
「各構想区域の重点課題」について

区域 重点課題 推進の上の課題（R3.10月末時点）

01_南渡島
急性期経過後の患者等の受け皿と
在宅医療等の提供体制の確保

○新型コロナの影響により重点課題の議論が進められていない。R1年度の重点課題
の設定から日時が経過していることから、改めて関係者間で具体的方策について
議論をしていく必要がある。

○人口減少に伴い、医療需要が減少することを踏まえ、各地域で必要な医療機能と３次
医療圏域（北渡島檜山、南檜山）での広域連携を進めていく必要がある。

・他圏域の実情を示す受療動向等のデータの情報共有

・取り組むべき機能等について意見交換

02_南檜山
各医療機関・自治体における機能
分化と連携体制の強化

○南檜山圏域では人口減少が進み、また、多くの患者が南渡島圏域に流出している状況。
このような中、圏域の公立病院・診療所は、医師や看護師の医療従事者の人材不足
の理由から、多くの休床を抱えている。

また、病床利用率も低く、経営や人材の効果的活用の観点等から非効率的な提供
体制となっている。

〇早急な医療提供体制の見直しを進める必要性がある。
〇高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしつづけるよう医療と介護が連携した地域包

括ケアシステムの構築が必要。

03_北渡島
檜山

①それぞれの病院における将来的
な役割・機能等の在り方と検討

②在宅医療の提供体制の構築に向
けた、地域における役割分担の
明確化及び連携体制の推進

③人口減少を見据え、各病院での
連携強化による急性期機能の集
約化

○進捗に差はあるが各病院で検討が取り組まれている。

○在宅医療の提供体制構築に向けては、医療・介護関係者の連携を多職種連携協議会
事業として進めている。一方で住民への普及啓発が課題。

○管内公立5病院は救急告示医療機関としての役割を担い、 救急患者に優先的に使用

する病床を一定程度確保する必要があり、在宅医療の推進に向けても、在宅療養患者
の体調急変時に備えた体制が必要となる。

04_札幌
各地域で顔の見える連携体制を構
築すること

○新型コロナウイルス感染拡大防止のため、定期的な意見交換の場を持つことが困難な
状況であるが、引き続き互いの現状・課題を継続的に共有する場を構築していく必要が
ある。 53

調整会議事務局調査

全体的な課題：新型コロナウイルス感染拡大により、地域医療構想調整会議は書面開催が多く、
意見交換など十分な議論ができていない。



区域 重点課題 推進の上の課題（R3.10月末時点）

05_後志

①人口減少を見据えた急性期機能
のあり方

② 医療機関の機能等の役割分担
③ 在宅医療の提供体制の確保

○新型コロナウイルス感染症を踏まえた感染拡大時の取組を議論していく必要がある。

○新型コロナウイルス感染症の影響により、地域医療連携推進法人等連携に関する情報
共有がなされていない。

06_南空知

建替えを検討している医療機関に
おける将来の役割・機能等のあり
方

○岩見沢市立総合病院と北海道中央労災病院の構想進捗状況や各医療機関の検討状
況について、圏域内での情報共有の推進を図り、各医療機関・圏域での役割分担を進め
る必要がある。

○老朽化による建替えを要する病院の多くが具体的な検討に着手している。
○具体的対応方針の再検証を求められている医療機関については再検証が進んでいる。

07_中空知
急性期病院と回復期・慢性期医療
機関等との連携強化

○急性期病床の削減、回復期病床への転換及び非稼働病床の見直しが、少しずつ進ん
でいる。また、病床を削減して外来診療及び在宅医療を充実させていく動向もあり、外来
医療計画の推進と合わせ、引き続き各関係機関での検討を進めるとともに、区域内の情
勢を共有し、連携して取り組む必要がある。

○新型コロナウイルス感染症患者受け入れに係る病床確保・医療連携体制の構築が優先
される中、調整会議は書面開催での協議・情報提供にとどまっており、議論の活性化を

図る必要がある。

08_北空知
地域包括ケアシステムの更なる充
実に向けた医療・介護機能の確保
について

○一般病床及び療養病床を有する医療機関は深川市内に３病院あり、主に急性期を担っ
ている医療機関が地域センター病院であり、他の２病院はいずれも療養病床のみで、
慢性期医療を担う民間病院である。現状では、３病院の病床機能は、急性期と慢性期と
いう大きなくくりで見ると、一定の棲み分けがなされているが、今後、高齢化と社会構造

