
平成29年9月15日

沖縄県保健医療部
医療政策課

医療と介護の提供体制の改革
「病院完結型」から「地域完結型」へ

資料２

平成24年推計値
（日本の将来推計人口）

実績値
（国勢調査等）

○ 日本の人口は近年横ばいであり、人口減少局面を迎えている。2060年には総人口が9000万人を
割り込み、高齢化率は40％近い水準になると推計されている。
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（出所） 総務省「国勢調査」及び「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）：出生中位・死亡中位推計」（各年10月1日現在人口） 厚
生労働省「人口動態統計」
※１ 出典：平成25年度 総務省「人口推計」 （2010年国勢調査においては、人口12,806万人、生産年齢人口割合63.8％、高齢化率23.0％）
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日本の人口の推移
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沖縄県の人口推計

人口は2020年まで増加 → 増加するのは高齢者人口
生産年齢人口はすでに減少

区分 平成22年 平成37年

高齢者 17.4％ 25.0％

生産年齢 64.9％ 60.0％

年少人口 17.7％ 15.0％

年齢区分別人口構成

出典：国立社会保障・人口問題研究所
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要介護・支援者はどんどん増えています
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特に高齢者の伸びが顕著です

沖縄県の年齢階級別の医療需要の伸び

1.72倍

0.76倍

1.28倍

沖縄県の医療需要（１日あたりの入院患者数）
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社会保障のサイズ(2014)

社会保険
料収入

54兆円

社会保障給付

120兆円

6



http://www.minnanokaigo.com/js/upload/images/zoo_1118_1_re(2).jpg

保険料で足りない分は、税金で補填します。
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今後１人の若者が１人の高齢者を支えるという厳しい社会が訪れます。
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平成２４年社会保障・税一体改革＝社会保障制度改革推進法（自民・公明・民主の3党合意に基づく議員立法）

社会保障制度改革国民会議（会長＝清家篤 慶応義塾塾長）報告書とりまとめ（H25.8.6）

いわゆる社会保障改革プログラム法（H25.12.13公布・施行）

社会保障制度改革推進法に基づく改革の流れ

○ 社会保障改革の「基本的な考え方」、年金、医療、介護、少子化対策の４分野の「改革の基本方針」を明記。

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律

（いわゆる「医療介護総合確保推進法」：H26.6.25公布）

○ 改革推進法により設置され、「少子化」「医療・介護」「年金」の各分野の改革の方向性を提言。

○ 医療・介護制度改革については、医療・介護提供体制の改革と地域包括ケアシステムの構築、国民健康保険

の財政運営の責任を都道府県が担うことなど医療保険制度の改革、難病対策の法制化などを提言。

○ 社会保障４分野の講ずべき改革の措置等について、スケジュール等を規定

○ 社会保障制度改革推進会議の設置

社会保障国民会議（H20.11中間報告・最終報告）

１．新基金創設と医療介護連携の基本方針策定 ＜医療・介護総合確保促進法＞

２．医療機関の機能分化と連携： 病床機能報告制度の創設、都道府県地域医療構想（ビジョン）の策定＜医療法＞

３．地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化： 地域支援事業の見直し＜介護保険法＞

○ 社会保障の「機能強化」に向けて、医療・介護・福祉サービス分野では、病床機能分化とネットワーク化、
地域包括ケアなどについて、具体的な将来シミュレーションとともに提言。
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I. 人口構成の変化により医療を取り巻く状況は
大きく変化
高齢者人口の増加による医療ニーズの増
働く世代の人口減少によるマンパワーの減

II. 現行の社会保障制度(国民皆保険制度等)の堅
持

目標：限られる医療資源（人材等）で、増加する
医療ニーズに対応できる体制を構築する。

地域医療構想策定の背景



医療

入院
高度急性期

急性期

回復期

慢性期

在宅等 施設 介護施設

居住系
居宅外来

医療を受ける場所の変化
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沖縄県｢地域医療構想と構想策定後の取り
組みに向けて｣講演会

今後は入院医療を「治療」
「リハビリ」「退院支援」
の機能に特化していく。
入院以外で療養が可能な方
については必要なサービス
提供体制を整えて、生活の
場での療養へ移行する方向
性。

