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○平成29年6月「経済財政運営と改革の基本方針2017」(骨太の方針)

地域医療構想の実現に向けて地域ごとの「地域医療構想調整会議」での具体的議論を促進する。病床の
役割分担を進めるためデータを国から提供し、個別の病院名や転換する病床数等の具体的対応方針の速やか
な策定に向けて、２年間程度で集中的な検討を促進する。

○平成30年6月「経済財政運営と改革の基本方針2018」(骨太の方針)

地域医療構想の実現に向けた個別の病院名や転換する病床数等の具体的対応方針について、昨年度に続
いて集中的な検討を促し、2018年度中の策定を促進する。

公立・公的医療機関については、地域の医療需要等を踏まえつつ、地域の民間医療機関では担うことが
できない高度急性期・急性期医療や不採算部門、過疎地等の医療提供等に重点化するよう医療機能を見直し、
これを達成するための再編・統合の議論を進める。

○令和元年6月21日「経済財政運営と改革の基本方針2019」(骨太の方針)

地域医療構想の実現に向け、全ての公立・公的医療機関等に係る具体的対応方針について、診療実績デー
タの分析を行い、具体的対応方針の内容が、民間医療機関では担えない機能に重点化され、2025 年におい
て達成すべき医療機能の再編、病床数等の適正化に沿ったものとなるよう、重点対象区域の設定を通じて国
による助言や集中的な支援を行うとともに、適切な基準を新たに設定した上で原則として2019 年度中（※）

に対応方針の見直しを求める。
※ 医療機関の再編統合を伴う場合については、遅くとも2020年秋頃まで。

民間医療機関についても、2025 年における地域医療構想の実現に沿ったものとなるよう対応方針の策定
を改めて求めるとともに、地域医療構想調整会議における議論を促す。 3

国における地域医療構想に関する動き① 令和元年7月23日
総医協地域医療専門委員会 資料



○令和元年9月26日 地域医療構想に関するワーキンググループ(厚労省)

厚労省において診療実績を分析の上、「再編統合の必要性について特に議論が必要な公立・公的医療機関等」
（再検証対象医療機関）の名称を公表

○令和元年10月4日 第１回 地域医療確保に関する国と地方の協議の場(総務省・厚労省)

2025年の地域医療構想の実現に向け、医師偏在対策、医療従事者の働き方改革も含め、国と地方が共通の認識
をもって取組を進める観点から、総務省・厚労省と地方３団体（全国知事会、全国市長会、全国町村会）が地域医
療確保に関する事項について協議を行う場を設定

○令和元年10月中旬～下旬 地域医療構想に関する自治体等との意見交換会(厚労省)

全国７ブロックで開催（北海道は10月23日に開催）

（説明概要）
・医療機関そのものの統廃合を決めるものではないこと
・病院が担う役割やそれに必要なダウンサイズ等の方向性を機械的に決めるものではないこと
・地域の実情に関する知見も補いながら、調整会議の議論を活性化していただきたいこと

○令和元年11月12日 第２回 地域医療確保に関する国と地方の協議の場(総務省・厚労省)

○令和元年12月24日 第３回 地域医療確保に関する国と地方の協議の場(総務省・厚労省)

○令和２年1月17日 公立・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証等について(厚労省)

再検証要請に関する正式通知を、各都道府県あて発出（概要はP.5参照）

併せて、以下の情報を各都道府県あて提供
・公立・公的医療機関等と競合すると考えられる民間医療機関リスト (分析方法はP.9参照)
・病床機能報告において高度急性期又は急性期病床を持つと報告した民間医療機関の診療実績リスト