の変化が進む中、それらの状況に対応した的確なサービスの提供が課題。

09_西胆振

①医療機関の役割について
②将来、過不足が見込まれる病床
機能の把握について

③病床が全て稼働してない病棟を
有する医療機関への対応につい
て

○新型コロナウイルス感染症の影響により、 令和２年度から令和３年度（10月末）にかけ
て、重点課題に関する協議等が行えていない。

○室蘭市内３病院の連携等に向けた検討の動向。
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区域 重点課題 推進の上の課題（R3.10月末時点）

10_東胆振

①医療機関間の役割・機能の
分担と連携

②医療機関と介護サービス・
在宅療養との連携体制の構築

③ 公立病院における2021年度
以降の取組方針

○ 「公立病院における2021年度以降の取組方針」については、調整会議において新公
立病院改革プランの進捗状況及び2021年度以降の取組方針について定期的に報告を
行い、地域医療構想に沿ったものになっているか、必要に応じた協議を行っている。

○また、近年中に改築予定のある公立病院は計画内容について報告を行い、協議を行っ
ているが、次期公立病院改革プランに関する国からの策定指針が発出されていないこと

から、次期プランが策定できない状況となっている。

11_日高
①回復期病床の確保
②医師及びその他等医療従者
等の確保

○人口10万対医療施設医師数は、全道二次医療圏別に比較すると下から二番目の医
師不足の著しい圏域であり、医師含め医療従事者等の確保については、各医療機関に
おいて関係方面に対する取り組みを行っているが、常勤医の不足を派遣医でしのぐと
いった厳しい状況が続いている。また、診療所長の高齢化が進み、打開策を見出せない
状況が続いている。

○各医療機関では新型コロナウイルス感染対策を最優先課題とし、検査、ワクチン接種な
ど多忙を極め、回復期病床の確保（地域包括ケア病床の増床等）の検討は進んでいな

い。

12_上川中部
人口構造・疾病構造の変化を見
据えた回復期機能の確保及び在
宅医療の確保

○病床機能の集約化、変更について、医療機関における検討・取組が一定程度行われ
ているものの、回復期病床確保に向け更なる取組が必要だが、新型コロナ対応のため、

検討が困難な状況。

13_上川北部

今後の人口減少等を踏まえて、
圏域全体で効率的な医療を提供
するため、基幹病院における急
性期機能を維持し、回復期・慢
性期機能の役割分担を明確にし
て、連携強化を図る

○回復期・慢性期機能について、各医療機関の役割分担を明確（見える化）にして、連
携を強化していく必要があることについて合意はなされているものの、具体的な取組内
容（個別の病床削減・転換、医療の役割分担、スケジュール（ロードマップ））は検討中で

ある。



区域 重点課題 推進の上の課題（R3.10月末時点）

14_富良野

① 医療機関の役割分担の具体化
及び再編に向けた検討につい
て

② 病床機能（回復期病床）の確保
について

③在宅医療の提供体制の確保に

ついて

○H30の病院病床利用率は一般病床70.2％、療養病床70.0％であり、必ずしも有効活用され
ている状況とはいえず、医療従事者についても、道内２次医療圏の中でもその確保が困難
な地域となっている。

○医療従事者の確保に関し、自治体独自に医師、看護師を目指す学生に対する修学資金貸
付制度や看護師養成学校の設置運営が図られている。

○地域センター病院が行う医療機器の共同利用や医師の派遣などによる病病・病診連携が
図られているなど、病床機能の分化・連携が進展して改善傾向にはあるが、令和２年度の
意向調査によると回復期病床、それ以外にも高度急性期及び慢性期も不足となっており、
全必要病床も不足となる見込。長期的な人口減少傾向やコロナ禍での利用減少を踏まえ、
必要な医療供給体制を維持していく必要がある。

