
項目名  地域医療構想の推進

■ 現状（概要）

○ 「地域医療構想」は，団塊の世代が全て75歳以上となる2025年の医療需要を推

計し，医療機能毎の病床の必要量，施策の方向性(病床の機能の分化及び連携等)

を示したもの。

○ 構想実現に向けて，医療機関の自主的な取組や関係者相互の協議を促進するた

めに，「地域医療構想調整会議」を設置し，必要な調整を行っている。

○ 鹿児島県地域医療構想の概要（H28.11月策定）

１ 2025年の病床の必要量，在宅医療等の需要（鹿児島保健医療圏）

2015年(H27)現在 2025年(R7)必要量 差

高度急性期 1,392床 982床 410床 (超過)

病 急 性 期 5,122 2,778 2,344 (超過)

回 復 期 1,463 2,880 ▲1,417 (不足)

慢 性 期 3,121 2,244 877 (超過)

床 休 棟 等 346 - 346

計 11,444 8,884 2,560 (超過)

在 宅 医 療 等 8,006人/日 11,097人/日 ▲3,091人/日(不足)

２ 地域医療構想推進のための施策の方向性

病床の機能の分化及び連携の推進，在宅医療・介護連携の推進 など

■ 取組状況（H29.3～R3.3）

○ 公立･公的医療機関の2025年に向けた対応方針の合意 … 9か所合意

○ 公立･公的医療機関の2025年に向けた対応方針の再検証 … 4か所検証

○ 病院の開設許可申請に係る調整会議の意見とりまとめ … 3か所実施

○ 地域医療介護総合確保基金事業補助金に係る意見とりまとめ … 7か所実施

○ 病床機能再編支援補助金に係る意見とりまとめ … 5件実施

■ 課題

○ 回復期病床の増加と急性期・慢性期病床の減少が徐々に進んでいるが，2025年

の回復期の必要病床数を確保するまでには至っていない。

■ 今後の対応

○ 各医療機関における病床の機能の分化及び連携については，自主的に進められ

ることが前提となっており，地域医療構想調整会議や専門部会を適宜開催し，そ

の進捗状況を共有するとともに，必要な調整を行う。

■ 依頼事項等

○ 医師会，市村におかれては，地域医療構想の推進に引き続き御協力をお願いし

ます。
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令令和和２２年年度度「「鹿鹿児児島島保保健健医医療療圏圏地地域域医医療療構構想想調調整整会会議議」」開開催催状状況況

