
 
 

府中病院／医療福祉相談室 
■療養型病院とは 

療養型病院とは、病状が慢性期になった方、治療よりも長期にわたる介護が必要な高齢者が、医

師の管理下で看護、介護、リハビリテーション等の必要な医療を受けることができる病院のこと

です。使用する保険は、医療保険ご利用の場合と介護保険ご利用の場合があり、各病院によって

適用保険が異なります。 

 
■入院期間のめやす 

病院によって対応が異なりますが、あらかじめ 3 ヶ月間、6 ヶ月間などの設定をしているところ

もあります。退院後は、各病院が目指す方向性によっても異なりますが、自宅へ戻る方、再び他

院を探される方など様々です。 
 
■費用負担について 

医療費（もしくは介護費）、食事代については、医療保険（介護保険の場合は各病院）によって定

められた額をお支払いいただくことになりますが、おむつ代（医療保険でのご入院の場合のみ）・

衣類・タオル類については、リース制度を導入している病院がほとんどです。 

リース内容や金額は各病院によって様々ですので入院前にご確認ください。 

また、個室希望の方の個室料も各病院によって設定されていますので、併せてご確認ください。 
 

 

■転院までの手順 

 

 

希望する病院に行かれたことがない場合は一度どのような病院であるかを見学してみましょう。 

事前に連絡してから見学し、病室の様子、料金などわからないことは何でも聞いておくのがポ

イントです。（裏面の「ご面談・ご見学時のメモ」をご参照ください） 

 

 

希望する病院が決定したら、書類を先方病院に提出しましょう。 

① 主治医が作成する診療情報提供書 

（入院中に他科も受診している方は、その医師の診療情報提供書も必要です） 

② 看護師が作成する看護サマリー 

③ その他必要とされた書類（感染症など検査データの提出を求められることがあります） 

 

 

先方病院の医師により、入院の可否が判断されます。 

 

 

満床の場合は、空床が出るまで待機期間があります。 

待機期間が長期になると、府中病院での入院継続が困難な場合もあります。 

 

 

先方病院より連絡があり、指定日に転院となります 

５．転 院 

４．空床の待機 

３．受入れ可否の決定 

２．紹介状・看護サマリーの持参 

１．病院の見学 

＊ 医療保険対応の病院は、2006 年より「医療区分」が導入され、疾患や状態によって 3 つの区

分が設定されました。医療行為が多く必要な方（区分２・３の方）が以前より入院しやすくな

った反面、医療行為が多く必要でない方（区分１の方）の入院は難しくなりつつあります。 
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 和泉市付近の「療養型病院」  
 

■いぶきの病院............. 和泉市いぶき野 4-5-1（電話：0725-50-1181） 
48 床の医療療養病棟です。全室個室対応の快適な環境での入院が可能です。また、患者様の状態にあわせてリハビリテーション
を随時行っております。 

■奥村病院 ................. 和泉市府中町 3-15-3（電話：0725-41-2378） 
奥村病院は、昭和 23 年の開設以来、地域に密着した医療を行ってまいりました。また、高度医療を必要とする患者様には、近隣
病院との敏速な連携体制も整えており、患者様の安心と信頼を大切にしております。 

■オりオノ和泉病院 ........ 和泉市伏屋町 3-22-30（電話：0725-55-1181） 
当院は、長期入院が可能な 180 床の医療型療養病棟です。患者様には安心して療養生活をお送り頂き、ご家族様にも信頼される医
療を目指します。医療行為が必要な患者様に限らず、介護が必要な患者様にも対応致します。 

■光生病院 ................. 和泉市葛の葉町 3 丁目 3 番 18 号（電話：0725-45-3381） 
当院は急性期病棟と療養型医療病棟があります。血液透析や血液浄化も行っています。また血液内科の診察も行っておりますので、
お気軽にお越し下さい。 

■河和会病院 ............... 和泉市鶴山台 2-4-7（電話：0725-46-2211） 
当院は鶴山台団地の近くにある 60 床の小さな病院です。内科を主とし、他に週 2 回の麻酔科・整形外科、週１回の皮膚科があり
ます。費用面ではオムツ代を抑え目に設定しており、接遇では温かい対応を心掛けています。 

■新いずみ病院............. 和泉市唐国町 4-15-48（電話：0725-53-1555） 
緑に囲まれた静かな環境の下で療養生活を送れるように職員一同心のこもった看護・介護サービスが出来るように心掛けておりま
す。心配事などありましたら、小さな事でもご相談下さい。 

