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本日の説明項目

１ 国の動き
（１） これまでの国の動き
（２）「地域医療構想の進め方について」 （厚労省）
（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」について（総務省）

２ 道の動き
（１） 令和４年度取組方針について

（令和４年２月１０日地域医療専門委員会了承事項）
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地域医療構想等に関する国の動き

４

○令和３年５月２８日 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療
法等の一部を改正する法律公布

新興感染症等の感染拡大時における医療提供体制の確保に関する事項の医療計画への位置付け

〇令和３年６月18日・8月6日 第1～2回第8次医療計画等に関する検討会（厚労省）
第１回 第8次医療計画の策定に向けた議論を開始
第２回 第8次医療計画の策定に向け、新興感染症等対応に関する検討の進め方、救急・災害医療提供体制に関す

るワーキンググループの開催について協議

〇令和３年７月２９日 第1回地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ（厚労省）
第8次医療計画の策定に向け、地域医療構想及び医師確保計画の推進に向けた議論を開始

〇令和３年８月６日 第２回第8次医療計画等に関する検討会（厚労省）

○令和３年10月13日～11月11日 第3回～5回第8次医療計画等に関する検討会（厚労省）
第８次医療計画の策定に向けた検討を進めるに当たり、医療現場・自治体等の関係者から、「今般の新型コロナウ
イルス感染症対応における取組状況」、「今後の新興感染症等対応に向けた課題等」についてヒアリングを実施

○令和3年12月3日 第2回地域医療構想及び医師確保に関するワーキンググループ（厚労省）
地域医療構想に関する地域の検討・取組状況について報告、新潟県、広島県からの事例発表

〇令和３年12月10日 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）
各都道府県において第8次医療計画（2024年度～2029年度）の策定作業が2023年度までにかけて進められること
となるため、その作業と併せて、2022年度及び2023年度において、地域医療構想に係る民間医療機関も含めた各
医療機 関の対応方針の策定や検証・見直しを求め、検討状況については、定期的に公表を求める。



○令和3年10月6日～12月15日 第1～5回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
強に関する検討会（総務省）

「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」の方向性について中間まとめを行
い、令和3年度末までに公立病院の経営強化に向けた新たなガイドラインを策定の方向で検討

〇令和３年12月23日経済財政諮問会議 新経済・財政再生計画改革工程表2021
各都道府県において第8次医療計画（2024年度～2029年度）の策定作業が2023年度までにかけて進められることと

なるため、その作業と併せて、2022年度及び2023年度において、地域医療構想に係る民間医療機関も含めた各医療機
関の対応方針の策定や検証・見直しを求め、検討状況については、定期的に公表を求める。

○令和3年12月23日 第6回第8次医療計画等に関する検討会（厚労省）

外来機能報告等に関する報告書の報告

○令和４年３月４日 第７回第8次医療計画等に関する検討会（厚労省）
地域医療構想等の検討・取組の進め方

○令和４年３月24日 「地域医療構想の進め方について」（厚労省医政局長通知）
地域医療構想を進める際の追加的な留意事項に関する通知

○令和４年３月29日 「公立病院経営強化の推進について」（総務省自治財政局長通知）
「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」の発出

５

地域医療構想等に関する国の動き
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「地域医療構想の進め方について」（令和4年3月24日付け厚生労働省医政局長通知）

○国では、これまで発出した通知等に基づき地域医療構想の進め方を示してきた。
・「地域医療構想の進め方について」（平成30年２月７日医政地発0207第1号厚生労働省地域医療計画課長通知）
・「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」（令和２年１月17日医政発0117第４号厚生労働省医

政局長通知） など
○これらの通知の内容を基本としつつ、地域医療構想の実現に向けた取組を進めるための追加的留意事項について通知

○ 今後、各都道府県において第８次医療計画（2024 ～2029 年度）の策定作業が2023年度までかけて進められる際には、
各地域で記載事項追加（新興感染症等対応）等に向けた検討や病床の機能分化・連携に関する議論等を行っていただく
必要があるため、その作業と併せて、2022 年度及び 2023 年度において、地域医療構想に係る民間医療機関も含めた
各医療機関の対応方針の策定や検証・見直しを行う。

その際、各都道府県においては、今回の新型コロナウイルス感染症の感染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たことを十分に配慮する。

○ また、2024年度より医師の時間外労働の上限規制が適用され、2035年度末に暫定特例水準を解消することとされて
おり、各医療機関において上限規制を遵守しながら、同時に地域の医療提供体制の維持・確保を行うためには、医療機
関内の取組に加え、各構想区域における地域医療構想の実現に向けた病床機能の分化・連携の取組など、地域全体での
質が高く効率的で持続可能な医療提供体制の確保を図る取組を進めることが重要であることに十分留意する。

