
  

 

 

医危第２８４５号  

令和４年１月２１日  

  

 公益社団法人 神 奈 川 県 医 師 会 会長  

 公益社団法人 神 奈 川 県 病 院 協 会 会長  殿 

 一般社団法人 神奈川県精神科病院協会 会長 

 

神奈川県健康医療局医療危機対策本部室長  

（ 公 印 省 略 ）  

 

中等症・軽症病床に係る病床確保フェーズの「３」から「災害特別」

への引上げ及び延期可能な一般医療の一時停止等について（通知） 

 

 

 日頃から本県の感染症対策の推進に格別の御理解と御協力をいただき、厚く

御礼申し上げます。 

 現時点の重症者数は少ないものの、オミクロン株の感染急拡大により、中等

症・軽症者は急激に増加しており、直近の増加率で今後も入院者が増加した場合、

２月上旬には、災害特別フェーズの確保病床 2,500 床を超える入院必要者が発

生する可能性があります。 

 また、新型コロナウイルス感染症陽性または濃厚接触者となったことにより

一時的に出勤停止となっている医療従事者が約 600 名発生していること、救急

搬送困難事例数が増加傾向にあることから、新型コロナウイルス感染症だけで

なく、救急医療を含めた医療提供体制への負荷が高まっています。 

 そのため、本日、中等症・軽症病床の病床確保フェーズのみ、「３」から「災

害特別」に引き上げることを決定し、別添のとおり県内全病院あてに要請しまし

たので、お知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

                     問合せ先 

                      企画グループ 松本 

                      電話 045-285-0670（直通） 

 



 

医危第２８４５号  

令和４年１月２１日  

 

 県内全病院 院長 殿 

 

  神奈川県知事 黒岩 祐治  

（ 公 印 省 略 ）  

 

中等症・軽症病床に係る病床確保フェーズの「３」から「災害特別」

への引上げ及び延期可能な一般医療の一時停止等について（要請） 

 

 

 現時点の重症者数は少ないものの、オミクロン株の感染急拡大により、中等

症・軽症者は急激に増加しており、直近の増加率で今後も入院者が増加した場合、

２月上旬には、災害特別フェーズの確保病床 2,500 床を超える入院必要者が発

生する可能性があります。 

 また、新型コロナウイルス感染症陽性または濃厚接触者となったことにより

一時的に出勤停止となっている医療従事者が約 600 名発生していること、救急

搬送困難事例数が増加傾向にあることから、新型コロナウイルス感染症だけで

なく、救急医療を含めた医療提供体制への負荷が高まっています。 

 そのため、本日、中等症・軽症病床の病床確保フェーズのみ、「３」から「災

害特別」に引き上げることを決定しました。 

 そこで、次の事項について、県内全病院の御協力を賜りますようお願いします。 

 

１ 災害特別フェーズの確保病床への即応病床の拡大について 

  陽性患者の入院を受け入れる認定医療機関におかれましては、災害特別フ

ェーズの確保病床数まで中等症・軽症病床の即応病床を拡大していただきま

すようお願いします。 

  準備の整った認定医療機関から順次、病床拡大をお願いします。 

 

２ 延期可能な一般医療の一時停止について 

  １の病床拡大及び救急医療体制の堅持のため、２ヶ月程度の緊急的な対策

として、別紙「医療非常対応指針」に基づき、医師が延期できると判断した入

院・手術の一時停止による人員配置等を通じた体制強化を図っていただくよ

うお願いします。 

 



 

３ 病床拡大と病床回転率向上のための陽性患者の自宅療養等への移行及び療

養解除基準を満たした患者の後方支援病院への転院促進について 

（１）陽性患者の自宅療養等への移行促進 

  陽性患者の入院を受け入れる認定医療機関におかれましては、新型コロナ

ウイルス感染症陽性で入院した患者のほか、他の疾患で入院し当該疾患が改

善した患者が新型コロナウイルス感染症の症状も改善し、新型コロナウイル

ス感染症の療養解除基準を満たすまで自宅・宿泊療養が可能と判断される場

合は、当該患者の自宅・宿泊療養への移行について御検討をお願いします。 

 

（２）後方搬送の促進 

  陽性患者の入院を受け入れる認定医療機関におかれましては、引き続き、本

県の「後方搬送マッチングシステム」を通じて、療養解除基準を満たした患者

の後方搬送を積極的に図ってください。 

  後方支援病院（協力③）におかれましては、療養解除基準を満たした患者の

転院受入れの強化をお願いします。 

 

