9		11%

				横浜栄 ヨコハマ サカエ		5		12		42%		0		9		4		0%		5		25		20%

				平塚 ヒラツカ		0		3		0%		0		12				0%		0		15		0%

				舞鶴 マイヅル		0						0		4				0%		0		4		0%

				呉 クレ		0		2		0%		0		24				0%		0		26		0%

				忠海分院 タダノウミ ブンイン		0		2		0%		0		0				ー		0		2		0%

				佐世保 サセボ		0						0		0				ー		0		0		ー

				全体 ゼンタイ		59		150		39.3%		12		357		29		3.1%		71		536		13.2%

						疑似症例 ギジショウレイ		中等症 チュウトウ ショウ		重症 ジュウショウ		合計 ゴウケイ

				直営 チョクエイ		119		277		18		414

				旧令 キュウレイ		31		80		11		122

				合計 ゴウケイ		150		357		29		536

				全体 ゼンタイ		150		386				536



&12　&14【機密性２情報　出席者限り】		




 (R31112 )

				コロナ病床の使用状況　 ビョウショウ シヨウ ジョウキョウ

																		2021.11.12現在    ゲンザイ

						疑似症例 ギジショウレイ						陽性 ヨウセイ								患者数　合計 カンジャ スウ ゴウケイ		コロナ対応ベッド数　　合計 タイオウ スウ ゴウケイ		病床
使用率 ビョウショウ シヨウ リツ

						入院
患者数 ニュウイン カンジャ スウ		ベッド数 スウ		病床
使用率 ビョウショウ シヨウ リツ		入院
患者数 ニュウイン カンジャ スウ		中等症　　　ベッド数 チュウトウ ショウ スウ		重症　　　　ベッド数 ジュウショウ スウ		病床
使用率 ビョウショウ シヨウ リツ