■新仁会病院 ............... 和泉市今福町 1-3-3（電話：0725-45-5661） 
地域の患者さんを中心に、医療・介護を全面的に協力します。各介護施設・福祉施設とも連携をしています。胃瘻造設等、簡単な
手術は当院で行います。神経内科、循環器科、歯科の診察も行っております。 

■横山病院 ................. 和泉市仏並町 287（電話：0725-92-0045） 
本年度よりリハビリスタッフ増員となり、外来リハも再開設しました。 

■原病院 ................... 泉大津市東助松町 1-7-1（電話：0725-21-6616） 
患者様・利用者様本位の良質な医療・介護サービスの提供を法人理念とし、地域の皆様に安心・快適に医療サービスを受けて頂け
るような病院づくりに努めております。 

■吉川病院 ................. 泉大津市春日町 2-10（電話：0725-32-3666） 

■高石加茂病院 ............. 高石市西取石 3-23-17（電話：072-262-1121） 
○た ーたえず患者様の気持ちになっ ○か ー患者様のわかる言葉で話します ○い ーいつも笑顔で挨拶します 

○し ー信頼される医療を目指して  ○か ー患者様との会話を大切にを   ○も ーモットーに頑張ります 

■高石藤井病院............. 高石市綾園 1-14-25（電話：072-262-5335） 

■高石病院 ................. 高石市高師浜 3 丁目 3-31（電話：072-262-7700） 

■聖祐病院 ................. 泉北郡忠岡町忠岡北（電話：0725-20-6650） 
患者様やご家族様、地域の皆様に親しまれる病院作りを目指しています。整形外科の院長と内科の医師が対応しております。また
退院後は訪問診療、リハビリ及び外来受診時のご自宅までの送迎等のフォローが充実しております。 

■天の川病院 ............... 岸和田市春木大国町 8-4（電話：072-436-2233） 
医療 91 床、介護 8 床で長期入院を実施しています。看護体制は 20 対１、介護は 20 対１で非常に手厚く、重症の患者様に対応し
ています。各常勤 PT3 名、OT１名、ST１名でリハビリ実施。全床でおむつ代は無料です。 

■岸和田盈進会病院 ........ 岸和田市中井町 1-12-1（電話：072-443-0081）  
58 床を有する医療型療養病棟です。病状については他院とほぼ同様ですが、それ以外は要相談です。入院期間は入院から約 3 ヶ
月経過した頃に、今後の方向性を決めるための場を持ちます。在宅復帰を主として、他の相談にも応じます。 

■春木病院 ................. 岸和田市春木若松町 8-32（電話：072-422-1763） 
当院は 119 床の医療療養病床を有しており、主に重症患者様を中心にご入院頂き積極的治療を行っております。保険外負担（おむ
つ代等）につきましては患者様のご負担を最小限に出来るよう配慮しております。 

■寺田萬寿病院............. 岸和田市南上町 1-48-5（電話：072-422-4466） 
まずは一般病棟での対応となり原則 3 ヶ月の入院期間となっております。その後病状などに応じて療養病棟への転棟調整をさせて
頂く場合があります。詳しい内容や費用については入院相談時に御説明致します。 

■渡辺病院 ................. 岸和田市土生町 77（電話：072-426-3456） 
認知症を専門とする療養型病院です。認知症病棟は 336 床で介護度は問いません。他に医療療養病床が 94 床、介護療養病床が 104
床です。それぞれ入院期間に制限はありません。 

■和田病院 ................. 岸和田市三田町 944-1（電話：072-445-3232） 

■泉佐野優人会病院 ......... 泉佐野市港 4-5-17（電話：072-462-2851） 
当院は 228 床の医療療養病床を有しており、主に重症患者様を中心にご入院頂き積極的治療を行なっております。保険外負担（お
むつ代等）につきましては患者様のご負担を最小限にできるよう配慮しております。 

無断転載禁止[府中病院／医療福祉相談室]  



 

 堺市付近の「療養型病院」  

 

■ベルピアノ病院 .......... 堺市西区菱木 1-2343-11（電話：072-349-6700） 
当院は、和泉市の隣接地域に平成 24 年 4 月にオープンした（医療療養 144 床・回復期 48 床）病院です。急性期医療を終え、そ

の方にあった今後を決めていただけるよう、チーム一丸で援助していきます。府中病院とベルピアノ病院（ベルアンサンブル）の

巡回バスも 1 日 4 便出ていますので、ご利用ください。 
 

■浜寺中央病院............. 堺市西区浜寺公園町 1-15（電話：072-263-2121） 

 

