
今年度の地域医療構想調整会議の
進め方 

資料２ 



平成３０年度における地域医療構想調整会議の進め方について（案） 
 
１ 地域医療構想調整会議の協議事項 
 
１ 地域医療構構想調整会議の進め方  資料２－１ 

地域医療構想調整会議（地域医療構想部会、医療圏保健医療計画推進協議会）の協議

事項、年間スケジュールなど 

 
２ 個別の医療機関の具体的対応方針 

（１） 具体的対応方針の協議、とりまとめ 
・今年度末までに、全ての対象医療機関について、医療機関ごとの２０２５年に向

けた具体的対応方針を協議 

   ・県は、具体的対応方針について、①２０２５年における役割、②２０２５年にお

ける医療機能ごとの病床数、③議論の状況（未議論、議論中、合意済）をとりま

とめることとしている 

※今後の地域医療介護総合確保基金の国から都道府県への配分に当たっては、具体

的対応方針のとりまとめの進捗状況（合意済の医療機関数）が考慮される。 

 
（２） 具体的対応方針等の調査  資料２－２ 

地域医療構想調整会議での協議、とりまとめに向け、アンケート調査を実施 

対  象：県内の一般病床又は療養病床を有する全医療機関 

調査項目：２０２５年における役割 

２０２５年における医療機能ごとの病床数 など 

 
（３） 担うべき役割を大きく変更（再編、移転、過剰な病床区分への変更など）する病院等へ

の対応  資料４－１～４－４ 
担うべき役割を大きく変更する病院等は、今後の事業計画を策定の上、地域医療

構想調整会議において速やかに協議する 

 

３ 非稼動病棟を有する医療機関等への対応 
  （１） 非稼動病棟（病床が全く稼動していない病棟）を有する医療機関への対応 資料２－３ 
    非稼動の理由、再稼動や廃止の予定等を県でとりまとめて調整会議で報告 

  該当医療機関（Ｈ２９病床機能報告）：５病院、９診療所 

 
  （２） 調整会議への出席・説明ルールの策定 

非稼動病棟を再稼動する予定の医療機関、新たな病床を整備する予定の医療機関、

開設者を変更する医療機関などに対する調整会議への説明等の取扱ルールの策定 

 

４ 地域医療介護総合確保基金（医療分）の活用  資料４－５ 
「病床機能転換事業費」、「認知症医療提供体制整備費」等の施設設備整備を行う医療

機関の要望・申請状況を具体的な施設名も含めて説明 

 
２ 情報共有 
 
１ 地域医療構想の進捗状況の共有  資料３－１ 
  構想区域ごとの病床機能別の病床数の状況等を共有 

 
２ 地域医療構想調整会議での個別医療機関の取組状況の共有 資料３－２ 
  医療機関ごと（病棟ごと）の、以下の内容等を共有 

   ① 病床機能や診療実績（病床数の状況や手術件数など） 

   ②「新公立病院改革プラン」、「公的医療機関等２０２５プラン」の進捗状況（病床

稼働率、救急対応状況など） 

 
３ 参考事例の共有 

病院の再編事例、急性期から回復期への転換事例、地域包括ケアの取組事例等 

 
３ その他 

 
１ 会議資料、議事要旨の公表 
  県ホームページで公表 

 
２ 地域医療構想アドバイザーの設置 

役  割：調整会議（地域医療構想部会と医療圏保健医療計画推進協議会）の議論が

活発化するよう参加者に助言 

  選定方法：地域医療構想部会と医療圏保健医療計画推進協議会の委員を兼ねる県医師

会・県病院協会関係者の中から、国の研修を受講する地域医療構想アドバ

イザーを選定することとし、県医師会・県病院協会と協議を踏まえ、県と

して推薦し、国が選定 

        ※今年度は県医師会から１名推薦。県病院協会からは公立・公的病院関係者１名と

民間病院関係者１名のあわせて２名推薦 

  H30 年度地域医療構想アドバイザー： 

所属 職氏名 医療圏 

石川県医師会 上田  博 副会長 南加賀 

石川県病院協会 岡田 俊英 副会長 石川中央・能登北部 

石川県病院協会 神野 正博 副会長 能登中部 

 

資料２－１ 
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※下線部は H30 新規事項 

H30予定  （参考）H29実績 

第１回調整会議 

(地域医療構想部会) 

 

H30.10.1 

①H30地域医療構想調整会議の進め方 

 →国通知等を踏まえた H30における調整会議の進め方 

2025年に向けた具体的対応方針等のアンケート、ヒアリングの実施 など 

②地域医療構想の進捗状況及び個別医療機関の医療機能等 

 →病床機能ごとの病床数の状況、手術件数などの診療実績、補助金の活用状況、 

病床稼働率、役割分担 など 

③医療機関の今後の動向や事例等（病院の再編や機能転換等） 

 