４ 新型コロナウイルス感染症以外の患者の転院促進について 

  急性期病院等における病床拡大及び救急医療提供体制の堅持のため、急性

期病院等におかれましては、新型コロナウイルス感染症以外の疾患の患者の

他院への転院による体制強化の御検討をお願いします。 

  急性期病院等からの転院を受け入れられる病院におかれましては、転院の

受け入れへの御協力をお願いします。 

 

 オミクロン株の感染拡大に伴う医療危機を防ぎ、県民のいのちを守るために、

積極的に御協力いただきますようお願いします。 

 

 

 

 

             問合せ先 

              健康医療局医療危機対策本部室 

              企画グループ 松本 

              iryoukiki-kikaku.3p6r@pref.kanagawa.lg.jp 

mailto:iryoukiki-kikaku.3p6r@pref.kanagawa.lg.jp


 

神奈川県「医療非常対応指針」（令和４年１月 21 日） 

 

 

○ 今後、２ヶ月間程度の緊急で非常な対策として、新型コロナウイルス感染症の

入院対応体制の強化や一般救急医療を含めた救急医療体制の堅持を図る必要

があります。 

 

 

○ 新型コロナウイルス感染症陽性患者の入院を受け入れる認定医療機関や急性

期病院等におかれましては、別添「延期できる可能性がある入院・手術例」を参

考に、良性疾患手術や検査、機能改善等が目的の入院・手術の一時的な延期を

通じた人的配置等の変更により、体制強化にご協力ください。 

 

 

○ 救急病態や悪性腫瘍など時間の猶予がない疾患や後遺症が残る可能性があ

る疾患への対応は継続してください。 

 

 

 

別紙 



No 診療科名 疾患名・手術名

1 消化器科 良性ポリープ切除、EMR

2 消化器内科 内視鏡的胃ろう造設術

3 　〃 胆管炎を伴わない総胆管結石内視鏡手術

4 消化器外科 人工肛門閉鎖術

5 下部消化管外科 人工肛門閉鎖術

6 　〃 大腸憩室症に対する手術（穿孔に伴う腹膜炎等の緊急症例は延期対象から除く）

7 　〃 腹壁瘢痕ヘルニア根治術（嵌頓等の緊急症例は延期対象から除く。）

8 　〃 良性腫瘍に対する腸手術

9 小児科 低身長の内分泌負荷試験

10 小児外科 臍ヘルニア

11 　〃 待機的虫垂切除術

12 　〃 鼠径ヘルニア

13 　〃 良性腫瘍

14 　〃 陰嚢水腫

15 外科 嵌頓可能性低い待機可能鼠径ヘルニア

16 　〃 待機可能な胆石症

17 　〃 待機可能な総胆管結石内視鏡手術

18 　〃 待機的虫垂炎手術

19 　〃 体表の良性腫瘍手術

20 　〃 痔核・痔瘻手術

21 　〃 腹壁瘢痕ヘルニア

22 　〃 気道狭窄リスクのない甲状腺良性腫瘍・結節に対する手術(片葉切除、全摘)

23 整形外科
膀胱直腸障害、神経障害を伴わない腰椎椎間板ヘルニア（脊髄椎間板ヘルニア）に伴う検
査・手術、腰椎椎弓形成術等

24 　〃 小児以外の骨折後の抜釘

25 　〃 待機可能な変形性膝関節症

26 　〃 麻痺症状のない腰部脊柱管狭窄症に対する椎弓形成術

27 　〃 骨内遺物除去術

28 　〃 人工膝関節置換術

29 　〃 貯血前など待機可能な人工関節手術

30 　〃 関節鏡

31 　〃 手根管症候群や肘部管症候群に代表される末梢神経の絞扼性障害で、経過が長い症例

延期できる可能性のある入院・手術の例

本一覧は例示です。本一覧に掲載されている手術を機械的に延期するのではなく、当該患者の身体状況、疾患の緊
急度、後遺症が発生する可能性等を総合的に考慮し、当該手術等を延期できるかをご判断ください。

