
【報告事項】 地域医療構想・外来医療計画の進捗状況について 

 

医療政策課 

１ 地域医療構想について 

（１）新型コロナウイルス感染症を踏まえた地域医療構想に関する考え方 

 「医療計画の見直し等に関する検討会」（令和２年 12 月 15 日付け厚生労働省検討会）で

は、地域医療構想と新型コロナウイルスの関係について、次のように方針を決定 

  

 

 

 

 

 

 

（２）令和２年度病床機能報告結果（速報） 

（各医療圏の内訳） 

  
2025 年の予定 地域医療構想 

計の差 
高度 急性 回復 慢性 計 削減等 高度 急性 回復 慢性 計 

全県 1,933 9,554 3,476 3,531 18,753 -529 1,907 6,551 5,121 3,260 16,839 -1,914 

佐久 86 1245 411 354 2,127 -42 193 733 494 334 1,754 -373 

上小 36 1030 338 459 1,906 -256 98 547 696 423 1,764 -142 

諏訪 353 826 305 331 1,825 -6 215 719 510 289 1,733 -92 

上伊那 158 573 276 264 1,290 -30 119 432 381 221 1,153 -137 

飯伊 213 703 343 119 1,387 -78 129 555 416 238 1,338 -49 

木曽 0 93 83 19 195 0 14 58 40 26 138 -57 

松本 489 2097 710 522 3,871 -88 503 1,432 1,098 562 3,595 -276 

大北 0 249 98 67 414 0 36 197 108 62 403 -11 

長野 583 2399 712 1297 5,025 -29 543 1,634 1,196 1,047 4,420 -605 

北信 75 339 200 99 713 0 57 244 182 58 541 -172 

※計の病床数は医療機能の未選択等を含むため４機能の合計値と一致しないことがある。 
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○ 新型コロナ対応が続く中ではあるが、「人口減少・高齢化の進展」「医療需要の変化」

「マンパワーの制約」といった地域医療構想の背景となる中長期的な状況等は変わっ

ておらず、医療機能の分化・連携の取組は必要不可欠 

○ 感染拡大時の短期的な医療需要には、都道府県の「医療計画」に基づき、機動的に

対応することを前提に、地域医療構想の枠組み（病床の必要量の推計・考え方等）を

維持し、着実に取組を進めていく。 

資料 ３ 



（３）医療機能の再編等の検討 

  現在検討が進んでいる、医療機関の建替等を伴う医療機能再編は次のとおり。 

医療機関名等 概要 

昭和伊南総合病院（上伊那） 

急性期、回復期を中心とした新病院、を他の公立２

病院（伊那中央、辰野）との機能分化・連携を更に図

る形で 2025 年を目途に移転新築 

松本市民病院（松本） 新病院の移転新築を検討中 

信越病院（長野） 
2025 年を目途に回復期・慢性期在宅医療機能を中心

とした新病院を移転新築 

長野赤十字病院（長野） 2027 年を目途に新病院を移転新築 

上小医療圏 圏域内の医療機関での周産期機能の再編を検討中 

 

２ 外来医療計画について 

○ 令和２年４月から、第７次医療計画の一部として推進している外来医療計画では、

「新規開業者が提供する不足する外来医療機能※の確認」「医療・検査機器を新たに

整備する場合の共同利用計画の策定」を求めている。 

○ 医療機関からの申告状況については、各医療圏に設けられた協議の場（地域医療構想

調整会議）で報告している。 

○ 令和２年 12 月時点の状況は次のとおり。（詳細は別添一覧を参照） 

項目 届出状況 備考 

不足する外来医

療機能の提供 

全 22 件の開業の内、 

・初期救急：12 件 

・在宅医療：3件 

・公衆衛生：12 件 

・その他：6件 

・提供不可：３件 ※重複あり 

・その他の不足する外来医療機

能の提供は、「精神科・心療内科」

「小児科（外来）」「皮膚科」であ

った。 

・提供不可の理由は、「専門外来

の提供」「人員不足」であった。 

医療機器等の共

同利用計画 

全５件の機器導入の内、 

・ＭＲＩ：１件 

・マンモグラフィ：１件 

・ＣＴ：３件 

・他の医療機関の医師等も活用

できる共同利用は１件 

・患者紹介による、自院における

検査利用は５件 ※重複あり 

※「初期救急」「在宅医療」「産業医、予防接種等の公衆衛生」を主な不足する外来医療機能として定義 



◆不足する外来医療機能の提供の確認状況（R2.4～R2.12までの届出状況）

内容

佐久 かるいざわ御影用水クリニック ○ 精神科・心療内科 -

佐久 みさと皮フ科クリニック ○ -

上小 桜の丘こどもクリニック ○ ○ ○ 小児外来 -

上小 すがわら整形外科クリニック ○ ○ -

上小 室賀診療所 ○ ○ ○ ○ -

諏訪 すがわら小児クリニック ○ 小児外来等 -

諏訪 皮フ科わくいクリニック ○ ○ ○ -

上伊那 このはなクリニック ○ -

飯伊 心と体のケアクリニック ○ -

松本 烏川脳神経外科 ○ ○ -

松本
いけだ内科・脳神経内科クリニッ
ク

○ -

松本 前澤医院 ○ ○ ○

松本 みこしば皮膚科医院 ○ -

松本 ユーインケアクリニック ○ -

松本 うすいクリニック ○ -

松本 二條皮ふ科クリニック ○ 皮膚科 -

長野 かねこ医院 ○ ○ -

長野 福嶋メンタルクリニック戸倉 人員不足

長野 こうだ内科 ○ ○ -

長野 あおぞら整形外科クリニック ○ ○ -

長野 エミナルクリニック長野院 医療脱毛専門

長野 OKAレディースクリニック 生殖医療専門

12 3 12 6 3計22件

圏域 施設名

提供する「不足する外来医療機能」

対応不可能な
理由初期救急 在宅医療 公衆衛生 その他



◆共同利用計画（R2.4～R2.12までの届出状況）

相手方による機器の共
同利用

紹介による患者受入、
画像情報等の提供

その他

飯伊 健和会病院
MRI

（1.5テスラ以上３テスラ未満）（更新）
行う ○

山岡整形外科
慶友整形外科
上伊那生協病院

飯伊 健和会病院 マンモグラフィ（更新） 行う ○
紹介元医療機関
（特定医療機関との

提携なし）

長野 ごみょう整形外科クリニック
マルチスライスCT

（16列以上64列未満）（更新）
要望があれば
対応可

○ ○ -

長野 轟病院
マルチスライスCT
（64列以上）（更新）

行う ○
小池医院
たけまえ医院
宮下医院

上小 日比優一クリニック
マルチスライスCT

（16列以上64列未満）（新規）
要望があれば
対応可

○ -

共同利用の相手方共同利用機器の種類施設名圏域

共同利用の方法