医療計画と介護保険事業（支援）計画で対応すべき需要について

調整事項

⇒ 入院医療から地域移行を進める対象となっている患者像に対して
医療での対応を目指す部分、介護での対応を目指す部分の調整
・医療で対応：外来医療、在宅医療
・介護サービスで対応：施設サービス、居宅サービス

市町村との協議 ～医療計画と介護保険事業（支援）計画の一体的な作成～
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慢性期医療の考え方

障害者・
難病入院
患者

療養病棟の入院患者

医療区分Ⅰ 医療区分Ⅱ 医療区分Ⅲ

介護療養
からの転換

医療療養
からの転換

施設サービス
（特養、老健）

居宅サービス ※２

在宅医療
（訪問診療）

外来
受診

その他（※１） 40歳未満

（※１）その他：介護保険の要介護被保険者等が訪問看護等の提供を受ける場合、末期の悪性腫瘍、難病患者、
急性増悪等による主治医の指示があった場合などに、医療保険の給付が行われる。

（※２）外来サービスを利用する者の一部には、居宅サービスを利用する者もあり

70%

（介護の対応）

（医療の対応）

入院から地域での療養生活へ移行

入院受療率＊の地域差解消分
（ ＊人口当たりの入院患者発生数）
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療養病床の入院受療率の地域差の解消
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29 30年度 31 32 33 34 35 36 37 38年度

• 2025年に向け、在宅医療や介護サービスの需要は、「高齢化の進展」や「地域医療構想によ
る病床の機能分化・連携」により増加する見込み。

• こうした需要の増大に確実に対応していくための提供体制を、都道府県・市町村、関係団体
が一体となって構築してくことが重要。

第７次 医療計画 （中間見直し）

第７期 介護保険事業(支援)計画 第８期 介護保険事業(支援)計画

第８次 医療計画

第９期 介護保険事業(支援)計画

訪問診療を利用する患者や介護サービス
利用者の高齢化の影響による増加見込み

2025年に
約30万人分
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１．地域医療構想を踏まえた2025年における介護施設・在宅医療等のイメージ

地域医
療構想

～～ ～～

病床の機能分化・連携に伴い生じる介護施設
や在宅医療等の新たなサービス必要量
（在宅医療、介護保険施設等の介護サービス等が受け皿に）

病床からの移行によ
り、在宅医療、外来、
介護保険施設等の
各種介護サービスが
受け皿に

29 30年度 31 32 33 34 35 36 37 38年度
第７次 医療計画 （中間見直し）

第７期 介護保険事業(支援)計画 第８期 介護保険事業(支援)計画

第８次 医療計画

第９期 介護保険事業(支援)計画

地域
医療
構想

追
加
的
な
介
護
施
設
や
在
宅
医

療
等
の
需
要

৺
30
ਐ
য

Ｃ３

未
満

医療
区分
１
70％
＋

地域
差解
消分

従来、一般病床が受
け皿となってきた分
のサービス必要量

市町村別の推計データを提供

２．医療計画、介護保険事業計画における目標・見込み量との関係①

従来、療養病床が受け
皿となってきた分の

サービス必要量

在宅医療の整備目標（医
療計画）と、サービス量
の見込み（介護保険事業
（支援）計画）に反映

追加的需要
を比例的に推計
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29 30年度 31 32 33 34 35 36 37 38年度
第７次 医療計画 （中間見直し）

第７期 介護保険事業(支援)計画 第８期 介護保険事業(支援)計画

第８次 医療計画

第９期 介護保険事業(支援)計画

地域
医療
構想

追
加
的
な
介
護
施
設
や

在
宅
医
療
等
の
需
要

Ｃ３
未満

医療
区分１
70％
＋

地域
差解
消分
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３．医療計画、介護保険事業計画における目標・見込み量との関係②

①

②

＝

約30万人

医療計画、介護保険事業（支援）計画におけるサービス需要の考え方

①
既存の介護療養型医療施設や医療療養病床が、介護医療院、老人保健施設又は特別養護老人ホームへ移
行することにより、介護サービスが受け皿となる分（介護療養型医療施設については移行前後で介護
サービスとしての受け皿であることに変わりはない）