令和4年1月21日



No 診療科名 疾患名・手術名

32 　〃
ばね指手術、外反母趾手術、一定のリウマチ関連手術など長期経過を伴い症状が急速に
は悪化が少ないと考えられる症例

33 　〃 足部の変性疾患手術全般（外反母趾や変形性足関節症、内反足など）

34 　〃 陳旧性靭帯損傷再建、偽関節手術

35 　〃 腱移行術

36 　〃 側弯症手術

37 　〃 良性軟部腫瘍摘出

38 　〃 骨切り術（骨折除く）

39 　〃 縦隔腫瘍摘出術（嚢胞性腫瘍、神経原性腫瘍）

40 　〃 手掌多汗症手術

41 　〃 手根管症候群

42 　〃 麻痺や膀胱直腸障害のない脊柱変形や、頚椎症性神経根症の患者

43 　〃 人工股関節全置換術

44 　〃 骨盤骨切り術

45 　〃 抜釘術

46 　〃 大腿骨矯正骨切り術

47 　〃 外骨腫などの良性骨腫瘍

48 　〃 反復性関節（亜）脱臼

49 形成外科 外傷後の緊急を除く形成外科全般

50 　〃 良性腫瘍に対する手術

51 　〃 リンパ管吻合術

52 　〃 リンパ管静脈吻合

53 　〃 眼瞼下垂

54 　〃 外傷及び悪性腫瘍を除く形成外科全般

55 脳神経外科 待機的低リスクの内頚動脈瘤手術

56 　〃 浅側頭動脈、中大脳動脈吻合術などのバイパス術

57 　〃 機能及び生命予後が対応可能な良性脳腫瘍手術

58 　〃 血管狭窄に対するステント術、内膜剥離術、バイパス術

59 　〃 てんかん外科手術（海馬切除、脳梁切断）

60 　〃 正常圧水頭症のシャント術

61 　〃 微小血管減圧術

62 　〃 待機的低リスクの未破裂脳動脈瘤

63 　〃 脊髄係留解除術

64 　〃 痙性麻痺に対する後根切除術

65 　〃
痙性麻痺に対するバクロフェン
持続注入装置埋め込み

66 　〃 小児頭蓋形成術（頭蓋骨早期縫合癒合症）

67 呼吸器外科 待機可能な気胸に対する手術（エアリークが止まらないケースなどは除く）



No 診療科名 疾患名・手術名

68 　〃 多汗症

69 　〃 良性腫瘍（肺，縦隔，胸郭）

70 　〃 良性が確定的な縦隔腫瘍（神経鞘腫など）

71 　〃 縦隔のう胞性疾患

72 　〃 肺良性腫瘍に対する肺癌判断のための組織確定及び治療目的手術

73 心臓血管外科 延期可能な下肢静脈瘤に対する諸手術

74 　〃 延期可能な病態のペースメーカー・ICD交換等

75 　〃 下肢静脈瘤の手術

76 　〃 間欠性跛行に対する下肢動脈バイパス術

77 産婦人科・婦人科 延期可能な良性腫瘍手術

78 　〃 子宮全摘や筋腫核出術

79 　〃 子宮鏡下腫瘍切除術

80 　〃 子宮脱に対する手術

81 　〃 待機可能な卵巣良性腫瘍に対する手術

82 　〃 延期可能な円錐切除（悪性診断を除く）

83 　〃 予防的卵管卵巣摘出術

84 　〃 腹腔鏡下ドリリング術（多嚢胞性卵巣症候群）

85 　〃 骨盤臓器脱（子宮脱や膀胱脱）手術

86 　〃 子宮鏡下ポリープ切除術

87 眼科 機能障害を回避できる待機的手術（白内障や眼瞼下垂など）

88 　〃 進行の遅い黄斑上膜

89 　〃 視力喪失の可能性が低い非進行性の緑内障手術

90 　〃 斜視手術

91 　〃 屈折矯正手術

92 　〃 黄斑上膜に対する硝子体手術

93 耳鼻咽喉科 待機的慢性副鼻腔炎

94 　〃 待機可能な（両側）口蓋扁桃摘出術（重篤な気道症状のない）

95 　〃 待機可能なアデノイド切除術（重篤な気道症状がない）

96 　〃 鼓室形成術

97 　〃 慢性扁桃炎

98 　〃 先天性耳瘻孔

99 　〃 （慢性）中耳炎

100 　〃 下口唇嚢腫

101 　〃 良性頸部腫瘤

102 　〃 頸部良性腫瘍

103 　〃 声帯良性腫瘍



No 診療科名 疾患名・手術名

104 　〃 内視鏡下鼻中隔手術Ⅰ型(鼻中隔)

