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H30病床機能報告結果による医療と介護の按分について

区 分 人数 割合
退棟患者数（H29.7.1～H30.6.3０） 33,280

退棟先の場所 うち院内の多病棟へ転棟 4,236

うち家庭へ退院 9,823

うち他の病院、診療所へ転院 4,468

うち介護老人保健施設へ入所 1,630
①介護施設

3,072
割合

41.5％
うち介護老人福祉施設に入所 1,425

うち介護医療院に入所 17

うち社会福祉施設・有料老人ホーム等に入所 2,229

うち終了（死亡退院等） 9,398

その他 54

退院後患者数(退院後に在宅医療を必要とす
る患者の状況）（H29.7.1～H30.6.30）

29,044人

退院後１ヶ月以内に自院が在宅医療を提供予定 1,836 ②訪問診療
4,339

割合
58.5％退院後１ヶ月以内に他施設が在宅医療を提供予定 2,503

退院後１ヶ月以内に在宅医療を必要としない（死亡退院含む） 21,118
①＋②＝7,411

退院後１ヶ月以内に在宅医療の実施予定が不明の患者 3,587

※療養病床を持つ病
院で暫定的に計算
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ＫＤＢデータにおける在宅医療患者に係る移行状況
療養病棟及び療養病棟（医療区分１）の患者における在宅医療をうける患者と介護施設を利用
する患者との割合

集計対象者

市町村国保（国保組合除く）又は後期高齢者の被保険者のうち、入退院後退所して所定の月数
が経過している人（途中で資格喪失・引越・制度異動等された人は除く。但し“死亡者（被保
険者マスタの異動事由により判定）”は含む。）

介護被保険者（＝全人口）

介護認定者
（受給者台帳登録者）

国保又は後期高齢被保険者

退院後、所定月経過者

集計対象者
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ＫDBデータの留意事項

KDBデータについては、以下の点に留意して活用を行う必要がある。

〇 国保・後期高齢者以外の被保険者は把握できない。
・被用保険者や医療扶助などは含まれないため、小児を対象とする分析等には特に注意が必要

〇 レセプトが電子化されていない「訪問看護療養費」は含まれない。

〇 市町村別の分析は、保険者の所在地に基づいて行っている。
・住所地特例等により、実際の住所と一致しない場合が考えられる
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ＫＤＢデータにおける退院月数や人数集計対象の判定方法等
2018年度 2019年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

この期間（診療年月ベース）に退院
※退院月:入院レセプト（複数レセプトがあった場合は一番新しいレセプト）が
途切れた月の前月

所定月数（例:６ヶ月）が経過

所定月数（例:６ヶ月）が経過

所定月数（例:６ヶ月）が経過

集計対象月
（診療年月・サービス提供年月）

退院月の翌月から所定月数
を起算

例:療養病棟・6ヶ月経過

退院後患
者数合計
（母数）

施設サービス 居宅サービス 居住系サービス 在宅医療

通院 入院 算定なし 死亡介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
介護医療院

訪問介護
通所介護
訪問看護
訪問リハetc

特定施設入居者
生活介護
認知症対応型GH

訪問診療
往診

算定なし以外は同一人物が重複してカウントされる
【例】居宅サービス、在宅医療を利用した場合は両方にカウントされる 19
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ＫＤＢデータにおける在宅医療患者に係る移行状況
退院後経過月数① ３ヶ月

区分 退院患者数全体 訪問診療を受けた人数 介護施設サービを受けた人数（※）

療養病床 全体 13,944 293 1,401
訪問診療:施設利用割合 - 17.3％ 82.7％
医療区分１ 2,995 144 775
訪問診療:施設利用割合 - 15.7％ 84.3％

退院後経過月数② ６ヶ月
区分 退院患者全体 訪問診療を受けた人数 介護施設サービを受けた人数（※）

療養病床 全体 13,944 291 1,332
訪問診療:施設利用割合 - 17.9% 82.1%
医療区分１ 2,995 156 734
訪問診療:施設割合 - 17.5％ 82.5％

退院後経過月数③ １２ヶ月
区分 退院患者数全体 訪問診療を受けた人数 介護施設サービを受けた人数（※）

療養病床 全体 6,742 134 551
訪問診療:施設利用割合 - 19.6％ 80.4％
医療区分１ 1,396 67 289
訪問診療:施設利用割合 - 18.8％ 81.2％

