
R1.9.30

国診協会員施設

件数 備考
125 44.96% うち（既に診療所化4施設）

91 32.73%
62 22.30% うち（既に診療所化1施設）

278 100.00%
※R1.9.30一部訂正（1件：データーなしから再検証要請対象医療機関へ変更）

（参考）
分析の対象となった医療機関数

※平成29年度病床機能報告データに基づく

4549
1455

711 ☜県立病院・市町村立病院
744
156

具体的対応方針の再検証の要請対象となる医療機関数
424

公立病院数 257 ☜県立病院・市町村立病院
市町村立 229

国保直診　※国診協会員施設 125
公的医療機関数 167

民間の地域医療支援病院数 17

※一般病床もしくは療養病床を持つ医療機関であって、平成29年度病床機能報告において「高度急性
期」もしくは「急性期」病床を持つ医療機関

再検証要請対象医療機関数

総医療機関数
公立・公的医療機関等病院数

公立病院数
公的医療機関等病院数

民間の地域医療支援病院数

計

都道府県の地域医療構想調整会議の議論活性化に向けて
厚生労働省が公表した具体的対応方針の再検証要請に係る医療機関情報

再検証要請対象医療機関
再検証要請対象外
データなし（病床機能報告の未提出等）
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都道府県 施設名 設置主体 備考
1 北海道 木古内町国保病院 木古内町
2 北海道 森町国保病院 森町
3 北海道 厚沢部町国保病院 厚沢部町
4 北海道 八雲町熊石国保病院 八雲町
5 北海道 奥尻町国保病院 奥尻町
6 北海道 せたな町立国保病院 せたな町
7 北海道 今金町国保病院 今金町
8 北海道 国保町立南幌病院 南幌町
9 北海道 国保月形町立病院 月形町

10 北海道 国保町立和寒病院 和寒町
11 北海道 猿払村国保病院 猿払村
12 北海道 利尻島国保中央病院 利尻島国保病院組合
13 北海道 斜里町国保病院 斜里町
14 北海道 滝上町国保病院 滝上町
15 北海道 興部町国保病院 興部町
16 北海道 雄武町国保病院 雄武町
17 北海道 白老町立国保病院 白老町
18 北海道 日高町立門別国保病院 日高町
19 北海道 鹿追町国保病院 鹿追町
20 北海道 公立芽室病院 芽室町
21 北海道 地方独立行政法人広尾町国民健康保険病院 広尾町
22 北海道 本別町国保病院 本別町
23 北海道 標津町国保標津病院 標津町
24 北海道 中頓別町国民健康保険病院 中頓別町
25 北海道 国民健康保険由仁町立病院 由仁町 診療所化
26 北海道 豊富町国保病院 豊富町 診療所化
27 青森県 黒石市国保黒石病院 黒石市
28 青森県 平内町国保平内中央病院 平内町
29 青森県 国保板柳中央病院 板柳町
30 青森県 国保おいらせ病院 おいらせ町
31 青森県 三戸町国保三戸中央病院 三戸町
32 青森県 国民健康保険南部町医療センター 南部町
33 青森県 つがる西北五広域連合かなぎ病院 つがる西北五広域連合
34 青森県 国保五戸総合病院 五戸町
35 岩手県 奥州市総合水沢病院 奥州市
36 岩手県 奥州市国保まごころ病院 奥州市
37 岩手県 一関市国保藤沢病院 一関市
38 岩手県 洋野町国保種市病院 洋野町
39 宮城県 蔵王町国保蔵王病院 蔵王町
40 宮城県 丸森町国保丸森病院 丸森町
41 宮城県 涌谷町国保病院 涌谷町
42 宮城県 栗原市立若柳病院 栗原市
43 宮城県 栗原市立栗駒病院 栗原市
44 宮城県 南三陸病院 南三陸町
45 秋田県 市立大森病院 横手市
46 山形県 寒河江市立病院 寒河江市
47 山形県 天童市立天童病院 天童市
48 山形県 朝日町立病院 朝日町
49 山形県 町立真室川病院 真室川町
50 山形県 公立高畠病院 高畠町
51 茨城県 笠間市立病院 笠間市
52 千葉県 国保直営総合病院君津中央病院大佐和分院 君津中央病院企業団
53 千葉県 鴨川市立国保病院 鴨川市
54 千葉県 国保多古中央病院 多古町
55 千葉県 東陽病院 横芝光町
56 千葉県 南房総市立富山国保病院 南房総市
57 東京都 国保町立八丈病院 八丈町
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58 神奈川県 三浦市立病院 三浦市
59 新潟県 あがの市民病院 阿賀野市
60 新潟県 南魚沼市ゆきぐに大和病院 南魚沼市
61 富山県 かみいち総合病院 上市町
62 富山県 あさひ総合病院 朝日町
63 石川県 国保能美市立病院 能美市
64 石川県 公立つるぎ病院 白山石川医療施設組合
65 石川県 津幡町国保直営河北中央病院 津幡町
66 石川県 町立富来病院 志賀町
67 石川県 町立宝達志水病院 宝達志水町
68 福井県 越前町国保織田病院 越前町
69 山梨県 韮崎市国保韮崎市立病院 韮崎市