〇現在、在宅医療を担う医療機関は７箇所となっている。令和７年度における訪問診療の需
需要数に的確に対応できる医療体制の確保、充実が必要になる。

15_留萌

①地域医療を確保するため、医師
及び医療従事者の確保対策に
ついて

②人口減少・人口構造・疾病構造
の変化を見据えた、望ましい医
機能の確保について

③管内の病院等の、将来の役割・
機能分担とその連携に向けた
定期な意見交換等について

○高度急性期、急性期経過後の患者を受け入れる回復期病床の確保
○高齢化や管内人口の減少による、医師を始めとする医療従事者の不足と医療施設・診療

科目の減少
○地域住民が住み慣れた地域で必要とする医療を受けることができる在宅 医療提供体制の

整備

16_宗谷

①不足している医療機能（回復期
機能）の確保

② ICTを活用した地域ネットワーク
の構築

③ 在宅医療の確保
④ 医師をはじめとする医療従事者

の確保

○地域医療構想調整会議が、各医療機関において医療のあり方を考えるきっかけになって
いるが、新型コロナの感染状況も含め重点課題の議論の進め方に苦慮している。
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区域 重点課題 進捗状況

17_北網 在宅医療等の提供体制の確保

○医療及び介護関係機関の連携体制について、多職種での取組を実施しているが、各関
係機関の、より一層の在宅医療の取組が望まれる。

○療養病床入院患者の通院、退院先の確保と患者が安心して在宅医療を受けられる環境
づくりが必要。

○慢性期の退院先の確保をどうするかが課題。医師不足の中、今後、訪問診療需要の増
加が見込まれるが、介護サービスを含め受け皿の整備が必要。

○在宅で生活する重症心身障害者（児）への支援が必要。

18_遠紋

① 人口減少を見据えた回復期機能

（急性期経過後の受け皿、軽度急性
期対応を含める）の確保

② 地域医療における役割分担・連携

に向けた意見交換の場の設定

○意向調査においては急性期病床が減少し、回復期病床が増加しているものの、依然とし
て回復期の必要数が不足している状況。圏域では医療機関の閉院による病床の減少や
後継者不足等の課題がある中で、必要な病床数の維持や役割分担に向けた議論が必要
である。

○現在、一部の医療機関で遠隔医療情報連携サービスや道北北部医療連携ネットワーク
を運用し、診療情報の共有、遠隔診断サポートを活用しているが、圏域内の医療機関でも

活用可能かどうかの検討が必要。

19_十勝
人口構造、疾病構造を見据えた回復
期機能の確保

○回復期病床への転換等は進んでいることから、今後も調整会議の中で、圏域内の計画
等について協議等進める必要がある。

○調整会議等の中で、関係機関との協議が不可欠であるが、新型コロナウイルス感染症対

応のため、会議が書面開催や回数を確保できない状況。

20_釧路
①急性期病院と回復期・慢性期病
院との連携強化

②在宅医療提供体制の確保

〇開設者が異なる急性期医療を担う500床規模の公的医療機関が３施設存在する中にお
いて、民間医療機関の担う医療機能を含めた合意形成が課題。

〇地方では公的医療機関が救急医療から慢性期医療までの全ての機能を担っており、病

床利用率が低くても削減が難しい。

21_根室

①地域全体での医療従事者の確保
対策

②病床機能の急性期から回復期・慢
性期への転換

○新型コロナ禍でも可能な「地域全体での医療従事者の確保対策」として、振興局の独自
事業に位置付けもしながら５カ年計画を策定し、具体的な取組としてＨＰによる情報発信
の充実とキラリ☆未来ナースを地域共同で開催。

○機能転換を検討している病院はあるが、必要病床数との乖離がある。病床機能報で報告
している病棟には様々な病期の患者が入院している。現時点では、回復期を担う病床が
大幅に不足している状態にはないが、将来に向け必要な病床の確保を図っていく必要が
ある。

○医療従事者等の不足のため、地域医療構想を踏まえた病床機能の確保が難しい状況。



１ 国の動き
（１）これまでの国の動き
（２）第８次医療計画及び地域医療構想について
（３）「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化

ガイドラインの方向性」について（総務省）
（４）外来機能の明確化・連携の推進について
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本日の説明項目

２ 道の取組
（１）北海道医療分析センターについて
（２）重点課題の状況について
（３）令和４年度の取組方針（案）



１．基本的な考え方

○ 令和元年度、具体的な取組に向けた集中的な議論を進めるため、各調整会議で、地域の実情を踏まえた「重点課題」（急
性期機能の集約化、病院の再編・統合など）を設定し、令和２年度は「重点課題」に関する具体的な工程についてなるべく
早期に共有を図ることとしていたが、新型コロナウイルス感染症への対応を最優先する中、多くの地域で議論を進めること
が困難となった。
一方で、国の重点支援区域の選定や地域医療連携推進法人の設立により、複数医療機関による再編を進める圏域もあり、