開催日時・場所 会議名 協議内容等

令和２年９月８日（火） 

18:30～20:30 
かごしま県民交流ｾﾝﾀｰ

第６回高度急性期

及び急性期専門部

会

(1) 公立・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証について 

（４医療機関の説明及び質疑） 

(2)令和元年度病床機能報告の確認結果について 

令和２年 10 月１日（木）

18:30～20:30 

かごしま県民交流ｾﾝﾀｰ 

第２回部会長等会

議 

(1) 地域医療介護総合確保基金事業補助金の申請予定について 

(2) 公立・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証について 

(3) 令和元年度病床機能報告の確認結果等について 

令和２年 10月 12日（月）

18:30～20:00 

鹿児島市医師会館

第 12 回調整会議 

（令和 2 年度第１回）

(1)地域医療介護総合確保基金事業補助金の申請について 

(2)公立・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証について 

(3)令和元年度病床機能報告の確認結果等について

令和２年 11月 19日（木）

18:30～20:00 
かごしま県民交流ｾﾝﾀｰ 

第７回高度急性

期及び急性期専

門部会 

(1)令和元年度病床機能報告の確認結果等について 

(2)令和元年度病床機能報告と定量的基準の照合結果について 

(3)公立・公的医療機関等の再編統合の協議開始に係る意向調 

査について 

令和２年 11月 30日（月）

（書面開催）

第３回回復期専

門部会 

(1)令和元年度病床機能報告の確認結果等について 

(2)令和元年度病床機能報告と定量的基準の照合結果について 

令和２年 12 月３日（木）

（書面開催） 

第３回慢性期及

び在宅医療専門

部会 

(1)令和元年度病床機能報告と定量的基準の照合結果について 

令和２年 12月 10日（木）

18:30～20:00 

かごしま県民交流ｾﾝﾀｰ 

第３回部会長等

会議 

(1)令和元年度病床機能報告の確認結果について 

(2)令和元年度病床機能報告と定量的基準の照合結果について 

(3)医療機関の再編統合に係る民間医療機関への意向調査につ 

いて 

(4)今後再開予定の非稼働病棟を有する医療機関について 

令和２年 12月 28日（月）

（書面開催） 

第８回高度急性

期及び急性期専

門部会 

(1)病床機能再編支援補助金の活用希望に係る意見照会につい

  て 

令和２年 12月 28日（月）

（書面開催） 

第４回回復期専

門部会 

(1)病床機能再編支援補助金の活用希望に係る意見照会につい

  て 

令和３年１月７日（木）

18:30～20:30 
かごしま県民交流ｾﾝﾀｰ 

第４回部会長等

会議 

(1)病床機能再編支援補助金の活用希望について 

(2)医療機関の再編統合に係る民間医療機関への意向調査につ 

いて 

(3)令和元年度病床機能報告と定量的基準の照合結果について 
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開催日時・場所 会議名 協議内容等

令和３年１月 14 日（木）

18:30～20:00 
鹿児島市医師会館 

第５回部会長等

会議 

(1)病床機能再編支援補助金の活用希望について 

令和３年２月９日（火）

18:30～20:30 
鹿児島市医師会館 

第 13 回調整会議 

（令和 2 年度第 2 回）

(1) 令和元年度病床機能報告の確認結果について 

(2) 医療機関の再編統合に係る民間医療機関への意向調査につ 

いて 

(3) 病床機能再編支援補助金の活用希望について 

(4) 令和元年度病床機能報告と定量的基準の照合結果について 

(5) 第７次医療計画（中間見直し）及び第８期介護保険事業（支

援）計画の整合性確保について 

令和３年３月５日（金）

18:30～20:00 
鹿児島市医師会館 

第 14 回調整会議 

（令和 2 年度第 3 回）

(1) 病床機能再編支援補助金の活用希望について 

令和３年３月 19 日（金）

（書面開催） 

第５回回復期専門

部会 

(1) 病床の医療機能を変更予定の医療機関について 
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確定値

確定値

確定値

確定値

独自集計値※

独自集計値※

必要病床数

※　2019年７月１日時点，2025年７月１日時点は，R2.3.23時点で報告済の193医療機関を伊集院保健所が独自集計したもの（速報前の未確定データ）

※　定量的基準とは未照合

R2.10.12 第12回調整会議資料

病床数
合　計

8,884床（介護保険施設等を除く）

11,833床（介護保険施設等を除く）

11,444床（介護保険施設等を除く）

12,182床（介護保険施設等を除く）

12,126床（介護保険施設等を除く）

12,376床（介護保険施設等を除く）

11,504床（介護保険施設等を除く）

2015（H27）年７月１日時点

2016（H28）年７月１日時点

2017（H29）年７月１日時点

2025年７月１日時点

2025年７月１日時点

2019（Ｒ１）年７月１日時点

2018（H30）年７月１日時点

1392

5122

1463

3121

346

1372

5430

1585

3408

387

1346

5454

1706

3270

350

1282

5439

1873

3281

501

1171

5270

1799

3182

411

1258

5146

2138

2733

229 368

982

2778
2880

2244

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟 介護保険施設

病床機能報告制度報告状況 （鹿児島保健医療圏）

H27.7.1時点

H28.7.1時点

H29.7.1時点

H30.7.1時点

R1.7.1現在

2025.7.1時点

必要病床数

-
 
5
 
-