※介護施設：介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院の合計（介護療養病床への入院を除く）

療養病床
３・６・12ヵ月平均

医療区分１ 122.3 599．3
割合 16.9％ 83.1％
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医療計画の中間見直しに係る在宅医療（訪問診療）の新たなサービス必要量の推計に
係る「在宅医療」、「介護施設」の各区分へ按分方法について（案）

〇 KDBデータについては、療養病床の区分１の退院患者のサービス利用状況を表している
が、過去の訪問診療と介護の施設の利用割合であり、在宅医療の提供体制整備が不十分な
地域では、ニーズに基づいた訪問診療を受けられていない可能性があるのではないか。

21

〇 病床機能報告では、療養病床から退院した患者の退院後の在宅医療を必要とする患者数を
表していることから、在宅医療（訪問診療）のニーズを表しているのではないか。

在宅医療（訪問診療）の需要の推計を行う上では、現状の在宅医療の提供体制における、
利用状況ではなく、在宅医療（訪問診療）のニーズと見込まれるものを反映させる必要が
あることから、今後、国から特段の指示が無い限りは、現計画と同様に、病床機能報告の
データを活用することとする。



以下参考資料
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【参考】医療計画（H30～R５）における在宅医療（訪問診療）の需要推計方法
１ 基本的な考え方
在宅医療（訪問診療）の体制整備を進めるに当たっては、地域医療構想を推進する中で、病床の機能分化・連携が進む

ことに伴い増加する需要（新たなサービス必要量）の受け皿整備が必要であることから、平成３０年度を始期とする医療
計画と第７期介護保険事業（支援）計画における訪問診療の需要や介護サービスの種類ごとの量の見込みが、それぞれの
計画の間で整合的な設定となるよう、訪問診療の新たなサービス必要量の推計。
その上で、高齢化の影響による増加見込みと合わせて、訪問診療の需要を推計。

２ 推計方法
（１）地域医療構想の推進による訪問診療の新たなサービス必要量

① 国から示された令和７（２０２５）年の機械的試算を基に推計
国では、療養病床や一般病床の患者のうち、令和７年度までに、外来診療訪問診療及び介護施設での対応が見込まれ

る必要量を推計
■北海道 ２３，４６１

※このうち、一般病床から生じる新たなサービス必要量については、外来医療により対応するものとして見込むことを基
本とする旨示され、道でも同様に取り扱うこととした。

■外来対応分 ６，７３０

② 令和７（２０２５）年の訪問診療、介護施設で対応する需要
■２３，４６１－ ６，７３０＝ １６，７３１

③ 令和２及び令和５までの必要量は、期間を考慮して②を按分して算出
■R２ ６，２７４【１６，７３１×３／８（R７年度までの８年間までのうち３年）】
■R５ １２，５４８【１６，７３１×６／８（R７年度までの８年間までのうち６年）】
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【参考】医療計画（H30～R５）における在宅医療（訪問診療）の需要推計方法
④ 介護医療院、老人保健施設、特別養護老人ホームへの転換見込み

全道調査結果により推計※（H29.9北海道保健福祉部調査）
■R２ ３６４．５
■R５ ２，７７８．３
■R７ ２，７７８．３

※療養病床の利用率を９０％として、「（転換予定の病床数）×０．９（病床利用率）」で推計
※R７は、R５末に介護療養病床の経過措置が終了するため、R５結果を使用

⑤ 訪問診療及び介護施設（転換分を除く）で対応する必要量（③－④）は、療養病床を退院した患者の退院先に関する
現状のデータ（病床機能報告（北海道分））を活用して按分

■訪問診療対応:介護施設対応＝５９．５％:４０．５％

⑥ 訪問診療の新たなサービス必要量【（③－④）×５９．５％】
■R２ ３，５１６
■R５ ５，８１３
■R７ ８，３０２

① 地域医療構想で推計した需要
■Ｈ２５ ２９，０６０
■R ７ ４２，７６６

※Ｈ２５－R７の差（①”） ■４２，７６６－２９，０６０＝１３，７０６

（２）高齢化の影響による増加見込み

② R２及びR５の需要は、①を年数により按分し推計
■R２ ３７，０５５【（①”１３，７０６×７／１２※）＋Ｈ２５ ２９，０６０】
※平成３７年度までの１２年間のうち７年