地域が置かれている状況に応じて取組が進められている状況。

○ こうした中、国は「新型コロナウイルス感染症対応を踏まえた今後の医療提供体制の構築に向けた考え方」を取りまと
め、次期医療計画（R6～11年度）の記載事項に「新興感染症等の感染拡大時における医療」を追加し、感染拡大時の短期
的な医療需要には、医療計画に基づき機動的に対応することとし、地域医療構想については、その基本的な枠組み（病床の
必要量の推計、考え方など）を維持するとしたところ。

○ 本道においても、地域では人口減少や高齢化が進行しており、医療ニーズの変化や担い手確保の厳しさが増すことなどを
見据え、引き続き、地域医療構想の実現に向けて具体的な取組を進める必要がある。

○ このため、新型コロナへの対応に最優先で取り組む地域の状況に十分配慮しつつ、引き続き地域が置かれている状況に応
じ、地域医療構想調整会議等における議論を着実に進めていく。

２．令和３年度の取組方針
(1) 重点課題
○ 新型コロナ対応の状況に配慮しながら、地域が置かれている状況に応じ、引き続き、「重点課題」に関する今後の具体的
な工程について共有が図られるよう議論を促していくとともに、「地域医療構想調整会議協議会」において検討状況の共有
を図る。
なお、圏域によっては2025年以降を見据えた中長期的な視点に基づき検討する必要があることに留意。

(2) 公立病院改革
○ 国からの策定指針発出が見通せない状況ではあるが、指針が示された際には、次期公立病院改革プランを策定する公立病
院については、調整会議等において、検討状況を丁寧に説明するとともに、調整会議等の議論の状況を十分に反映するよう
求めていく。
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２．令和３年度の取組方針

(3) 国の再検証要請等への対応
○ 国においては、新型コロナ対応の状況に配慮しつつ、再検証対象医療機関における具体的対応方針の再検証や民間医療
機関も含めた再検証対象医療機関以外の医療機関における対応方針の策定について、改めて具体的な工程の設定について
検討することとしている。

○ これまで、国の分析結果は１つの参考資料としながら、再検証対象医療機関であるかどうかに関わらず地域において議
論を進めることとし、公立・公的・民間すべての病院・有床診療所を対象に今後担うべき役割などに関する「意向調査」
を実施し、地域において結果の共有を図ってきたところであり、引き続きこうした取組を進めながら、国の動向に対して
も適宜対応していく。

(4) 複数医療機関による再編の取組の横展開
○ 国の重点支援区域の選定や地域医療連携推進法人の設立により、複数医療機関による再編を進める圏域の取組につい
て、「構想説明会」や「地域医療構想調整会議協議会」において情報共有するなどして、他の圏域への横展開を図るとと
もに、重点支援区域の選定について調整会議において合意が得られた圏域がある場合は、国に申請をし、選定を働きかけ
ていく。

(5) 医療データ分析センターの活用
○ これまで行ってきた電子レセプト情報等を活用した受療動向等の分析について、今年度からは「医療データ分析セン
ター」における新たな体制の下で、地域医療専門委員会や各圏域の調整会議で活用可能な資料を作成するなど、データ分
析のさらなる活用を図っていく。
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令和３年度の取組方針
R3.7.27＿R3第1回地域
医療専門委員会資料



７月～ 第１回調整会議

地域医療構想に関する説明会
・構想の取組方針・基金事業など【本庁】

８月～10月 第２回調整会議

「重点課題」の取組状況の共有
各医療機関の検討状況の共有

11月～12月 第３回調整会議

「重点課題」の取組状況の共有
意向調査結果の共有
次期公立プランの検討状況の共有

（国指針の発出状況に応じ）

2月～３月 第４回調整会議

「重点課題」の取組状況の共有
地域医療構想推進シートの更新

地域医療構想調整会議 協議会
「重点課題」の工程の検討状況

複数医療機関による再編の取組事例
→令和３年度は中止

9～10月
地域医療構想に係る意向調査実施

Ｒ３年度以降の具体的な工程に
ついて共有が図られるよう議論
を進める

※ 圏域によっては2025年以降
を見据えた工程が必要

「重点課題」の取組

３月
「地域医療構想推進シート」更新

※R3.7時点での「具体的対応方針」
（R3.3以降の検討・議論を反映）

※R4.3時点での「具体的対応方針」
（意向調査後の検討・議論を反映）
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※新型コロナ対応の状況に十分配慮して進める