なお、地域医療構想の推進の取組は、病床の削減や統廃合ありきではなく、各都道府県が、地域の実情を踏まえ、主
体的に取組を進めるものである。

１ 基本的な考え方
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「地域医療構想の進め方について」（令和4年3月24日付け厚生労働省医政局長通知）

○ 今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、地域医療構想調整会議の運営に当たっては、感染防止対策を
徹底するとともに、医療従事者等の負担に配慮する。

○ 年間の開催回数についても、必ずしも一律に年４回以上行うことを求めるものではないが、オンラインによる開催も
検討し、必要な協議が十分に行われるよう留意する。

○ また、感染防止対策の一環として会議の傍聴制限を行った場合には、会議資料や議事録等の公表について、とりわけ
速やかに行うよう努める。

３ 地域医療構想調整会議の運営

○ 「人口100万人以上の構想区域における公立・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証等について」（令和３年７
月１日付け医政発0701第27号厚生労働省医政局長通知）２．（３）において、「公立・公的医療機関等の具体的対応
方針の再検証等、地域医療構想の実現に向けた今後の工程に関しては、新型コロナウイルス感染症への対応状況に配慮
しつつ、各地域において地域医療構想調整会議を主催する都道府県等とも協議を行いながら、厚生労働省において改め
て整理の上、お示しすることとしている。」としていたことについては、2022 年度及び 2023 年度において、公立・
公的・民間医療機関における対応方針の策定や検証・見直しを行うこととする。

○ このうち公立病院については、病院事業を設置する地方公共団体は、2021 年度末までに総務省において策定する予
定の「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」を踏まえ、病院ごとに「公立病
院経営強化プラン」を具体的対応方針として策定した上で、地域医療構想調整会議において協議する。

○ また、民間医療機関を含め、議論の活性化を図るため、必要に応じて以下の観点も参照するとともに、重点支援区域
の選定によるデータ分析等の技術的支援なども併せて活用し、議論を行う。

※ 民間医療機関を含めた議論の活性化を図るための観点の例
・ 高度急性期・急性期機能を担う病床…厚生労働省の診療実績の分析に含まれていない手術の一部（胆嚢摘出手術や

虫垂切除手術など）や内科的な診療実績（抗がん剤治療など）、地理的要因を踏まえた医療機関同士の距離
・ 回復期機能を担う病床…算定している入院料、公民の違いを踏まえた役割分担
・ 慢性期機能を担う病床…慢性期機能の継続の意向や介護保険施設等への転換の意向・状況

２ 具体的な取組



○ 第８次医療計画の策定に向けては、現在、第８次医療計画等に関する検討会や同検討会の下のワーキンググループ等
において「基本方針」や「医療計画作成指針」の見直しに関する議論を行っているが、この検討状況については適宜情
報提供していく。

9

「地域医療構想の進め方について」（令和4年3月24日付け厚生労働省医政局長通知）

○ 検討状況については、定期的に公表を行う。具体的には、2022 年度においては、2022年９月末及び 2023 年３月
末時点における検討状況を別紙様式に記入し、厚生労働省に報告するとともに、各都道府県においてはその報告内容を
基にホームページ等で公表する。

○ なお、各都道府県ごとの検討状況については、今後、地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ等
に報告することを予定している。また、様式に定める事項以外にも厚生労働省において、随時状況の把握を行う可能性
がある。

○ 重点支援区域については、都道府県からの申請を踏まえ、厚生労働省において選定しているが、今後、全ての都道府
県に対して申請の意向を聞くことを予定している。

４ 検討状況の公表等

５ 重点支援区域

６ その他
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「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」について
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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「紹介受診重点医療機関」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。

地域医療構想に係る令和４年度の取組方針（北海道） 令和４年２月10日
第３回地域医療専門委員会
資料
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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。

地域医療構想に係る令和４年度の取組方針（北海道） 令和４年２月10日
第３回地域医療専門委員会
資料
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令和４年度取組方針について

【R4.3.24厚生労働省通知】 【道取組方針（R4.2.10決定）】
取組方針の

改正

【１ 基本的な考え方】
○ 今後、各都道府県において第８次医療計画（2024年度～

2029年度）の策定作業が2023年度までかけて進められる際には、
各地域で記載事項追加（新興感染症等対応）等に向けた検討や
病床の機能分化・連携に関する議論等を行っていただく必要が
あるため、その作業と併せて、2022年度及び2023年度において、
地域医療構想に係る民間医療機関も含めた各医療機関の対応方
針の策定や検証・見直しを行う。

その際、都道府県においては、今回の新型コロナウイルス感
染症の感染拡大により病床の機能分化・連携等の重要性が改め
て認識されたことを十分に考慮する。

【１ 基本的な考え方】
○ 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。

不要
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○令和４年度取組方針については、本年２月に開催した本委員会において了承いただくとともに、関係医療機関や市町村、
関係団体などにお知らせしているところ。

