


セコム医療システム

21年3月期は減収減益

　セコム㈱の2020年3月期決算は、連結売上高が1

兆600億7000万円（前年同期比4.6％増）、同営業利益

1428億5800万円（同9.7％増）となった。

　このうち、セコム医療システム㈱、㈱マックなど

計11社のメディカルサービス事業は、売上高762億

1800万円（同5.5％増）、営業利益54億8800万円（7.0％

増）となった。

　メディカルサービス事業では、訪問看護サービスや

薬剤提供サービスなどの在宅医療サービスを中心とし

て、シニアレジデンスの運営、電子カルテの提供、医

療機器・医薬品などの販売、介護サービス、医療機関

向け不動産賃貸など各種メディカルサービスを提供し

ており、同決算期では、医薬品・医療機器・薬剤提供サー

ビスの販売が増収となった。

　21年3月期の中間期決算は、売上高4912億200万

円（同2.5％減）、営業利益607億2900万円（同6.7％減）、

メディカルサービス事業は、新型コロナウイルス感染

症の影響などにより医療機器・医薬品の販売が減収と

なったことなどにより、売上高350億円（同8.9％減）、

営業利益は23億円（同17.2％減）となった。

　21年3月期は、連結売上高1兆340億円（同2.5％減）、

同営業利益1240億円（同13.2％減）、メディカルサー

ビス事業は、各740億円（同2.9％減）、営業利益35億

円（36.2％減）と予想している。

2030年ビジョンでAI医療・診断支援やVRかかりつ
け医

　セコムは、17年5月策定した、2030年に向けた長期

ビジョン「セコムグループ2030年ビジョン」において

は、培ってきた社会とのつながりをベースに、セコム

と思いを共にする産官学などのパートナーが参加し

て、暮らしや社会に安心する社会インフラ「あんしん

プラットフォーム」の構築を目指しており、医療・福

祉分野では、AI医療・診断支援サービスやバーチャル

かかりつけ医を描いている。

　また、18年5月に発表した「セコムグループ ロード

マップ2022」では、ライフスタイルに応じたヘルスケ
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セコム医療システム　施設一覧
名称 住所 電話 概要
（医）手稲渓仁会病院 札幌市手稲区前田1条12-2-15 011-681-8111 550床、32科
（医）渓仁会.札幌西円山病院 札幌市中央区円山西町4-7-25 011-642-4121 875床、5科
（医）渓仁会.定山渓病院 札幌市南区定山渓温泉西3-71 011-598-3323 386床、4科
（医）渓仁会.札幌渓仁会リハビリテーション病院 札幌市中央区北10条西17-36-13 011-640-7012 143床、2科
（福）康和会.久我山病院 東京都世田谷区北烏山2-14-20 03-3309-1111 199床、13科
（医）財団.荻窪病院 東京都杉並区今川3-1-24 03-3399-1101 217床、13科
（医）社団輝生会.初台リハビリテーション病院 東京都渋谷区本町3-53-3 03-5365-8500 173床、2科
（医）社団輝生会.在宅総合ケアセンター成城（成城リハケア病院）東京都世田谷区祖師谷3-8-7 03-5429-2292 26床、2科
（医）社団輝生会.船橋市立リハビリテーション病院 千葉県船橋市夏見台4-26-1 047-439-1200 200床、1科
（医）社団誠馨会.新東京病院 千葉県松戸市根元473-1 047-366-7000 234床、16科
（医）社団誠馨会.千葉メディカルセンター 千葉市中央区南町1-11-12 043-261-5111 319床、19科
（医）社団誠馨会.総泉病院 千葉市若葉区更科2592 043-237-5001 353床
（医）社団誠馨会.千葉中央メディカルセンター 千葉市若葉区加曽利町1835-1 043-232-3691 272床、27科
（医）社団誠馨会.セコメディック病院 千葉県船橋市豊富町696-1 047-457-9900 292床、17科
（医）社団三喜会.横浜新緑総合病院 横浜市緑区十日市場町1726-7 045-984-2400 199床、14科
（医）横浜博萌会.西横浜国際総合病院 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町56 045-871-8855 188床、12科
（医）社団三喜会.鶴巻温泉病院 神奈川県秦野市鶴巻北1-16-1 0463-78-1311 591床、4科
（医）讃和会.友愛会病院 大阪府大阪市住之江区浜口西3-5-10 06-6672-3121 170床、6科
（医）晋真会.ベリタス病院 兵庫県川西市新田1-2-23 072-793-7890 199床、13科
（医）財団.神戸海星病院 神戸市灘区篠原北町3-11-15 078-871-5201 180床、19科
（医）社団あんしん会.四谷メディカルキューブ 東京都千代田区二番町7-7 03-3261-0401 19床、6科
（医）社団輝生会.在宅総合ケアセンター元浅草 東京都台東区元浅草1-6-17 03-5828-8031 8床、3科