70 山梨県 組合立飯富病院
身延町早川町国保病院
一部事務組合

71 山梨県 北杜市立塩川病院 北杜市
72 山梨県 北杜市立甲陽病院 北杜市
73 長野県 国保依田窪病院 合
74 長野県 信越病院 信濃町
75 岐阜県 県北西部地域医療センター国保白鳥病院 郡上市
76 岐阜県 国保飛騨市民病院 飛騨市
77 岐阜県 坂下市民病院 中津川市 診療所化
78 愛知県 津島市民病院 津島市
79 愛知県 一宮市立木曽川市民病院 一宮市
80 愛知県 あま市民病院 あま市
81 滋賀県 東近江市立能登川病院 東近江市
82 滋賀県 長浜市立湖北病院 長浜市
83 京都府 国保京丹波町病院 京丹波町

84 和歌山県 国保野上厚生総合病院
国保野上厚生病院組合
（海南市・野上町・美
里町）

85 和歌山県 国保すさみ病院 すさみ町
86 鳥取県 岩美町国保岩美病院 岩美町
87 鳥取県 南部町国保西伯病院 南部町
88 鳥取県 日南町国保日南病院 日南町
89 岡山県 備前市国保市立備前病院 備前市
90 岡山県 国保福渡病院 建部町・久米南町組合
91 岡山県 備前市国保市立吉永病院 備前市
92 岡山県 瀬戸内市民病院 瀬戸内市
93 岡山県 矢掛町国保病院 矢掛町
94 岡山県 鏡野町国保病院 鏡野町

95 広島県 府中北市民病院
地方独立行政法人府中
市病院機構

96 広島県 北広島町豊平病院 北広島町 診療所化
97 山口県 岩国市立錦中央病院 岩国市
98 山口県 岩国市立美和病院 岩国市
99 山口県 光市立大和総合病院 光市

100 山口県 下関市立豊田中央病院 下関市
101 山口県 美祢市立美東病院 共立美東国保病院組合
102 徳島県 国保勝浦病院 勝浦町
103 徳島県 海陽町国保海南病院 海陽町
104 香川県 さぬき市民病院 さぬき市
105 高知県 いの町立国保仁淀病院 いの町
106 高知県 佐川町立高北国保病院 佐川町
107 福岡県 中間市立病院 中間市
108 福岡県 地方独立行政法人芦屋中央病院 芦屋町
109 佐賀県 多久市立病院 多久市
110 佐賀県 小城市民病院 小城市
111 佐賀県 町立太良病院 太良町
112 長崎県 国保平戸市民病院 平戸市
113 長崎県 平戸市立生月病院 平戸市
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114 熊本県 国保宇城市民病院 宇城市
115 熊本県 熊本市立植木病院 熊本市

116 熊本県 小国公立病院
小国町外一ヶ町公立病
院組合

117 大分県 杵築市立山香病院 杵築市
118 宮崎県 日南市立中部病院 国保中部病院組合
119 宮崎県 えびの市立病院 えびの市
120 宮崎県 都農町国保病院 都濃町
121 宮崎県 五ケ瀬町国保病院 五ケ瀬町
122 鹿児島県 枕崎市立病院 枕崎市
123 鹿児島県 南さつま市立坊津病院 南さつま市
124 鹿児島県 肝付町立病院 肝付町
125 鹿児島県 公立種子島病院 公立種子島病院組合
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都道府県 施設名 設置主体 備考
1 北海道 美幌町立国保病院 美幌町
2 青森県 つがる西北五広域連合つがる総合病院 つがる西北五広域連合