■阪和第一泉北病院 ........ 堺市南区豊田 1588-1（電話：072-295-2888） 
阪和第一泉北病院は、1024 床全床医療保険適用の療養病床を持つ病院です。リハビリは理学療法・作業療法・言語療法のスタッ

フがおり、維持目的のリハビリが中心となります。比較的病状の安定している方の相談をお受けしております。 
 

■阪和第二泉北病院 ........ 堺市中区深井北町 3176（電話：072-277-1401） 
当院は 969 床のうち 849 床の医療保険適用療養型病床を有し、主として高齢の慢性疾患患者様にご入院いただいております。看

護・介護を中心とした医療サービスを提供し、リハビリテーションにも取り組んでいます。 
 

■堺温心会病院............. 堺市中区深井清水町 2140-1（電話：072-278-2461） 

堺温心会病院は一般病床 95 床、療養病床 94 床(うち医療 40 床、介護 54 床)を有する地域密着型の病院です。また、透析ベッド

を 44 床有し、通院患者様は送迎バスにて対応可能であり、療養入院のご相談も承っております。在宅においては訪問診療や訪問

看護を行っております。 

 

■北条病院 ................. 堺市北区百舌鳥陵南町 1-77-1（電話：072-277-1119） 
北条病院は、堺市の百舌鳥陵南町、泉北１号線沿いに位置し、最寄りはＪＲ阪和線上野芝駅になります。療養型の病院で、医療保

険病床が 47 床、介護保険病床が 190 床となっております。 
 

■金岡病院 ................. 堺市北区中長尾町 2-4-3（電話：072-252-2461） 
当院は急性期の治療を終え、慢性期治療の必要な方の医療療養型 170 床の病院です。24 時間持続点滴や酸素療法・人工呼吸器管

理・気管切開術後管理・消化機能低下に対する経管栄養管理・悪性腫瘍の疼痛管理等の患者様の長期間の入院に対応しています。

JR 阪和線堺市駅より徒歩 5 分です。 
 

■吉川病院 ................. 堺市北区三国ヶ丘 4-1-25（電話：072-259-0100） 
当院は一般病床 45 床と療養病床 45 床のケアミックスの病院です。肺炎等の急性期治療や維持期のリハビリテーション、また終

末期医療等を必要とする患者様のサポートまで、幅広く対応させていただく事が出来る病院です。 
 

■朝日会病院 ............... 堺市堺区大仙中町 2-8（電話：072-247-2701） 
当院は、一般病棟 47 床、医療療養病棟 30 床、介護療養病棟 19 床ございます。ご自宅に退院される方には、居宅介護心炎事業所・

訪問看護ステーションもございますので、ケアマネージャーによるケアプラン作成・看護師による定期的な看護・介護サービスも

利用して頂けます。また、医師による訪問診療も実施しております。 
 

■樫本病院 ................. 大阪狭山市東くみの木 4-1151（電話：072-366-1818） 
当院は大阪狭山市の南部・国道 310 号線沿いに位置し、一般 111 床・回復期リハ 36 床・療養 52 床のケアミックス型です。急性

期治療が一段落し、病状が落ち着いた患者様で一定の医療ニーズのある方が対象です。 
 

■辻本病院 ................. 大阪狭山市池之原 2-1128-2（電話：072-366-5131） 
当院は、一般病棟 45 床と療養病棟 54 床を有しています。一般病棟では、個室もしくは 2 人部屋で療養に専念していただくこと

を基本としているため、大部屋は男女各 1 部屋のみです。療養病棟では、医療区分に従って長期療養が可能です。 
 

■兵田病院 ................. 大阪狭山市山本東 1394-1（電話：072-366-2345） 
急性期医療を終え、慢性期治療を要する方の医療療養型病床です。症状に応じ、長期間のご入院も可能です。又、介護老人保健施

設、クリニック、訪問診療・看護・介護も充実しており、退院後の生活もご安心頂けます。 
 

■青葉丘病院 ............... 大阪狭山市東池尻 1-2198-1（電話：072-365-3821） 
当院は、療養病床 270 床と一般病床 54 床、精神病床 357 床の病院です。療養病床は自宅療養の困難となった高齢者・認知症・

難病患者の方に対し、医療・看護・介護を提供する長期療養型の病床です。 
無断転載禁止 [ベルランド総合病院／医療福祉相談室] 



先方病院のご面談・ご見学時のメモ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

□医療の対応 

 

□病室の様子 

 

□料金 

医療費： 

食費： 

自費： 

 

□入院期間目安 

 

□退院までの支援体制 

 

□その他 
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（                  ） 

（                  ） 

（                  ） 

（                  ） 

 