		直営 チョクエイ		札幌 サッポロ		28		16		175%		3		22		4		12%		31		42		74%

				斗南 トナン		0		10		0%		1		5		1		17%		1		16		6%

				東北 トウホク		0						0		3				0%		0		3		0%

				水府 スイフ		0						0		6				0%		0		6		0%

				立　川 タテ カワ		0						0		35				0%		0		35		0%		201

				九段坂 クダン ザカ		0						0		23				0%		0		23		0%		75

				虎の門　　　　　　　　　　 トラ モン		17		38		45%		1		31		12		2%		18		81		22%		276

				虎の門分院 トラ モン ブンイン		0						3		8				38%		3		8		38%

				三宿 ミシュク		9		18				0		22				0%		9		40		23%

				北陸 ホクリク		0						0		0				ー		0		0		ー

				名城 メイジョウ		0		19		0%		0		20				0%		0		39		0%

				東海 トウカイ		0						0		0				ー		0		0		ー

				枚方公済 ヒラカタ コウサイ		0						1		6				17%		1		6		17%

				大手前 オオテ マエ		0						1		23				4%		1		23		4%

				六甲 ロッコウ

				高松 タカマツ		0		4		0%		0		6				0%		0		10		0%

				広島記念 ヒロシマ キネン		1		6		17%		1		5				20%		2		11		18%

				吉島 ヨシジマ		0						1		15				7%		1		15		7%

				新小倉 シン コクラ		3		3				0		0						3		3		100%

				千早 チハヤ		5						0		0				ー		5		0		ー

				浜の町 ハマ マチ		0		3		0%		1		16		1		6%		1		20		5%

				新別府 シン ベップ		0		2				0		13				0%		0		15		0%

				熊本中央 クマモト チュウオウ		0						0		14				0%		0		14		0%

		旧令 キュウレイ		東京 トウキョウ		3		4				3		17		1		17%		6		22		27%

				横須賀 ヨコスカ		0		8		0%		0		8		3		0%		0		19		0%

				横浜南 ヨコハマ ミナミ		0						1		6		2		13%		1		8		13%

				横浜栄 ヨコハマ サカエ		2		12		17%		2		9		4		15%		4		25		16%

				平塚 ヒラツカ		0		3		0%		0		12				0%		0		15		0%

				舞鶴 マイヅル		0						0		4				0%		0		4		0%

				呉 クレ		0		2		0%		0		24				0%		0		26		0%

				忠海分院 タダノウミ ブンイン		0		2		0%		0		0				ー		0		2		0%

				佐世保 サセボ		0						0		0				ー		0		0		ー

				全体 ゼンタイ		68		150		45.3%		19		353		28		5.0%		87		531		16.4%

						疑似症例 ギジショウレイ		中等症 チュウトウ ショウ		重症 ジュウショウ		合計 ゴウケイ

				直営 チョクエイ		119		273		18		410

				旧令 キュウレイ		31		80		10		121

				合計 ゴウケイ		150		353		28		531

				全体 ゼンタイ		150		381				531



&12　&14【機密性２情報　出席者限り】		




 (R31119 )

				コロナ病床の使用状況　 ビョウショウ シヨウ ジョウキョウ

																		2021.11.19現在    ゲンザイ

						疑似症例 ギジショウレイ						陽性 ヨウセイ								患者数　合計 カンジャ スウ ゴウケイ		コロナ対応ベッド数　　合計 タイオウ スウ ゴウケイ		病床
使用率 ビョウショウ シヨウ リツ

						入院
患者数 ニュウイン カンジャ スウ		ベッド数 スウ		病床
使用率 ビョウショウ シヨウ リツ		入院
患者数 ニュウイン カンジャ スウ		中等症　　　ベッド数 チュウトウ ショウ スウ		重症　　　　ベッド数 ジュウショウ スウ		病床
使用率 ビョウショウ シヨウ リツ

		直営 チョクエイ		札幌 サッポロ		26		16		163%		1		22		4		4%		27		42		64%

				斗南 トナン		0		10		0%		1		5		1		17%		1		16		6%

				東北 トウホク		0						0		5				0%		0		5		0%

				水府 スイフ		0						0		6				0%		0		6		0%

				立　川 タテ カワ		0						0		35				0%		0		35		0%		203

				九段坂 クダン ザカ		0						0		25				0%		0		25		0%		75

				虎の門　　　　　　　　　　 トラ モン		23		38		61%		0		31		12		0%		23		81		28%		278

				虎の門分院 トラ モン ブンイン		1						2		8				25%		3		8		38%

				三宿 ミシュク		10		18		56%		0		22				0%		10		40		25%

				北陸 ホクリク		0						0								0		0		ー

				名城 メイジョウ		0		19		0%		0		20				0%		0		39		0%

				東海 トウカイ		0						0								0		0		ー

				枚方公済 ヒラカタ コウサイ		0						0		6				0%		0		6		0%

				大手前 オオテ マエ		0						1		23				4%		1		23		4%

				六甲 ロッコウ

				高松 タカマツ		1		4		25%		0		6				0%		1		10		10%

				広島記念 ヒロシマ キネン		0		6		0%		0		5				0%		0		11		0%

				吉島 ヨシジマ		0						1		15				7%		1		15		7%

				新小倉 シン コクラ		4		3		133%		0								4		3		133%

				千早 チハヤ		3						0								3		0		ー

				浜の町 ハマ マチ		1		3		33%		1		16		1		6%		2		20		10%

				新別府 シン ベップ		0		2		0%		0		13				0%		0		15		0%

				熊本中央 クマモト チュウオウ		0						0		14				0%		0		14		0%

		旧令 キュウレイ		東京 トウキョウ		0		4		0%		1		17		1		6%		1		22		5%

				横須賀 ヨコスカ		0		8		0%		0		8		3		0%		0		19		0%

				横浜南 ヨコハマ ミナミ		0						0		6		2		0%		0		8		0%

				横浜栄 ヨコハマ サカエ		2		12		17%		1		9		4		8%		3		25		12%

				平塚 ヒラツカ		0		3		0%		0		12				0%		0		15		0%

				舞鶴 マイヅル		0						0		4				0%		0		4		0%

				呉 クレ		0		2		0%		0		24				0%		0		26		0%

				忠海分院 タダノウミ ブンイン		0		2		0%		0								0		2		0%

				佐世保 サセボ		1						0								1		0		ー

				全体 ゼンタイ		72		150		48.0%		9		357		28		2.3%		81		535		15.1%

						疑似症例 ギジショウレイ		中等症 チュウトウ ショウ		重症 ジュウショウ		合計 ゴウケイ

				直営 チョクエイ		119		277		18		414

				旧令 キュウレイ		31		80		10		121

				合計 ゴウケイ		150		357		28		535

				全体 ゼンタイ		150		385				535



&12　&14【機密性２情報　出席者限り】		




 (R31126 )