3 青森県 国保大間病院
一部事務組合下北医療
センター大間町

4 青森県 つがる西北五広域連合鰺ヶ沢病院 つがる西北五広域連合
5 福島県 南相馬市立総合病院 南相馬市

6 福島県 公立藤田総合病院
公立藤田病院組合（国
見町・桑折町・梁川

7 茨城県
地方独立行政法人茨城県西部医療機構　茨城
県西部メディカルセンター

地方独立行政法人
茨城県西部医療機構

旧県西総合病院

8 埼玉県 川口市立医療センター 川口市
9 埼玉県 国保町立小鹿野中央病院 小鹿野町

10 千葉県 国保直営総合病院君津中央病院 君津中央病院企業団
11 千葉県 松戸市立総合医療センター 松戸市

12 千葉県 公立長生病院
長生郡市広域市町村圏
組合

13 千葉県 地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院 旭市
14 千葉県 国保小見川総合病院 香取市
15 千葉県 大網白里市立国保大網病院 大網白里市

16 千葉県 いすみ医療センター
国保国吉病院組合（い
すみ市・大多喜町・御
宿町）

17 千葉県 地方独立行政法人さんむ医療センター 山武市
18 神奈川県 平塚市民病院 平塚市
19 神奈川県 小田原市立病院 小田原市
20 神奈川県 茅ヶ崎市立病院 茅ケ崎市
21 神奈川県 大和市立病院 大和市
22 新潟県 国民健康保険魚沼市立小出病院 魚沼市
23 新潟県 南魚沼市民病院 南魚沼市
24 富山県 射水市民病院 射水市
25 富山県 金沢医科大学氷見市民病院 氷見市
26 富山県 黒部市民病院 黒部市
27 富山県 市立砺波総合病院 砺波市
28 富山県 公立南砺中央病院 南砺市
29 富山県 南砺市民病院 南砺市
30 石川県 国保小松市民病院 小松市

31 石川県 公立能登総合病院

七尾鹿島広域圏事務組
合（七尾市・田鶴浜
町・島屋町・中島町・
鹿島町・能登島町・鹿

32 石川県 加賀市医療センター 加賀市
33 石川県 市立輪島病院 輪島市
34 石川県 珠洲市総合病院 珠洲市

35 石川県 公立羽咋病院
羽咋郡市広域圏事務組
合（羽咋市・押水町・
志雄町・志賀町）

36 石川県 公立松任石川中央病院 白山石川医療企業団
37 石川県 公立宇出津総合病院 能登町
38 石川県 公立穴水総合病院 穴水町
39 山梨県 国保富士吉田市立病院 富士吉田市
40 長野県 飯田市立病院 飯田市
41 長野県 市立大町総合病院 大町市
42 長野県 佐久市立国保浅間総合病院 佐久市
43 長野県 軽井沢町国保軽井沢病院 軽井沢町
44 長野県 松本市立病院 松本市
45 長野県 組合立諏訪中央病院 諏訪中央病院組合
46 岐阜県 下呂市立金山病院 下呂市
47 愛知県 新城市民病院 新城市
48 三重県 尾鷲総合病院 尾鷲市
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49 三重県 紀南病院 紀南病院組合
50 滋賀県 公立甲賀病院 公立甲賀病院組合
51 滋賀県 高島市民病院 高島市
52 京都府 京丹後市立弥栄病院 京丹後市
53 京都府 京丹後市立久美浜病院 京丹後市

54 京都府 京都中部総合医療センター
国民健康保険南丹病院
組合

55 京都府 京都山城総合医療センター
国民健康保険山城病院
組合

56 和歌山県 橋本市民病院 橋本市

57 和歌山県 公立那賀病院
公立那賀病院経営事務
組合

58 和歌山県 くしもと町立病院 串本町
59 鳥取県 国保智頭病院 智頭町
60 島根県 安来市立病院 安来市
61 島根県 町立奥出雲病院 奥出雲町
62 島根県 雲南市立病院 雲南市
63 島根県 飯南町立飯南病院 飯南町
64 岡山県 備前市国保市立日生病院 備前市
65 岡山県 真庭市国保湯原温泉病院 真庭市
66 岡山県 美作市立大原病院 美作市
67 広島県 市立三次中央病院 三次市
68 広島県 安芸太田病院 安芸太田町
69 広島県 公立みつぎ総合病院 尾道市
70 広島県 公立世羅中央病院 世羅中央病院企業団
71 徳島県 那賀町立上那賀病院 那賀町
72 徳島県 つるぎ町立半田病院 つるぎ町
73 香川県 三豊総合病院 三豊総合病院企業団
74 香川県 小豆島中央病院 小豆島中央病院企業団
75 愛媛県 国保久万高原町立病院 久万高原町
76 高知県 四万十市立市民病院 四万十市
77 高知県 本山町立国保嶺北中央病院 本山町
78 高知県 国保梼原病院 梼原町
79 高知県 大月町国保大月病院 大月町
80 福岡県 田川市立病院 田川市