②
①以外の介護施設・在宅医療等への移行、高齢化の動向に伴う需要増等について、介護医療院、老人保
健施設又は特別養護老人ホームが受け皿となる分

③
①以外の介護施設・在宅医療等への移行、高齢化の動向に伴う需要増等について、在宅医療及び介護
サービス（在宅サービス・居住系サービス）が受け皿となる分
（既存の介護療養型医療施設や医療療養病床が、特定施設入居者生活介護等に移行する場合も含む）

④
外来が受け皿となる分（介護サービスについては、利用者の状態像が明らかではなく必ずしも定量的な
介護サービスの受け皿の推計ができるわけではない）

③

④

４．医療計画、介護保険事業計画における目標・見込み量との関係③

医療計画における平成32年
度の在宅医療の整備目標

（③に相当する在宅医療の
受け皿）の考え方

第７期介護保険事業（支援）計画におけるサービスの見込み量（①～④に相当す
るサービスの受け皿）の考え方

第７期 平成37年度

○ ①の部分は、介護療養型医
療施設や医療療養病床に対す
る転換意向調査を実施し、こ
れにより把握した意向を下限
としつつ、適切な量を見込む。

○ 追加的需要の多くは①であ
るが、2025年の追加的需要を
比例的に推計した平成32年度
の追加的需要から、①及び④
を除いた部分について、各種
調査結果やデータを活用して
②と③に機械的に案分した上
で、③を在宅医療の整備目標
として位置づける。

○ ①の部分は、介護療養型医療施設や医療療養病床
に対する転換意向調査を実施し、これにより把握
した意向を下限としつつ、適切な量を見込む。
「介護療養型医療施設」「介護医療院」等のサー
ビスの見込み量に反映される。

○ 追加的需要の多くは①であるが、②、③の部分に
ついては、上記の転換意向調査等を踏まえ、介護
療養型医療施設や医療療養病床から、在宅サービ
ス、居住系サービスに移行するものや、いずれの
介護サービスにも移行せずに病床廃止するものに
ついて適切に見込む。

○ さらに、地域医療構想調整会議等の検討状況や医
療機関の動向、これまでの介護サービスの提供体
制の整備状況や今後の人口の推移・高齢化の動向
等（右記の考え方を参照）を踏まえつつ、第７期
の見込み量（自然体推計＋施策反映の推計）全体
の動向を踏まえ、第７次医療計画の在宅医療の整
備目標と整合的になるよう、見込み量を検討し、
設定

○ ④の部分については、利用者の状態像が明らかで
はなく必ずしも定量的な介護サービスの受け皿の
推計ができるわけではない。

○ ①の部分は、介護療養型医療施設や
医療療養病床に対する転換意向調査
を実施し、これにより把握した意向
を下限としつつ、適切な量を見込む。
「介護療養型医療施設・介護医療
院」等のサービスの見込み量に反映
される。

○ 追加的需要の多くは①であるが、②、
③の部分については、上記の転換意
向調査等を踏まえ、介護療養型医療
施設や医療療養病床から、在宅サー
ビス、居住系サービスに移行するも
のや、いずれの介護サービスにも移
行せずに病床廃止するものについて
適切に見込む。

○ さらに、介護サービスの量を、
2025年の全体の見込み量推計に追加
して推計するに当たっては各種調査
結果やデータを活用して、サービス
種類ごとに按分した上で、介護サー
ビス量の推計に反映させる。

（なお、これまで、様々な取組により医
療から介護への移行が進められてきてお
り、保険者によっては、こうした中で既
に病床から在宅医療や介護サービスの利
用への移行について、一定程度勘案され
ている場合もあると考えられること。）

○ なお、必要な追加的需要に対して、第７期分において十分な受け皿整備がなされな
い場合には、第８期に繰り越して対応する必要があることについて、十分留意するこ
と。
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療養病床から介護医療院等へ転換する見込み量の把握（イメージ）

平成32年度末 平成35年度末

医療療養病床から転換する量 調査により把握した数を下限 調査により把握した数を下限

介護療養病床から転換する量 調査により把握した数を下限 介護療養病床の全数

32年 35年

「介護施設（転換分を除く）」、「在宅医療」
の整備目標

転換する見込み量の把握

○ 医療療養病床については、都道府県と市町村の連携の下、平成32年度末、35年度末時点
において転換する見込み量について調査を実施し、把握した数を下限として設定する。
※国は、調査すべき事項等を示す。