○地域医療構想の進め方に関して、３月24日付けにて厚生労働省医政局長通知があったところであり、すでに承認いただ
いた道の取組方針との比較は次のとおり。

▶国通知と道取組方針の比較



【R4.3.24厚生労働省通知】 【道取組方針（R4.2.10決定）】
取組方針の

改正

【１ 基本的な考え方】
○ また、2024年度より医師の時間外労働の上限規制が適用され、

2035年度末に暫定特例水準を解消することとされており、各医
療機関において上限規制を遵守しながら、同時に地域の医療提
供体制の維持・確保を行うためには、医療機関内の取組に加え、
各構想区域における地域医療構想の実現に向けた病床機能の分
化・連携の取組など、地域全体での質が高く効率的で持続可能
な医療提供体制の確保を図る取組を進めることが重要であるこ
とに十分留意する。なお、地域医療構想の推進の取組は、病床
の削減や統廃合ありきではなく、各都道府県が、地域の実情を
踏まえ、主体的に取組を進めるものである。

○ 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。

不要

【２ 具体的な取組】
○ 「人口100万人以上の構想区域における公立・公的医療機関等

の具体的対応方針再検証等について」（令和３年７月１日付け
医政発0701第27号厚生労働省医政局長通知）２．（３）におい
て、「公立・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証等、地
域医療構想の実現に向けた今後の工程に関しては、新型コロナ
ウイルス感染症への対応状況に配慮しつつ、各地域において地
域医療構想調整会議を主催する都道府県等とも協議を行いなが
ら、厚生労働省において改めて整理の上、お示しすることとし
ている。」としていたことについては、2022 年度及び 2023 年
度において、公立・公的・民間医療機関における対応方針の策
定や検証・見直しを行うこととする。

【２ 令和４年度の取組方針】
○ 公立・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証等に

ついては、道ではこれまでも国の分析結果は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
ていくこととする方針としている。

○ また、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こととしている。

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するこ
ととしてる。

不要
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令和４年度取組方針について



【R4.3.24厚生労働省通知】 【道取組方針（R4.2.10決定）】 取組方針の
改正

【２ 具体的な取組】
○ このうち、公立病院については、病院事業を設置する地方公

共団体は、2021 年度末までに総務省において策定する予定の
「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」を踏まえ、病院ごとに「公立病院経営強化
プラン」を具体的対応方針として策定した上で、地域医療構想
調整会議において協議する。

【２（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。

不要

○ また、民間医療機関を含め、議論の活性化を図るため、必要
に応じて以下の観点も参照するとともに、重点支援区域の選定
によるデータ分析等の技術的支援なども併せて活用し、議論を
行う。

【２（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こととしている。

不要

【３ 地域医療構想の運営について】
○ 今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、地域

医療構想調整会議の運営に当たっては、感染防止対策を徹底す
るとともに、医療従事者等の負担に配慮する。

【１ 基本的な考え方】
○ 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。

不要

○ 年間の開催回数についても、必ずしも一律に年４回以上行う
ことを求めるものではないが、オンラインによる開催も検討し、
必要な協議が十分に行われるよう留意する。

○ 同上
不要

○ また、感染防止対策の一環として会議の傍聴制限を行った場
合には、会議資料や議事録等の公表について、速やかに行うよ
う努める。

道の附属機関等の議事録は、会議後１ヶ月以内に公表
することとしている。
（附属機関等の設置又は開催及び運営に関する基準）

不要

【４ 検討状況の公表等】
○ 検討状況については、定期的に公表を行う。具体的には、

2022年度においては、2022年９月末及び 2023 年３月末時点に
おける検討状況を別紙様式に記入し、厚生労働省に報告すると
ともに、各都道府県においてはその報告内容を基にホームペー
ジ等で公表する。

適宜調査を実施し、対応

不要

令和４年度取組方針について
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令和４年度取組方針について
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【R4.3.24厚生労働省通知】 【道取組方針（R4.2.10決定）】
取組方針の

改正

○ なお、各都道府県ごとの検討状況については、今後、地域医
療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ等に報告
することを予定している。

また、様式に定める事項以外にも厚生労働省において、随時
状況の把握を行う可能性がある。

ー －

【５ 重点支援区域】
○ 重点支援区域については、都道府県からの申請を踏まえ、厚

生労働省において選定しているが、今後、全ての都道府県に対
して申請の意向を聞くことを予定している。

【２（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。

不要

【６ その他】
○ 第８次医療計画の策定に向けては、現在、第８次医療計画等

に関する検討会や同検討会の下のワーキンググループ等におい
て「基本方針」や「医療計画作成指針」の見直しに関する議論
を行っているが、この検討状況については適宜情報提供してい
く。

－ －



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）

※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
（資料３参考資料）
令和４年２月10日
第３回地域医療専門委員会資料
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