■R５ ４０，４８２【（①”１３，７０６×１０／１２）＋Ｈ２５ ２９，０６０】 24



【参考】医療計画（H30～R５）における在宅医療（訪問診療）の需要推計方法
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（１）及び（２）を合わせて訪問診療の需要とした。
■R２ ４０，５７１
■R５ ４６，２９５
■R７ ５１，０６８

※ 各二次医療圏の需要については、全道の訪問診療の需要を、R７（２０２５）年における新たなサービス必要量の外来
対応分を除く全道数値（（１）の②の１６，７３１）に対する各医療圏の数値割合により按分して推計

（３）訪問診療の需要の推計



在宅医療の追加的需要

（１）基本的な考え方
〇 地域医療構想では、国のガイドラインに基づき、病床機能の分化及び連携を推進していくためには、
患者の状態に応じて退院後の生活を支える在宅医療・介護サービスの充実が重要との考え方の下、
現状の入院患者のうち一定数については「在宅医療等」の医療需要として推計。

〇 今般、国から通知された医療計画策定指針では、地域医療構想を推進する観点から、在宅医療の
提供体制に関する整備目標を定める際には、構想において「在宅医療等」の需要として推計した数の
うち、どの程度を在宅医療（訪問診療）で対応していくこととするか、推計することとされている。

〇 道としては、上記の推計について、

に十分留意する必要があると考えている。

〇 なお、医療計画のうち、在宅医療に関する部分については、医療計画の中間年において見直すこと
とされており、在宅医療の追加的需要に関する推計についても、在宅医療の進捗状況等を踏まえて
見直すこととする。

・ 地域医療構想はあくまでも「現時点における2025年の見通し」であり、今後の医療ニーズの変化に
ついての「大まかな方向性」であること

・ 慢性期の患者が医療を受けられなくなるということではなく、それぞれの患者の状態に応じて、居
宅や介護施設など、病床以外の場で医療を受けられるように取り組むことが重要であること
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（２）北海道地域医療構想（以下、北海道地域医療構想より抜粋）
◯ 地域医療構想ガイドラインにおいては、在宅医療等で対応することが可能と想定されている「療養
病床の医療区分１の70％の入院患者」及び「一般病床のうち診療報酬における出来高点数が入院基
本料を除き175点未満の入院患者」は「在宅医療等」（※１）の医療需要として推計されています。

具体的には、推計の基となる平成25(2013)年における在宅医療等に関する医療需要には、下記の
ものが含まれています。

・ 訪問診療を受けている患者

・ 介護老人保健施設の入所者

・ 一般病床で医療資源投入量175点未満の患者数

・ 療養病床入院患者のうち、医療区分１の70％

◯ 平成37年における在宅医療等に関する医療需要については、上記４項目に、地域差解消分を含め
た後、二次医療圏別・性年齢階級別の将来人口を乗じて推計しています。

※１ 「在宅医療等」とは、居宅、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、介
護老人保健施設、その他医療を受ける者が療養生活を営むことができる場所であって、現在の病院・診療所以
外の場所において提供される医療。
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（３）医療計画の策定（以下、平成29年8月10日付け厚生労働省通知より抜粋）

◯ 地域医療構想を推進するためには、慢性期機能から介護施設・在宅医療等への転換を含めた追加
的需要について、地域の実情に応じて適切に受け皿の整備がなされる必要があり、第７次医療計画
及び第７期介護保険事業（支援）計画においては、この受け皿整備の必要量を踏まえた在宅医療の
整備目標や介護サービスの種類ごとの量の見込みを、それぞれの計画の間で整合的に、かつ受け
皿整備の先送りが発生しないよう計画的に設定する必要がある。

○ 介護施設・在宅医療等の追加的需要は、基本的に療養病床からの移行によるものである。

○ 追加的需要分に満たない部分は、その他の介護施設・在宅医療等への移行、高齢化の動向に伴う
需要増等によるものと考えられる。これらについては、療養病床を退院した患者の退院先に関する現
状のデータを参考としつつ、在宅医療と介護保険施設との間でその対応する分を按分した上で、在宅
医療の整備目標に反映させる。

○ なお、一般病床から生じる追加的需要（一般病床で医療資源投入量175点未満の患者数）について
は、一般病床から退院する患者の多くが、退院後に通院（外来医療）により医療を受ける傾向にある
ことを踏まえ、外来医療により対応することを基本とし、在宅医療の受け皿整備の対象とはみなさない。
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