○ 介護療養病床については、経過措置期間が平成35年度末とされていることを踏まえ、平成32
年度末時点については調査により把握した数を下限とし、平成35年度末時点については全数に相
当する数を、転換する見込み量として設定する。

介護施設

在宅医療

第11回医療計画の見直し
等に関する検討会 資料１

（一部改変）
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Ｃ３
未満

医療
区分１
70％
＋

地域
差解
消分

H20 H23 H26

総数 37.7 38.5 44.1

家庭 19.1 18.3 21.2

当院に通院 10.1 9.1 9.6

他の病院・診療所に通院 6.2 6.7 8.8

在宅医療（訪問診療・訪問看護等） 1.3 1.2 1.5

その他 1.5 1.3 1.4

他の病院・診療所に入院 5.3 4.7 5.0

地域医療支援病院・特定機能病院 0.8 1.1 1.2

その他の病院 4.3 3.5 3.7

診療所 0.1 0.1 0.1

介護老人保健施設に入所 2.9 3.0 3.1

介護老人福祉施設に入所 1.6 1.4 1.7

社会福祉施設に入所 0.8 1.3 1.4

その他（死亡・不明等） 8.1 9.9 11.7

患者調査の活用

平成26年患者調査（厚生労働省）

（千人）

在宅医療：介護施設
１：３

○ 医療療養病床から退院する患者の退院先の状況について、患者調査の結果をみると、以下
のとおり。

○ 自宅で在宅医療を受ける患者と、介護施設を利用する患者との比率は、約１：３となる。

第11回医療計画の見直し等に
関する検討会 資料１
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国保データベース（ＫＤＢ）システムの活用
○ 「国保データベース（ＫＤＢ）システム」とは、国保連合会が各種業務を通じて管理する給付情報（健診・医療・介護）等から、保健事業等の

実施に資する資料として①「統計情報」・②「個人の健康に関するデータ」を作成するシステム。（平成25年10月 稼働開始）

ＫＤＢシステムが保有する情報

○健診・保健指導情報

・健診結果情報、保健指導結果情報 等

○医療情報（国保・後期高齢者医療）

・傷病名、診療行為、診療実日数 等

○介護情報

・要介護（要支援）状態区分、利用
サービス 等

※ＫＤＢシステム運用状況（平成29年5月末現在）「市町村数1,741中 1,736市町村（99％）」

＜分析例＞
療養病床から退院した高齢者（65歳以上）における介護サービスの利用状況（同一県内の３市町村の分析例）

・療養病床から退院した高齢者（65歳以上。医療区分１）のうち、退院後介護サービスを利用した者の割合
27年４月～８月までの退院患者：251人
退院後６ヶ月以内に介護サービスを利用した者：207人
＊上記の算出に当たっては、入院、退院、介護サービスの利用を、入院レセプトの有無、介護レセプトの有無等で定義判定

・ 療養病床から退院した高齢者（65歳以上。医療区分１）のうち、退院後介護サービスを利用した者の利用動向

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

住宅系

居住系

施設系

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

要支援

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

○ KDBシステムを活用して医療保険と介護保険の審査・支払情報を加工したデータを抽出し、分析することで、医療機

関を退院した者のうち、退院後に介護保険サービスを利用する者の動向等を統計として把握することも可能。

老健・特養等

有料・ＧＨ等

訪問・通所等

第11回医療計画の見直し等に
関する検討会 資料１
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病床機能報告の活用
○ 病床機能報告においては、「入院前の場所、退院先の場所別の患者の状況」、「退院後に在宅医療
を必要とする患者の状況」について、病棟ごとに報告することとしている。

① 新規入棟患者数【平成28年６月の１か月間】《自動計算により算出》 人

上記①のうち、院内の他病棟からの転棟 人

上記①のうち、家庭からの入院 人

上記①のうち、他の病院、診療所からの転院 人

上記①のうち、介護施設・福祉施設からの入院 人

上記①のうち、院内の出生 人

上記①のうち、その他 人

② 退棟患者数【平成28年６月の１か月間】《自動計算により算出》 人

上記②のうち、院内の他病棟へ転棟 人

上記②のうち、家庭へ退院 人

上記②のうち、他の病院、診療所へ転院 人

上記②のうち、介護老人保健施設に入所 人

上記②のうち、介護老人福祉施設に入所 人

上記②のうち、社会福祉施設・有料老人ホーム等に入所 人

上記②のうち、終了（死亡退院等） 人

上記②のうち、その他 人

７．入棟前の場所・退棟先の場所別の入院患者の状況【平成28年６月の１か月間】

※「新規入棟患者数」及び「退棟患者数」の考え方は、上記の「６．入院患者数の状況」と同様になります。

(49)