なお、令和2年3月4日付けの厚労省通知で、2019年度中とされた見直しの期限については、厚労省において改め
て整理の上、通知することとされた 4

国における地域医療構想に関する動き②
令和2年2月4日

総医協地域医療専門委員会 資料
（一部修正）



令和2年1月17日
全国厚生労働関係部局長会議 資料

（赤字部分は道庁で追記）

令和２年度以降の地域医療介護総合確保基金の配分に当たっては、各都道府県に
おける具体的対応方針の再検証等に係る議論の状況について考慮 5



１．人口規模別に全国の構想区域を５つのグループ
に分類

■ A県○○構想区域
・aa病院、bb病院

■ B県▲▲構想区域
・cc病院

■ C県□□構想区域

①10万人未満

・・・・

②10万人以上～20万人未満

・・・・

③20万人以上～50万人未満

２．人口規模別のグループごとに、各医療機関の診
療実績等を並べ、一定の水準を満たすか評価

・・・・

④50万人以上～100万人未満

・・・・

⑤100万人以上

領域（９） 分析項目（19）

①がん 肺・呼吸器

乳腺

消化器（消化管、肝胆膵）

泌尿器/生殖器

放射線療法

②心筋梗塞等の
心血管疾患

急性心筋梗塞に対する心臓カテーテル手術

外科手術が必要な心疾患

③脳卒中 超急性期脳卒中加算

脳動脈瘤クリッピング術等

開頭血腫除去術等

血栓除去術等の脳血管内手術

④救急医療 救急搬送等の医療

大腿骨骨折等

⑤小児医療 小児入院医療管理料・
新生児集中治療室管理料等

⑥周産期医療 分娩件数

ハイリスク分娩管理加算

⑦災害医療 災害拠点病院の指定

⑧へき地医療 へき地医療拠点病院の指定

⑨研修・派遣機能 臨床研修病院（基幹型）の指定

・領域⑦～⑨は、それぞれ拠点病院（災害拠点病院、へき
地拠点病院、臨床研修病院（基幹型））の指定を受けて
いない場合

・領域①～⑤は各分析項目の値が、下位33.3パーセンタイ
ル値に満たない場合

⇒９領域全てにおいて「特に診療実績が少ない」と
評価される場合、再検証要請の対象となる。

○次により「特に診療実績が少ない」か判断

・領域⑥は周産期母子医療センターの指定を受けていなく、
かつ、各分析項目の値が、下位33.3パーセンタイル値に
満たない場合

参考：診療実績の分析方法 （Ａ）診療実績が特に少ない
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○ 各構想区域において、診療実績の累積占有率50%を基準として、上位グループと下位グループに区分
○ 下位グループ（図のD,E,F）はすべて、「類似の実績」と考える。
○ 上位グループでも、下位グループで最大の実績をもつ医療機関（図のD）と1.5倍を超える
差がない場合（図のB,C)は、「類似の実績」と考える。

○ 各領域・各分析項目について、同一構想区域内で、車で20分以内の場所に診療実績を有する他の医療機関
（「診療実績が特に少ない」医療機関を除く）がある場合、「近接」と分析 ※詳細は次頁参照

類似の実績

近接

上位でも1.5倍以内の差は
「類似の実績」と考える

累積占有率
50%

上位グループ 下位グループ（類似の実績）

1.5倍

⇒領域①～⑥の６領域の各分析項目全てにおいて「類似かつ近接」と評価される場合、
再検証要請の対象となる。

B～Fは「類似の実績」

参考：診療実績の分析方法 （Ｂ）類似かつ近接

7



対象医療機関から20分圏内にある医療機関

公立・公的等医療
機関で「分析項目
ごとのA評価」が

●ではない

公立・公的等
医療機関で
「分析項目ごと
のA評価」が●

民間医療機関
で診療実績が
１件以上

公立・公的等
医療機関、民
間医療機関で
診療実績が０
件

自
医
療
機
関

「分析項目ごとのA評価」が●

ではない
近接

近接と

ならない
近接

近接と

ならない

「分析項目ごとのA評価」が● 近接 近接 近接
近接と

ならない

診療実績が０件
近接医療機関の有無にかかわらず分析項目ごとの

B評価に「●」

8

参考：公立・公的「（Ｂ）類似かつ近接」の分析方法に係る整理
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上位グループでも、
下位グループの最大値の1.5倍以内の
場合は「類似の診療実績」とする

累積占有率
50%

上位グループ 下位グループ

1.5倍

C～Hは
「類似の診療実績」

（民間） （公立） （民間） （公立） （民間） （公立） （民間） （公立）

同一構想区域内で車で20分以内に「類似の診療実
績」に該当する「公立・公的」（診療実績１以上）

が存在する場合（※１）

１月17日の提供資料で「○」

（★グループ）

※１ 分娩件数、ハイリスク分娩加算の項目につい
ては、「総合（地域）周産期母子医療センター」で
ない「公立・公的」が存在する場合

※２ 全国の構想区域を人口規模によって５個のグ
ループに分類した上で、グループごとに、「公立・
公的・民間」の診療実績を比較。下位33.3％未満
の医療機関を「診療実績が特に少ない」と分析

①自医療機関が「診療実績が特に少ない」（※２）に該当
同一構想区域内で車で２０分以内に「公立・公的・民間」

（診療実績１以上）が存在する場合

②自医療機関が「診療実績が特に少ない」に非該当
同一構想区域内で車で２０分以内に以下のいずれかが存在

する場合
・「診療実績が特に少ない」に該当しない「公立・公的」
（診療実績１以上）

・「民間」（診療実績１以上）

９月26日の公表資料で「●」
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参考：民間医療機関の分析方法（分析項目ごとに評価）



令和2年3月19日
地域医療構想に関するWG 資料

10



令和2年1月17日
全国厚生労働関係部局長会議 資料
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令和2年1月17日
全国厚生労働関係部局長会議 資料
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