岐阜県

検査1日1万件、受入れ病床625床確保

　20年11月24日時点における、岐阜県の1日あたり

の検査体制は、PCR検査が最大982件、抗原定量検査

が最大80件、抗原定性検査が最大9640件、計1万702

件となっている。

　感染者の受入れ病床は最大625床、宿泊療養施設は

466室を確保し、20年11月24日時点の利用率は、病

床19.7％、宿泊療養施設2.1％、全体で12.2％となっ

ている。

　季節性インフルエンザワクチンは県内供給本数目安

102万人分を確保している。

　岐阜県では、20年度における新型コロナウイルス

対策として、4月専決処分により、感染症の検査体制

の強化に1億8256万円、患者受入れ病床の確保に8億

8439万円、患者受入れ施設の確保に4億4700万円、

衛生資材の確保に2億2380万円、保健所の体制強化

7550万円などを計上した。

　5月補正予算では、新型コロナウイルス感染拡大防

止などに向けた広報、職員の感染拡大防止のためのテ

レワーク環境整備、市町村と連携した取組みの推進、

避難所における新型コロナウイルス感染症対策の推進

などに取り組んだ。

　6月補正予算では、病床確保のための空床補償88億

277万円、入院体制や外来診療体制の強化5億4332万

円、高度な医療提供体制の整備11億1652万円、地域

における医療提供体制の整備6012万円、救急・周産期・

小児医療機関への支援35億8112万円、重症患者の病

室等の整備1億3400万円、医療機関・薬局等の感染拡

大防止40億4925万円、行政検査の強化1億6923万

円、地域外来・検査センターの運営事業費2億2886万

円、PCR検査能力の増強1億8576万円、軽症者の宿泊

療養施設の確保9億4202万円、衛生資材の確保11億

8838万円、社会福祉施設などの感染拡大防止対策の

強化34億7989万円、医療従事者などへの支援103億

4550万円などを計上した。

　9月補正予算では、高度な医療提供体制の整備6億

4838万円（CT撮影装置など）、歯科保健診療車の更新

3100万円、行政検査の強化2億6157万円（全自動PCR

装置を保健環境研究所に導入）、抗原定量検査機器（全

自動化学発光酵素免疫測定装置）の導入支援4510万

円、社会福祉施設施設における感染拡大防止対策の支

援5億320万円などを計上した。

　12月補正予算では、病床確保のための空床補償70

億6922万円、相談体制の拡充3200万円、検査機器の

導入支援1億1805万円、検査費用の支援6億4489万円、

介護ロボットの導入支援1億7815万円、ICTの導入支

援1億9864万円などを計上した。

厚生連が揖斐更生病院と西美濃厚生病院を統合

　19年度第2回地域医療構想等調整会議（20年1～2

月）では、岐阜県厚生農業協同組合連合会の新病院建

設、揖斐更生病院（揖斐郡揖斐川町）と西美濃厚生病院

（養老郡養老町）の移転集約について議論された。

　また、郡上市における地域医療連携推進法人の認定

についても議論された。法人名は、（一社）県北西部

地域医療ネット（郡上市白鳥町為真1205-1、代表理事：

後藤忠雄）で、業務の内容は、区域内施設の機能分化・

経営効率化、医療介護従事者の人材確保・人材育成お

よび人事交流、地域包括ケアシステムの構築、患者情
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岐阜県の2次医療圏
圏域名 市町村名

岐阜 岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、
岐南町、笠松町、北方町

西濃 大垣市、海津市、養老町、垂井町、関ケ原町、神戸町、
輪之内町、安八町、揖斐川町、大野町、池田町

中濃
関市、美濃市、美濃加茂市、可児市、郡上市、坂祝町、
富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村、
御嵩町

東濃 多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市
飛騨 高山市、飛騨市、下呂市、白川村

岐阜県の基準病床数および既存病床数
病床の種別 圏域名 基準病床数 既存病床数 差引数

療養病床および
一般病床

岐阜 6,459 7,217 -758
西濃 2,563 2,633 -70
中濃 2,630 2,757 -127
東濃 2,613 2,377 236
飛騨 1,194 1,377 -183