入
棟
前
の
場
所

(50)

(51)

(52)

(53)

(54)

(55)

(56)

退
棟
先
の
場
所

(57)

(58)

(59)

(60)

(64)

(61)

(62)

(63)

人

上記①のうち、退院後１か月以内に在宅医療を必要としない患者（死亡退院を含む） 人

上記①のうち、退院後１か月以内に自院が在宅医療を提供する予定の患者 人

上記①のうち、退院後１か月以内に他施設が在宅医療を提供する予定の患者 人

上記①のうち、退院後１か月以内の在宅医療の実施予定が不明の患者 人(69)

(66)

(67)

(68)

８．退院後に在宅医療を必要とする患者の状況【平成28年６月の１か月間】

① 当該病棟から退院した患者数【平成28年６月の１か月間】《自動計算により算出》
　※上記の７.－②「退棟患者数」のうち、(58)「家庭へ退院」～(64)「その他」の患者数の合計と一致すること

(65)

報告様式のイメージ（平成28年度病床機能報告）

第11回医療計画の見直し等に
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沖縄県の
報告結果



療養病床から生じる新たなサービス必要量の受け皿の考え方

○ 受け皿の整備目標の検討に資するデータについて、既存の調査や
報告の結果は一長一短。

○ どのようなデータを用いるかは、各調査・報告の性質を理解した
上で、地域で協議して判断することとする。

（患者調査を活用する場合）
○ 患者調査の結果を活用する場合、都道府県や市町村の新たな調査等の負担が生

じることなく利用できるが、結果の精度について、例えば医療区分といった患者
の状態等については含まれていない。

また、訪問診療を利用する患者を検討するにあたっては、自宅で利用する場合
に限定され、有料老人ホームでの訪問診療の状況を把握できない。

（国保データベース（ＫＤＢ）を活用する場合）
○ ＫＤＢを活用する場合、医療区分別に患者の退院先を把握することや、当該患

者の介護サービスの利用量を把握することも可能であるが、市町村等による相応
の作業負担が生じる。

（病床機能報告を活用する場合）
○ 病床機能報告を活用する場合、その退院患者数の報告は６月の１か月分の状況

に限られるため、平均在院日数が長く、退院患者数の少ない療養病床について
は、その検討に当たって必ずしも十分な量のデータとなっていない可能性があ
る。

第11回医療計画の見直し
等に関する検討会 資料１

（一部改変）
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医療区分Ⅰ入院患者数の実態調査（ヒアリング調査）