令和３年度の構想関係スケジュール *現時点の想定

※新型コロナの状況を踏まえ、書面開催（資料配付）

R3.7.27＿R3第1回地域医療
専門委員会資料一部修正

国指針はR3年度末の見込み



１．基本的な考え方

○ 令和元年度、具体的な取組に向けた集中的な議論を進めるため、各調整会議で、地域の実情を踏まえた「重点課題」（急
性期機能の集約化、病院の再編・統合など）を設定し、令和2～３年度は「重点課題」に関する具体的な工程についてなる
べく早期に共有を図ることとしていたが、新型コロナウイルス感染症への対応を最優先する中、多くの地域で議論を進める
ことが困難な状況が続いている。
一方で、国の重点支援区域の選定や地域医療連携推進法人の設立により、複数医療機関による再編を進める圏域もあり、

地域が置かれている状況に応じて取組が進められている状況。

○ こうした中、国は「新型コロナウイルス感染症対応を踏まえた今後の医療提供体制の構築に向けた考え方」を取りまと
め、次期医療計画（R6～11年度）の記載事項に「新興感染症等の感染拡大時における医療」を追加し、感染拡大時の短期
的な医療需要には、医療計画に基づき機動的に対応することとし、地域医療構想については、その基本的な枠組み（病床の
必要量の推計、考え方など）を維持するとしたところである。
また、今回の新型コロナウイルス感染症の拡大により、病床の機能分化・連携等の重要性が改めて認識されていることを
十分に考慮しつつ、令和４年度においては、地域医療構想に係る民間病院も含めた各医療機関の対応方針の策定や検証・見
直しを各都道府県に求めている。

○ 本道においても、地域では人口減少や高齢化が進行しており、医療ニーズの変化や担い手確保の厳しさが増すことなどを
見据え、引き続き、地域医療構想の実現に向けて具体的な取組を進める必要がある。

○ このため、新型コロナへの対応に最優先で取り組む地域の状況に十分配慮しつつも、引き続き地域が置かれている状況に
応じ、地域医療構想調整会議等における議論を着実に進めていく。

○ 地域の医療機能の分化・連携に向けた外来機能報告等に基づく「紹介患者重点医療機関」については、国の考え方が具
体的に示され次第、地域における協議の方法等について総合保健医療協議会地域医療専門委員会で検討し、地域医療構想調
整会議等に対して示していくこととする。

62

令和４年度の取組方針（案）

変更・追記点は赤字で記載



２．令和４年度の取組方針
(1) 重点課題
○ 新型コロナ対応の状況に配慮しながら、地域が置かれている状況に応じ、引き続き、「重点課題」に関する今後の具体的な
工程について共有が図られるよう議論を促していくとともに、「地域医療構想調整会議協議会」において検討状況の共有を図
る。なお、圏域によっては2025年以降を見据えた中長期的な視点に基づき検討する必要があることに留意。

(2) 公立病院改革
○ 公立病院は、「公立病院経営強化ガイドライン」に基づき、令和５年度末までに「公立病院経営強化プラン」を策定するこ
ととされていることから、 次期プランの検討状況を調整会議等において丁寧に説明するとともに、調整会議等の議論の状況
を十分に反映するよう求めていく。

(3) 国の再検証要請等への対応
○ 国においては、新型コロナ対応の状況に配慮しつつ、再検証対象医療機関における具体的対応方針の再検証や民間医療機関
も含めた再検証対象医療機関以外の医療機関における対応方針の策定について、改めて具体的な工程の設定について検討する
こととしている。

○ これまで、国の分析結果は１つの参考資料としながら、再検証対象医療機関であるかどうかに関わらず地域において議論を
進めることとし、公立・公的・民間すべての病院・有床診療所を対象に今後担うべき役割などに関する「意向調査」を実施
し、地域において結果の共有を図ってきたところであり、引き続きこうした取組を進めながら、国の動向に対しても適宜対応
していく。