 

第１回調整会議 

(地域医療構想部会) 

 

H29.7.24 

①個別の医療機関ごとの医療機能等 

 →病床機能ごとの病床数の状況（病床機能報告など） 

②在宅医療等 

 →市町ごとの在宅医療等の必要量 など 

第２回調整会議 

(医療圏協議会) 

 

H30.10月中 

① H30地域医療構想調整会議の進め方 

→国通知等を踏まえた H30における調整会議の進め方 

2025年に向けた具体的対応方針等のアンケート、ヒアリングの実施 など 

②地域医療構想の進捗状況及び個別医療機関の医療機能等 

 →病床機能ごとの病床数の状況、手術件数などの診療実績、補助金の活用状況、 

病床稼働率、役割分担など 

③医療機関の今後の動向や事例等（病院の再編や機能転換等） 

 意向調査の実施（H29.7～8） 

・県内全病院に対し、介護医療院等への転換意向をアンケート調査 

 

圏域別意見交換会の開催（H29.9.1～5、医師会・病院協会主催） 

意向調査の実施（H30.10） 

・一般病床・療養病床を有する全病院に対して、2025年に向けた具体的対応方針（病床数、担うべき 

医療機能）、建替え予定等をアンケート調査 

・金沢市内の病院には、地域医療推進室において、ヒアリングも実施（急性期、回復期の病院を中心

に訪問） 

 

 

第２回調整会議 

(医療圏協議会) 

 

H29.10.4～10.23 

①個別の医療機関ごとの医療機能等 

→病床機能ごとの病床数の状況（病床機能報告など） 

②在宅医療等 

 →市町ごとの在宅医療等の必要量、介護医療院等への転換意向調査結果 など 

③医療計画（糖尿病・在宅医療） 

第３回調整会議 

(医療圏協議会) 

 

H31.1～2月 

 

①（現時点における）医療機関ごとの 2025年に向けた具体的対応方針の説明 

 →2025年を見据えた担うべき医療機関としての役割 

2025年に持つべき病床機能ごとの病床数 

②非稼働病棟の状況 

 →非稼動病棟の病床数、理由 など 

③医療機関の今後の動向や事例等（病院の再編や機能転換等） 

 

 

第３回調整会議 

(地域医療構想部会) 

 

H30.1.19 

①今後の地域医療構想の進め方 

 →年４回開催、公立病院改革プラン・公的医療機関等 2025プランの議論 など 

②個別の医療機関ごとの医療機能等（金大、医科大、県中、医療センター） 

 →医療計画上の位置づけ、疾患ごとの患者数（DPCデータ）、手術件数などの診療実績（病

床機能報告）など 

③公立病院改革プラン及び公的医療機関等 2025プラン（上記４病院） 

④医療計画（地域医療構想）本文案 

第４回調整会議 

(地域医療構想部会) 

 

H31.3月 

 

①（現時点における）2025年に向けた具体的対応方針のとりまとめ 

 →2025年を見据えた担うべき医療機関としての役割 

2025年に持つべき病床機能ごとの病床数 

②非稼働病棟の状況、非稼働病棟を再稼働しようとする医療機関等への対応ルール 

 →非稼動病棟の病床数、理由 など 

→以下の医療機関に対する調整会議への出席・説明のルールの策定 

・非稼動病棟の再稼動 ・過剰な病床機能への転換 ・開設者の変更 など 

③医療機関の今後の動向や事例等（病院の再編や機能転換等） 

④次年度の地域医療介護総合確保基金（医療分）の実施予定 

 

第４回調整会議 

(医療圏協議会) 

 

H30.2.2～3.27 

①個別の医療機関ごとの医療機能等 

 →機能分化・連携の現況、疾患ごとの患者の流出入（NDB）、疾患ごとの患者数（DPCデー

タ）、手術件数などの診療実績（病床機能報告）など 

②公立病院改革プラン及び公的医療機関等 2025プラン 

③市町の取組紹介（南加賀のみ） 

 →加賀市：地域包括ケアシステムの構築に向けて 

  能美市：我が事・丸ごとの地域づくり推進事業について 

 

 

H30の地域医療構想調整会議のスケジュール（案） 
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２０２５年に向けた具体的対応方針に関する調査（案）【病院用】 

 

病院名              

 

・１～３の設問は、２０２５年に向けた具体的対応方針についてお尋ねするものです。なお、

ご回答いただいた内容は地域医療構想調整会議の資料として公表する予定です。 

 