				コロナ病床の使用状況　 ビョウショウ シヨウ ジョウキョウ

																		2021.11.26現在    ゲンザイ

						疑似症例 ギジショウレイ						陽性 ヨウセイ								患者数　合計 カンジャ スウ ゴウケイ		コロナ対応ベッド数　　合計 タイオウ スウ ゴウケイ		病床
使用率 ビョウショウ シヨウ リツ

						入院
患者数 ニュウイン カンジャ スウ		ベッド数 スウ		病床
使用率 ビョウショウ シヨウ リツ		入院
患者数 ニュウイン カンジャ スウ		中等症　　　ベッド数 チュウトウ ショウ スウ		重症　　　　ベッド数 ジュウショウ スウ		病床
使用率 ビョウショウ シヨウ リツ

		直営 チョクエイ		札幌 サッポロ		36		16		225%		1		22		4		4%		37		42		88%

				斗南 トナン		1		10		10%		0		5		1		0%		1		16		6%

				東北 トウホク										5				0%		0		5		0%

				水府 スイフ		0						0		6				0%		0		6		0%

				立　川 タテ カワ		0						0		35				0%		0		35		0%		203

				九段坂 クダン ザカ		0						0		25				0%		0		25		0%		70

				虎の門　　　　　　　　　　 トラ モン		22		38		58%		0		31		12		0%		22		81		27%		273

				虎の門分院 トラ モン ブンイン		3						1		8				13%		4		8		50%

				三宿 ミシュク		10		18		56%		0		22				0%		10		40		25%

				北陸 ホクリク		0						0								0		0		ー

				名城 メイジョウ		0		19		0%		0		20				0%		0		39		0%

				東海 トウカイ		0						0								0		0		ー

				枚方公済 ヒラカタ コウサイ		0						0		6				0%		0		6		0%

				大手前 オオテ マエ		0						0		23				0%		0		23		0%

				六甲 ロッコウ

				高松 タカマツ		3		4		75%		0		6				0%		3		10		30%

				広島記念 ヒロシマ キネン		0		6		0%		0		5				0%		0		11		0%

				吉島 ヨシジマ		2						0		15				0%		2		15		13%

				新小倉 シン コクラ		5		3		167%		0								5		3		167%

				千早 チハヤ		8						0								8		0		ー

				浜の町 ハマ マチ		1		3		33%		1		16		1		6%		2		20		10%

				新別府 シン ベップ		0		2		0%		0		13				0%		0		15		0%

				熊本中央 クマモト チュウオウ		0						0		14				0%		0		14		0%

		旧令 キュウレイ		東京 トウキョウ		2		4		50%		1		17		1		6%		3		22		14%

				横須賀 ヨコスカ		1		8		13%		4		8		3		36%		5		19		26%

				横浜南 ヨコハマ ミナミ		0						0		6		2		0%		0		8		0%

				横浜栄 ヨコハマ サカエ		2		12		17%		1		9		4		8%		3		25		12%

				平塚 ヒラツカ		0		2		0%		0		8				0%		0		10		0%

				舞鶴 マイヅル		0						0		4				0%		0		4		0%

				呉 クレ		0		2		0%		0		24				0%		0		26		0%

				忠海分院 タダノウミ ブンイン				2		0%										0		2		0%

				佐世保 サセボ		0						0								0		0		ー

				全体 ゼンタイ		96		149		64.4%		9		353		28		2.4%		105		530		19.8%

						疑似症例 ギジショウレイ		中等症 チュウトウ ショウ		重症 ジュウショウ		合計 ゴウケイ

				直営 チョクエイ		119		277		18		414

				旧令 キュウレイ		30		76		10		116

				合計 ゴウケイ		149		353		28		530

				全体 ゼンタイ		149		381				530



&12　&14【機密性２情報　出席者限り】		






2021.12.3 KKR経営戦略会議資料より
（掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター 企業長･院長 宮地正彦氏）
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