(4) 複数医療機関による再編の取組の横展開
○ 国の重点支援区域の選定や地域医療連携推進法人の設立により、複数医療機関による再編を進める圏域の取組や回復期病床
の転換の先進事例について、「構想説明会」や「地域医療構想調整会議協議会」において情報共有するなどして、他の圏域へ
の横展開を図るとともに、重点支援区域の選定について調整会議において合意が得られた圏域がある場合は、国に申請をし、
選定を働きかけていく。

(5) 医療データ分析センターの活用
○ 電子レセプト情報等を活用した受療動向等の分析を行う「医療データ分析センター」において、地域医療専門委員会や各圏
域の調整会議で活用可能な資料を作成し、更なるデータ分析の活用を図っていく。
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令和４年度の取組方針（案）

変更・追記点は赤字で記載



６月～ 第１回調整会議

地域医療構想に関する説明会
・構想の取組方針・基金事業など【本庁】

８月～10月 第２回調整会議

「重点課題」の取組状況の共有
各医療機関の検討状況の共有

11月～12月 第３回調整会議

「重点課題」の取組状況の共有
意向調査結果の共有
次期公立プランの検討状況の共有

（国指針に発出状況に基づき）

2月～３月 第４回調整会議

「重点課題」の取組状況の共有
地域医療構想推進シートの更新

地域医療構想調整会議 協議会
「重点課題」の工程の検討状況

複数医療機関による再編の取組事例
9～10月

地域医療構想に係る意向調査実施

Ｒ４年度以降の具体的な工程に
ついて共有が図られるよう議論
を進める

※ 圏域によっては2025年以降
を見据えた工程が必要

「重点課題」の取組

３月
「地域医療構想推進シート」更新

※R4.7時点での「具体的対応方針」
（R４.3以降の検討・議論を反映）

※R5.3時点での「具体的対応方針」
（意向調査後の検討・議論を反映）
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※新型コロナ対応の状況に十分配慮しつつも、地域における継続的な議論が
進められるようWEB会議併用も積極的に活用し、進めていく。

令和４年度の構想関係スケジュール(案） *現時点の想定

変更・追記点は赤字で記載



参考資料
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R3第1回医療政策研修及び
地域医療構想アドバイザー会議資料
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R3第1回医療政策研修及び
地域医療構想アドバイザー会議資料
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出典：特定機能病院一覧等を基に作成（一般病床規模別の病院数は平成29年度医療施設調査より集計）

※ 病床数は一般病床の数であり、特定機能病院は平成31年４月、地域医療支援病院は平成30年１２月時点。

病床数（※） 特定機能病院 地域医療支援病院 その他 全体

400床以上
538

(6.4%)

200～399床
816

(9.7%)

200床未満
0

(0%)
27

(0.3%)
7,031

(83.6%)
7,058
(83.9%)

全体
86

(1.0%)
607

(7.2%)
7,719

(91.8%)
8,412
(100%)

現在の定額負担
（義務）対象病院

（参考）定額負担の対象病院拡大について

現在の定額負担
（任意）対象病院

〇 大病院と中小病院・診療所の外来における機能分化を推進する観点から、紹介状がない患者の大病院外来の初診・再診時の定

額負担制度の拡充する必要がある。

〇 現在、外来機能報告（仮称）を創設することで、新たに「医療資源を重点的に活用する外来」（仮称）を地域で基幹的に担う

医療機関（紹介患者への外来を基本とする医療機関）を、地域の実情を踏まえつつ、明確化することが検討されている。

○ 紹介患者への外来を基本とする医療機関は、紹介患者への外来医療を基本として、状態が落ち着いたら逆紹介により再診患者を

地域に戻す役割を担うこととしており、こうした役割が十分に発揮され、保険医療機関間相互間の機能の分担が進むようにするために、

当該医療機関のうち、現在選定療養の対象となっている一般病床数200床以上の病院を、定額負担制度の徴収義務対象に加

えることとする。

「医療資源を重点
的に活用する外来」
（仮称）を地域で
基幹的に担う医療
機関（紹介患者へ
の外来を基本とする
医療機関）

86
(1.0%)

328
(3.9%)

0
(0%)

252
(3.0%)

564
(6.7%)

124
(1.5%)

医療保険部会資料(一部改)(令和2年12月23日)

拡大
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