81 佐賀県 伊万里有田共立病院
伊万里・有田地区医療
福祉組合

82 熊本県 国保水俣市立総合医療センター 水俣市
83 熊本県 山鹿市民医療センター 山鹿市
84 熊本県 山都町包括医療センターそよう病院 山都町
85 熊本県 上天草市立上天草総合病院 上天草市
86 大分県 国東市民病院 国東市
87 大分県 豊後大野市民病院 豊後大野市
88 宮崎県 小林市立市民病院 小林市
89 宮崎県 串間市民病院 串間市
90 宮崎県 美郷町国保西郷病院 美郷町
91 宮崎県 椎葉村国保病院 椎葉村
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都道府県 施設名 設置主体 備考
1 北海道 乙部町国保病院 乙部町
2 北海道 奈井江町立国保病院 奈井江町
3 北海道 国保中富良野町立病院 中富良野町
4 北海道 遠別町立国保病院 遠別町
5 北海道 天塩町立国保病院 天塩町
6 北海道 枝幸町国保病院 枝幸町
7 北海道 豊浦町国保病院 豊浦町
8 北海道 平取町国保病院 平取町
9 北海道 士幌町国保病院 士幌町

10 北海道 大樹町立国保病院 大樹町
11 北海道 足寄町国保病院 足寄町
12 青森県 外ヶ浜町国保外ヶ浜中央病院 外ヶ浜町
13 青森県 公立野辺地病院 北部上北広域事務組合
14 岩手県 葛巻町国保葛巻病院 葛巻町
15 岩手県 八幡平市国保西根病院 八幡平市
16 岩手県 町立西和賀さわうち病院 西和賀町
17 宮城県 国保川崎病院 川崎町
18 宮城県 大崎市民病院鹿島台分院 大崎市
19 宮城県 気仙沼市立本吉病院 気仙沼市
20 山形県 西川町立病院 西川町
21 山形県 最上町立最上病院 最上町
22 山形県 小国町立病院 小国町
23 山形県 白鷹町立病院 白鷹町

24 福島県 公立小野町地方綜合病院
公立小野町地方綜合病
院企業団

25 茨城県 さくらがわ地域医療センター 桜川市
26 群馬県 藤岡市国保鬼石病院 藤岡市
27 千葉県 国保匝瑳市民病院 匝瑳市
28 千葉県 東庄町国保東庄病院 東庄町
29 千葉県 鋸南町国保鋸南病院 鋸南町
30 長野県 町立辰野病院 辰野町
31 岐阜県 国保上矢作病院 恵那市
32 静岡県 浜松市国保佐久間病院 浜松市
33 三重県 玉城町国保玉城病院 玉城町
34 三重県 志摩市立国保志摩市民病院 志摩市
35 滋賀県 甲賀市立信楽中央病院 甲賀市
36 岡山県 高粱市国保成羽病院 高粱市
37 広島県 公立下蒲刈病院 呉市
38 広島県 府中市立湯が丘病院 府中市
39 広島県 庄原市立西城市民病院 庄原市
40 山口県 周防大島町立東和病院 周防大島町
41 山口県 周防大島町立橘病院 周防大島町
42 山口県 周防大島町立大島病院 周防大島町
43 徳島県 三好市国保市立三野病院 三好市
44 徳島県 美波町国民健康保険美波病院 美波町
45 香川県 高松市民病院塩江分院 高松市
46 香川県 綾川町国保陶病院 綾川町
47 香川県 三豊市立永康病院 三豊市
48 福岡県 小竹町立病院 小竹町
49 福岡県 糸田町立緑ケ丘病院 糸田町
50 佐賀県 佐賀市立富士大和温泉病院 佐賀市
51 佐賀県 唐津市民病院きたはた 唐津市
52 熊本県 国保和水町立病院 和水町
53 熊本県 阿蘇医療センター 阿蘇市
54 熊本県 国保天草市立新和病院 天草市
55 熊本県 国保天草市立河浦病院 天草市
56 熊本県 球磨郡公立多良木病院企業団 多良木町

リストなし（病床機能報告なし等）
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57 宮崎県 宮崎市立田野病院 宮崎市
58 宮崎県 国保高原病院 高原町
59 宮崎県 日向市立東郷病院 日向市
60 宮崎県 高千穂町国保病院 高千穂町
61 宮崎県 日之影町国保病院 日之影町
62 愛知県 東栄病院（東栄医療センター（東栄診療所）） 東栄町 診療所化
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