105 　〃 内視鏡下鼻腔手術Ⅰ型(下鼻甲介)

106 　〃 声帯ポリープ

107 　〃 慢性副鼻腔炎に対する内視鏡下副鼻腔手術

108 　〃 滲出性中耳炎に対する鼓膜換気チューブ留置術

109
耳鼻咽喉科・頭頸
部外科

無症状で発見された甲状腺悪性腫瘍手術

110 　〃 嚥下改善手術

111 　〃 誤嚥防止手術

112 耳鼻科 鼻腔良性腫瘍

113 放射線診断 動脈瘤塞栓術（術後の仮性動脈瘤などは除く）

114 　〃 血管奇形に対する塞栓術

115 皮膚科 待機可能な良性腫瘍

116 　〃 良性皮膚・皮下腫瘍切除術

117 　〃 良性軟部腫瘍摘出術

118 　〃 フェノール法（陥入爪の手術）

119 泌尿器科 局所進行・転移などの悪性を疑う所見がない前立腺生検

120 　〃 急性腎盂腎炎の合併のない、疼痛コントロール可能な尿管結石に対する手術

121 　〃 延期可能な経尿道的前立腺切除術

122 　〃 陰嚢水腫根治術

123 　〃 延期可能な環状切除術

124 　〃 尿道下裂手術

125 　〃 女児外陰形成術

126 　〃 延期可能な腎部分切除

127 　〃 精巣静脈瘤に対する手術

128 　〃 腎盂形成術

129 　〃 膀胱結石手術

130 　〃 コントロール可能な良性副腎腫瘍手術

131 　〃 尿道形成術

132 　〃 腎盂形成術（腎機能の悪化が進行性の場合は除く）

133 　〃 限局性前立腺癌に対する根治術

134 　〃 限局性前立腺癌に対する小線源療法

135 　〃 延期可能な副腎摘除術

136 　〃 生体間腎移植術

137 　〃 小児胱尿管逆流に対する新吻合術

138 　〃 人口括約筋埋め込み術

139 循環器内科 心房細動に対するカテーテルアブレーション



No 診療科名 疾患名・手術名

140 　〃 ペースメーカー本体交換術（電池寿命により判断）

141 　〃 病状が安定しているPCI

142 　〃 延期可能な病態のペースメーカーICD交換術

143 　〃 診断カテーテル

144 　〃 待機的PCI

145 　〃 アブレーション

146 歯科 抜歯

147 　〃 埋伏智歯

148 口腔外科 待機可能な抜歯

149 　〃 良性腫瘍

150 　〃 急性症状がない嚢胞性疾患

151 　〃 顎形成術

152 　〃 炎症性疾患でない唾液腺疾患（ラヌーラ，唾石症）

153 　〃 顎骨内異物除去

154 　〃 炎症症状がない良性疾患（抜歯、唾液腺疾患、嚢胞性疾患、良性腫瘍など）

155 　〃 炎症症状がない抜歯、埋伐歯抜歯

156 　〃 良性腫瘍

157 　〃 顎変形手術

158 腎臓内科 緊急性のない腎生検

159 　〃 待機的シャント閉鎖術

160 腎臓・高血圧内科 腎移植術

161 　〃 緊急性のないテンコフカテーテル抜去術

162 乳腺外科 乳房良性腫瘍に対する手術

163 　〃 BRCA陽性患者への予防的乳房切除

164 　〃 乳腺良性腫瘍

165 　〃 良性腫瘍に対する腸手術



 

 

 

医師が延期できると判断した 

入院・手術の延期等のお願い 

患者の皆さまへ 

 現在、神奈川県は、オミクロン株の急拡大により、

新型コロナへの医療だけでなく、新型コロナ以外の 

通常の救急医療を含めた医療提供体制の維持が困難

な状況が間近という大変厳しい状況にあります。 

 新型コロナや救急の医療提供体制の強化のため、

医師が延期できると判断した入院や手術を延期させ

ていただいたり、入院中の患者様に、他の医療機関

への転院をお願いする場合があります。 

 もちろん、急を要する入院や手術はこれまで通り

継続することが前提です。不安に思われましたら、

担当の先生にご相談ください。 

 この危機を乗り越えるためには、皆さまのご理解

とご協力が必要です。よろしくお願いします。 

 

 令和４年１月２１日  

神奈川県 


