
医療法人社団 葵会 七沢リハビリテーション病院 事業計画書 

医療法人社団 葵会      

七沢リハビリテーション病院  

１ 概 要 

 開院予定日 平成30年８月１日 

 病院長   磯谷 栄二 

 病床数   245床 

 診療科目  内科、整形外科、脳神経外科、リハビリテーション科 

 病床機能  回復期（50床×４棟、45床×１棟） 

※ 診療報酬施設基準における回復期リハビリテーション病棟の速やかな適用を目指します。 

※ 病床種別については、患者及び医師の状況に鑑み、当初は回復期の療養病床で開棟し、開棟後１年以内

に回復期の一般病床へ移行します。 

２ 担うべき医療 

  神奈川県、特に県央地域では回復期病床の不足が顕著であり、回復期機能を担う病床

が求められております。よって、当院に於いては、地域の医療機関に於いて急性期を経

過した患者に、高度なリハビリテーションを提供することで、患者の早期在宅・社会復

帰を図れる体制の構築を目指すため、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の充実を

図っていき、入院から在宅復帰までの一貫したチーム医療を行う体制の構築を行います。 

３ 受け入れる患者像 

 ２棟100床を、地域の急性期病院から早期に受け入れた脳血管疾患患者の在宅復帰に

向けたリハビリテーションを提供する病棟とします。 

  ３棟145床を、地域の病院、施設等より、運動器疾患患者や身体動作能力の低下が顕

著になった患者を中心に幅広く受け入れ、ADL の向上に向けたリハビリテーションを提

供する病棟とします。 

４ 病棟について 

  病棟につきましては、回復期の機能区分とするとともに、２病棟75床を平成30年８

月に、２病棟120床を平成30年９月に、残りの50床１病棟を平成30年10月に開棟し

ます。 

診療報酬につきましては、診療報酬施設基準上、即回復期リハビリテーション病棟か

らスタートすることができないこと（回復期病棟としての基準を満たす該当患者割合や

リハ単位数の実績等の提出が必要）と、開院当初は入院患者数が少ないと見込まれるこ

とから、葵会グループ病院や施設から人事異動を行いつつ、先ずは療養病棟入院基本料

を算定する病棟で開棟し、当該実績を積み上げて当該施設基準を満たしたうえで、順次

速やかに回復期リハビリテーション病棟入院料の適用を受けていきます。 

  その後、並行して医師及び療法士等の確保に努め、病床種別を一般病床へ移行してま

いります（職員採用計画を参照願います。）。 

資料２ 
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【開棟計画】 

＜平成30年８月１日時点＞ 

 病床種別 機能区分 病床数 報酬適用時期 備考（報酬区分） 

２階病棟 療養病床 回復期 25床 平成30年８月１日 療養病棟入院基本料 

３階病棟 療養病床 回復期 50床 平成30年８月１日 療養病棟入院基本料 

４階病棟

５階病棟

６階病棟

合計 療養病床 回復期 75床   

＜平成30年９月１日時点＞ 

 病床種別 機能区分 病床数 報酬適用時期 備考（報酬区分） 

２階病棟 療養病床 回復期 45床 25 床 適用済（H30.8.1）
20 床 平成 30 年 9 月１日

療養病棟入院基本料 

３階病棟 療養病床 回復期 50床 適用済（H30.8.1） 療養病棟入院基本料 

４階病棟 療養病床 回復期 50床 平成30年９月１日 療養病棟入院基本料 

５階病棟 療養病床 回復期 50床 平成30年９月１日 療養病棟入院基本料 

６階病棟

合計   195床   

＜平成30年10月１日時点＞ 

 病床種別 機能区分 病床数 報酬適用時期 備考（報酬区分） 

２階病棟 療養病床 回復期 45床 25 床 適用済（H30.8.1）
20 床 適用済（H30.9.1）

療養病棟入院基本料 

３階病棟 療養病床 回復期 50床 適用済（H30.8.1） 療養病棟入院基本料 

４階病棟 療養病床 回復期 50床 適用済（H30.9.1） 療養病棟入院基本料 

５階病棟 療養病床 回復期 50床 適用済（H30.9.1） 療養病棟入院基本料 

６階病棟 療養病床 回復期 50床 平成30年10月１日 療養病棟入院基本料 

合計   245床   

＜平成31年１月１日時点＞ 

 病床種別 機能区分 病床数 報酬適用時期 備考（報酬区分） 

２階病棟 療養病床 回復期 45床 25 床 適用済（H30.8.1）