医療
区分
Ⅰ
14.6%

医療
区分
Ⅱ、Ⅲ
85.4%

๏ 調査対象となった２０名の患者のうち、引き続き入院による医療
提供が必要な患者は１名のみであった。

๏ 退院後、訪問診療などの在宅医療が必要な患者はいなかった。
๏ 半数以上が自宅退院も可能な状態。
๏ 自宅等への退院を実現させるために必要となる条件は多岐にわ

たり、細やかなサービス調整が求められることが確認された。

＜調整がつけば可能な退院先＞

0% 15% 30% 45% 60%

自宅もしくは親族の家

有料老人ホーム、サ高住
等

介護老人福祉施設…

介護老人保健施設…

その他

退院困難

＜退院を実現させるために必要となる条件
（自宅もしくは親族の家）＞

0% 15% 30% 45% 60%

通院支援者の確保

デイサービスの利用

居住環境の整備

同居者や親族の理解と協力

ショートステイ

頻繁な見守り体制

訪問介護ｻｰﾋﾞｽの利用

経済的問題の調整

療養病床に入院している患者さんのうち、医療
の必要度が低い患者（医療区分Ⅰ）の患者実態
調査（ヒアリング調査）を実施

［参考］



2020年（第7期）と2023年（第８期）の介護施設・在宅医療等の追加的需要

市町村 2020年（3/8) 2023年(6/8) 2025年

宜野湾市 51.1 102.1 136.1

沖縄市 72.5 145.1 193.4

うるま市 73.3 146.6 195.4

恩納村 7.0 14.0 18.6

宜野座村 3.9 7.9 10.5

金武町 8.5 17.1 22.8

読谷村 22.2 44.3 59.1

嘉手納町 9.1 18.2 24.2

北谷町 16.8 33.6 44.7

北中城村 12.6 25.2 33.7

中城村 11.3 22.5 30.0

計 288.2 576.5 768.6

療養病床からの移行量

2025年の介護施設・在宅医療等の追加的需要の機械的試算（患者住所地ベース）

（一般病床分） （参考）

医療区分１ 70％ 地域差 C3未満 訪問診療

宜野湾市 136.1 36.8 99.3 44.6 324.8

沖縄市 193.4 52.2 141.2 63.4 461.0

うるま市 195.4 53.3 142.1 61.8 471.0

恩納村 18.6 5.1 13.5 5.7 45.0

宜野座村 10.5 2.9 7.6 3.2 25.6

金武町 22.8 6.4 16.4 6.7 55.6

読谷村 59.1 16.0 43.1 19.1 141.3

嘉手納町 24.2 6.7 17.5 7.4 58.7

北谷町 44.7 12.3 32.5 14.1 107.7

北中城村 33.7 9.4 24.2 9.8 82.5

中城村 30.0 8.2 21.9 9.5 72.2

計 768.6 209.3 559.3 245.4 1,845.4

市区町村 計
（療養病床分）

2025年の新たなサービス必要量の推計値を、８年間で等比按分
（例）32年度末時点のサービス必要量＝37年のサービス必要量×３／８

2025

268.31

2018 2020 2023

201.23100.62

第7期 第8期

市町村別介護施設・在宅医療等の追加的需要

患者調査の結果を参考に1対3で按分した場合

市町村別介護施設・在宅医療等の追加的需要への対応

サービス需要への対応の考え方 H32年末

①
既存の介護療養病床や医療療養病床が介護医療院、老健、

特養へ転換し受け皿となる分
0

② 老健、特養、介護医療院（新設）が受け皿となる分

③
在宅医療及び介護サービス（在宅・居住系）が受け皿とな

る分

④ 外来が受け皿となる分 92.0

288.2
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市町村 2020年（3/8)

宜野湾市 51.1

沖縄市 72.5

うるま市 73.3

恩納村 7.0

宜野座村 3.9

金武町 8.5

読谷村 22.2

嘉手納町 9.1

北谷町 16.8

北中城村 12.6

中城村 11.3

計 288.2

在宅医療 介護施設

市町村 1 3

宜野湾市 12.8 38.3

沖縄市 18.1 54.4

うるま市 18.3 55.0

恩納村 1.7 5.2

宜野座村 1.0 3.0

金武町 2.1 6.4

読谷村 5.5 16.6

嘉手納町 2.3 6.8

北谷町 4.2 12.6

北中城村 3.2 9.5

中城村 2.8 8.4

計 72.1 216.2



【参考資料】療養病床転換意向調査結果（中部圏域）
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療養病床を持つ医療機関

医療 介護 医療療養病床 介護療養病床

かんな病院 106 106 なし（地域包括ケア病棟へ転換を検討(H30) － 回復期リハ24床

与勝病院 120 120 なし － 回復期リハ40床

宜野湾記念病院 69 69 なし － 回復期リハ69床

翔南病院 49 49 なし －

潮平病院 60 30 30 なし 医療療養への転換検討(H30)

名嘉病院 180 82 98 なし なし

北谷病院 54 54 なし －

屋宜原病院 220 220 なし（一部一般病床へ転換を検討(H32)） －

北上中央病院 120 120 なし －

北中城若松病院 36 36 なし － 回復期リハ36床

海邦病院 45 45 なし －

沖縄リハビリテーションセンター 199 199 なし － 回復期リハ199床

ちゅうざん病院 182 182 なし － 回復期リハ182床

宜野湾胃腸科医院 11 11 なし －

新垣医院 0 なし －

池原外科胃腸科医院 13 5 8 H33年度以降に介護保険施設等に転換検討 H33年度以降に介護保険施設等に転換検討

プラザクリニック 14 14 なし －

合計 1,478 1,342 136

療養病床数
介護医療院、介護施設への転換意向

備考
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