１．病院の役割・機能（該当するものに○） 

 項目 2018年 2025年 

（予定） 

がん がん診療連携拠点病院（国指定）   

地域がん診療連携協力病院・地域がん診療連携推進病院（県指定）   

がんリハビリテーション実施病院   

緩和ケア病棟を有する病院   

脳卒中 急性期の救急医療を担う医療機関※   

回復期のリハビリテーションを担う医療機関※   

心血管疾

患 

急性期の救急医療を担う医療機関※   

回復期のリハビリテーションを担う医療機関※   

糖尿病 糖尿病の専門医療機関※   

合併症対応医療機関※   

精神 地域精神科医療機関リスト掲載医療機関※   

疾患ごとの専門医療機関リスト掲載医療機関※   

周産期 周産期母子医療センター   

分娩取扱施設   

小児 小児中核病院、小児地域医療センター、小児地域支援病院   

常勤の小児科医がいる医療機関   

障害児入所施設、指定発達支援医療機関   

救急 救命救急センター、救急告示病院   

災害 災害拠点病院またはＤＭＡＴを整備している医療機関   

へき地 へき地医療拠点病院   

在宅 在宅療養後方支援病院、在宅療養支援病院   

その他 地域医療支援病院、開放型病院   

難病拠点病院   

※は医療計画の医療機関リストに掲載されている又は掲載が見込まれること 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２－２ 
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２．２０２５年の病床機能ごとの病床数の方針 

 2018年 2025年 

高度急性期  床  床 

急性期  床  床 

回復期  床  床 

慢性期  床  床 

休棟等  床  床 

介護保険施設等（介護医療院等）へ移行   床 

廃止   床 

合計  床  床 

 

３．地域医療介護総合確保基金の活用意向 

 （１）地域包括ケア病棟・回復期リハビリテーション病棟の整備に必要な施設・設備整備

に対する補助（病床機能転換事業費補助金）の活用希望 

     ※２で回復期病床の増床を予定していると回答した病院が対象です。 
 

     ア 希望あり   イ 希望なし 
 

 （２）認知症医療提供体制の整備に必要な施設・設備整備に対する補助（認知症医療提供

体制整備事業費補助金）の活用希望 
 

     ア 希望あり   イ 希望なし 

 

・以降の設問は地域医療構想に関する事務の参考とするため、お伺いします。 

 

４ ２０２５年までの病棟の新設・建替・廃止等の計画 

（１）２０２５年時点で築３０年以上となる病棟建物の状況 

建物名 建築年 病棟数 病床数 2025年までの新設・建替・廃止 
公表 

可否 

    実施決定済・検討中・可能性あり・なし  

    実施決定済・検討中・可能性あり・なし  

    実施決定済・検討中・可能性あり・なし  

 

（２）具体的計画 

    ※（１）で「実施決定済」「検討中」と回答した場合に記入してください 

 

 

 

 

 

（担当者） 所属・役職  

氏名  

電話番号  

メールアドレス  
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２０２５年に向けた具体的対応方針に関する調査（案）【有床診療所用】 

 
診療所名              

 

・１～２の設問は、２０２５年に向けた具体的対応方針についてお尋ねするものです。なお、

ご回答いただいた内容は地域医療構想調整会議の資料として公表する予定です。 

 

１．診療所の役割・機能（該当するものに○） 

 項目 2018年 2025年 

（予定） 

周産期 分娩取扱施設   

救急 救急告示医療機関   

在宅 訪問診療を実施している診療所   

 

２．２０２５年の病床機能ごとの病床数の方針 

 2018年 2025年 

高度急性期  床  床 

急性期  床  床 

回復期  床  床 

慢性期  床  床 

休棟等  床  床 

介護保険施設等（介護医療院等）へ移行   床 

廃止   床 

合計  床  床 

 

 

 

 

 

 

 

（担当者） 所属・役職  

氏名  

電話番号  

メールアドレス  
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非稼働病棟を有する医療機関に対する調査（案） 

 

医療機関名                

 

 

１．非稼動病棟の概要（病棟名、病床数、非稼動期間等） 

 

 

２．病棟を稼働していない理由 

 

 

 

 

３．当該病棟の今後の運用見通しに関する計画 

（１）今後の運用見通し（いずれかを○囲み） 

 

再稼働     廃止     その他 

 

（２）上記（１）の具体的な内容 

 

ア 再稼動を予定する場合 

①再稼動時期（予定） 

②再稼動後に担う病床数等 高度急性期、急性期、回復期、慢性期     床 

             予定する入院基本料 

③主な診療科 

④再稼動理由及び地域における再稼動の必要性、再稼動後の役割 等 

 

 

 

 

イ 廃止を予定する場合   廃止時期（予定） 

 

  ウ その他の場合（その他とした理由、具体的な今後の予定など） 

 

 

 

 

 

（担当者） 所属・役職  

氏名  

電話番号  

メールアドレス  

 

資料２－３ 
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（参考）他県の事例

※平成29年度医療計画研修会資料抜粋

※第8回地域医療構想に関するＷＧ資料抜粋7
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