20 床 適用済（H30.9.1）

療養病棟入院基本料 

３階病棟 療養病床 回復期 50床 平成31年１月１日 回復期リハビリテーシ
ョン病棟入院料 

４階病棟 療養病床 回復期 50床 適用済（H30.9.1） 療養病棟入院基本料 

５階病棟 療養病床 回復期 50床 適用済（H30.9.1） 療養病棟入院基本料 

６階病棟 療養病床 回復期 50床 適用済（H30.10.1） 療養病棟入院基本料 

合計   245床   
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＜平成31年４月１日時点＞ 

 病床種別 機能区分 病床数 報酬適用時期 備考（報酬区分） 

２階病棟 療養病床 回復期 45床 平成31年４月１日 回復期リハビリテーシ
ョン病棟入院料 

３階病棟 療養病床 回復期 50床 適用済（H31.1.1） 回復期リハビリテーシ
ョン病棟入院料 

４階病棟 療養病床 回復期 50床 平成31年４月１日 回復期リハビリテーシ
ョン病棟入院料 

５階病棟 療養病床 回復期 50床 平成31年４月１日 回復期リハビリテーシ
ョン病棟入院料 

６階病棟 療養病床 回復期 50床 平成31年４月１日 回復期リハビリテーシ
ョン病棟入院料 

合計   245床   

＜平成31年７月１日時点＞ 

 病床種別 機能区分 病床数 報酬適用時期 備考（報酬区分） 

２階病棟 一般病床 回復期 45床 適用済（H31.4.1） 回復期リハビリテーシ
ョン病棟入院料 

３階病棟 一般病床 回復期 50床 適用済（H31.1.1） 回復期リハビリテーシ
ョン病棟入院料 

４階病棟 一般病床 回復期 50床 適用済（H31.4.1） 回復期リハビリテーシ
ョン病棟入院料 

５階病棟 一般病床 回復期 50床 適用済（H31.4.1） 回復期リハビリテーシ
ョン病棟入院料 

６階病棟 一般病床 回復期 50床 適用済（H31.4.1） 回復期リハビリテーシ
ョン病棟入院料 

合計   245床   

５ 外来について 

 外来運営につきましては、内科、整形外科、脳神経外科、リハビリテーション科を標

榜し、診療を行います。 

６ 室料差額について 

 旧七沢病院の運営時より料金を抑えることで、患者のニーズに応え、安定稼働で運営

いたします。（個室：10,000円／日 二人部屋：5,000円／日） 

７ 職員採用計画 

  早期に一般の回復期病棟を稼働させるために下記の採用計画を行います。 

  開設時の人員のうち、〔医師３名 看護師／看護助手 25 名 リハビリ職員 11 名 コ

メディカル職員10名〕は葵会グループの病院・施設より人事異動する予定です。（その

他は新規採用です。） 

  今後も葵会グループのいわき明星大学、千葉・柏リハビリテーション学院、葵会柏看

護専門学校、葵会仙台看護専門学校、朝日国際医療福祉専門学校からの新卒・既卒の卒

業生の受け入れを中心に求人活動を行い、人員の確保を目指します。 
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時期 稼働病床 人員配置（常勤換算） 

H30.8.1 75 医師 4.7 ｺﾒﾃﾞｨｶﾙ 12.0 計 100.9

療養病棟 看護師 36.4 リハビリ 11.0

入院基本料 看護補助者 25.0 その他 11.8

H30.9.1 195 医師 6.0 ｺﾒﾃﾞｨｶﾙ 14.0 計 156.0

療養病棟 看護師 50.0 リハビリ 20.0

入院基本料 看護補助者 49.0 その他 17.0

H30.10.1 245 医師 8.0 ｺﾒﾃﾞｨｶﾙ 16.0 計 194.0

療養病棟 看護師 63.0 リハビリ 28.0

入院基本料 看護補助者 62.0 その他 17.0

H31.1.1 245 医師 10.0 ｺﾒﾃﾞｨｶﾙ 19.0 計 236.0

 回復期ﾘﾊ 50 看護師 90.0 リハビリ 35.0

 療養195 看護補助者 62.0 その他 20.0

H31.4.1 245 医師 12.0 ｺﾒﾃﾞｨｶﾙ 28.0 計 262.0

 回復期ﾘﾊ 看護師 90.0 リハビリ 50.0

 （療養） 看護補助者 62.0 その他 20.0

H31.7.1 245 医師 16.0 ｺﾒﾃﾞｨｶﾙ 32.0 計 302.0

 回復期ﾘﾊ 看護師 90.0 リハビリ 82.0

 （一般） 看護補助者 62.0 その他 20.0
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