精神病床 県全域 3,577 3,945 -368
結核病床 県全域 65 127 -62
感染症病床 県全域 30 30 0



りんくう総合医療センター ： 救急外来ほか改修 大阪府
【所在地】〒 598-8577 大阪府泉佐野市りんくう往来北 2-23　Tel.072-469-3111
【開設者】泉佐野市　【院長】松岡哲也
【診療科目】総内、糖内、腎内、心外、整、形外、小、産婦など 28 科目　【病床数】388 床

【計画地点／規模】所在地に同じ／536m2（改修面積）
【事業費／着工／完成】―／21年1月／21年10月15日
【設計／施工】―／大木建設㈱大阪支店
【計画内容】救急外来、内視鏡検査センター、医局の3つを対象に改修工事を計画している。同工事は施設を運営しながら、3
つの施設を対象に、段階工事で整備する。具体的には、1階で救急外来処置室および内視鏡検査室を拡張するほか、4階では
医局および当直室を新設。1階の救急外来では、救急患者の受け入れを拡張する計画で、処置室を1室から6室まで増やす。
同じ1階の内視鏡検査センターでは、患者の受け入れを増やすため、検査室を2室から3室まで拡張。そのほか、4階の総務
課跡に医局（診療局長席＋33席）および当直室（4室）を新設し、診療局長室跡に当直室（3室）を、病歴前更衣室跡に当直室（2
室）を整備する。

富田林病院 ： 改築 大阪府
【所在地】〒 584-0082 大阪府富田林市向陽台 1-3-36　Tel.0721-29-1121
【開設者】富田林市　【院長】宮崎俊一
【診療科目】内、循内、消内、腎内、外、整、小、眼、泌、皮、耳咽、形外など 18 科目　【病床数】260 床（改築後）

【計画地点／規模】所在地に同じ／総延べ2万3033m2

【事業費／着工／完成】120億円前後／19年1月／21年10月
【設計／施工】㈱梓設計／㈱大林組
【計画内容】現在地において建て替えを計画している。RC造り（免震構造）地下1階地上6階建て延べ2万1202m2 の新病院
本館、S造り2階建て延べ1184m2 の健診センター棟、RC造り平屋建て延べ121m2 のマニホールド棟を建設するほか、S造り
平屋建て延べ556m2の倉庫棟（既存の健診センター棟）、軽量S造り2階建て延べ1080m2の居宅介護／訪看ステーション棟（既
存の仮設血液浄化センター）、既存のガバナ室を改修し、既存の病院や老人宿舎棟などは解体工事を行う。新病院本館のフロ
ア構成として、地下1階はエネルギー室や更衣室を設け、地上1～2階には外来部門を配置する。そして、3～6階は病棟と
なる予定だ。

大阪病院 ： 移転新築 大阪府
【所在地】〒 572-0854 大阪府寝屋川市寝屋川公園 2276-1　Tel.072-821-4781
【開設者】（一財）大阪府結核予防会　【院長】山本隆文
【診療科目】内、神内、外、整、皮、泌　【病床数】151 床

【計画地点／規模】寝屋川市打上高塚町1街区／S造り6階建て延べ1万39m2

【事業費／着工／完成】―／19年12月1日／21年3月31日
【設計／施工】㈱竹中工務店／㈱竹中工務店
【計画内容】JR寝屋川公園駅近くの打上高塚町土地区画整理事業地内に移転することを計画している。開発区域面積は
5944m2 で、新病院の規模はS造り6階建て延べ1万39m2 を想定。フロア構成、病床数、診療科目数、導入する医療機器など
詳細は未定となっている。なお、打上高塚町土地区画整理事業では病院のほか、スーパーマーケットやドラッグストアの出
店も計画されている。

藤井寺／羽曳野／松原 3 市合同新病院 ： 新設 大阪府
【所在地】〒 580-8501 大阪府松原市阿保 1-1-1　Tel.072-334-1550（松原市役所）
【開設者】松原市など　【院長】―
【診療科目】―　【病床数】―

【計画地点／規模】―／未定
【事業費／着工／完成】―／未定／―
【設計／施工】―／―
【計画内容】松原市は、松原市民病院を09年3月31日で閉院した。施設の老朽化と、厳しい財政状況や地域医療を取り巻く
問題の中で、松原市の将来を見据え、総合的に判断したとしている。今後は市議会で手続きを進め、地域医療の確保と広域
での医療体制の再編に取り組む。大阪府は藤井寺・羽曳野・松原で3市合同新病院の建設を提案しているが、目立った動き
は見られない。
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大阪府
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