
平 30 医療政策第４８８号 

平成 30 年(2018 年)９月 27 日 

 

山口県医師会長  様 

 

山口県健康福祉部医療政策課長 

 

平成３０年度病床機能報告制度の実施について 

 医療行政の推進につきましては、平素より格別の御尽力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、厚生労働省から、別添のとおり本年度の報告の実施について対象医療機関に通知

した旨、連絡がありました。 

 つきましては、本制度の趣旨を御理解いただき、当該報告が円滑に行われますよう、御

協力を賜りますようお願いします。 

 なお、関係各医療機関には別添のとおり通知しましたので申し添えます。 

 おって、本制度に係る疑義照会への対応、提出される情報の集計・確認等の業務につい

ては、厚生労働省からみずほ情報総研株式会社に委託されておりますので、申し添えます。 

記 

（報告期限等） 

 ・様式１及び様式２（電子レセプト請求を行っていない）：平成３０年１０月３１日（水） 

 ・様式２（電子レセプト請求を行っている）：平成３１年１月１８日（金） 

 ・平成３０年度病床機能報告対象外医療機関等確認票：平成３０年９月２８日（金） 

 

（参考） 

 １ 病床機能報告ホームページ 

   URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html 

 

 ２ 疑義照会窓口 

   メール：byousyoukinou@mizuho-ir.co.jp 

   ＦＡＸ：0120-139-121［２４時間受付］ 

 

医療企画班  担当 矢野 

電 話    083-933-2924 

ＦＡＸ    083-933-2829 

   電子メール：yano.nobuko@pref.yamaguchi.lg.jp 

mailto:byousyoukinou@mizuho-ir.co.jp
mailto:yano.nobuko@pref.yamaguchi.lg.jp


平 30 医療政策第４８８号 

平成 30 年(2018 年)９月 27 日 

 

 関係各医療機関管理者 様 

山口県健康福祉部医療政策課長 

 

平成３０年度病床機能報告制度の実施について 

 医療行政の推進につきましては、平素より格別の御尽力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、厚生労働省から９月１８日付で通知のあった標記の件については、制度の趣旨を

御理解いただき、下記の事項に留意の上、期限までに報告を実施いただきますようお願い

いたします。 

 なお、本制度に係る疑義照会への対応、提出される情報の集計・確認等の業務について

は、厚生労働省からみずほ情報総研株式会社に委託されておりますので、申し添えます。 

記 

（報告期限等） 

 ・様式１及び様式２（電子レセプト請求を行っていない）：平成３０年１０月３１日（水） 

 ・様式２（電子レセプト請求を行っている）：平成３１年１月１８日（金） 

 ・平成２９年度病床機能報告対象外医療機関等確認票：平成３０年９月２８日（金） 

 

（問い合わせ窓口等） 

 １ 病床機能報告ホームページ 

   URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html 
 
 ２ 疑義照会窓口 

   メール：byousyoukinou@mizuho-ir.co.jp 

   ＦＡＸ：0120-139-121［２４時間受付］ 

 

（昨年度からの変更点） 

 別添「平成３０年度病床機能報告（主な変更点）」のとおり 

 

（留意事項） 

 医療機能の選択にあたっては別添事務連絡を参照の上、保険点数による医療機能分類を

参考に選択を行われたいこと。 

医療企画班  担当 矢野 

電 話    083-933-2924 

ＦＡＸ    083-933-2829 

   電子メール：yano.nobuko@pref.yamaguchi.lg.jp 

mailto:byousyoukinou@mizuho-ir.co.jp


平成３０年度病床機能報告（主な変更点） 

 

１ 医療機能の報告取扱いの変更 

 ・ ２０２５年時点の医療機能の報告が、任意から必須に変更。 

 

２ 医療機能の選択における留意点の追加 

【回復期】 

  ・ 「急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療」を提供している場合には、

現状において、リハビリテーションを提供していなくても回復期機能を選択できる。 

・ 回復期機能について、「リハビリテーションを提供する機能」や「回復期リハビリ

テーション機能」のみに限定するものではない。 

 

【高度急性期・急性期】 

 ・ 別添表に掲げる高度急性期・急性期に関連する医療を全く提供していない病棟に

ついては、高度急性期機能及び急性期機能以外の医療機能を適切に選択すること。 

・ 別添表に掲げる医療を全く提供していないにもかかわらず、高度急性期機能又は

急性期機能と報告する場合は、別添表に掲げるもの以外にどのような医療行為を行

ったのかを別途報告。 

 

３ その他 

 ・ 医療機能の選択に当たっては、別添事務連絡「平成 30年度病床機能報告における

医療機能の選択について」のとおり、次の保険点数による医療機能分類を参考にし

てください。 

 

  （保険点数による医療機能分類） 

医療機能 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 

対象保険点数 3000点以上 
600点以上 

3000点未満 

175点以上 

600点未満 
175点未満 

 

参考 



 

（別添）高度急性期・急性期に関連する医療行為 

  

  
    



事 務 連 絡  

平成３０年(2018 年)９月 27 日  

 

関係各医療機関管理担当者  様 

 

                            山口県健康福祉部医療政策課医療企画班長 

 

平成 30年度病床機能報告における医療機能の選択について 

  

医療行政の推進につきましては、平素より格別の御尽力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、本年度の病床機能報告における各病棟の病床が担う医療機能について、地域医療

構想調整会議での協議を踏まえ、本県において、保険点数による医療機能分類を参考に、

各医療機関が医療機能を選択する取扱いとしました。 

 当報告における、各医療機関が医療機能を自主的に選択する基本的な考え方に変更はあ

りませんが、医療機能の選択に当たっては、下記の保険点数による医療機能分類を参考に

していただきますよう、お願いします。 

 

記 

 

 １ 保険点数による医療機能分類 

医療機能 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 

対象保険点数 3000 点以上 
600 点以上 

3000 点未満 

175 点以上 

600 点未満 
175 点未満 

 
 

 ２ 参考資料 

地域医療構想調整会議資料「平成 30 年度からの病床機能報告における医療機能の 

選択について」 

 

 

 

 

 

医療企画班 担当： 山中、池永 

電 話 ０８３－９３３－２９２４ 

ＦＡＸ ０８３－９３３－２８２９ 

メール a11700@pref.yamaguchi.lg.jp 



 

平成３０年度からの病床機能報告における医療機能の選択について 

 

○ 病床機能報告においては、各病棟の病床が担う医療機能について、各医療機関

の自主的な判断で選択し、報告する取扱いとされている。 

 

○ 一方、山口県地域医療構想において定めた「構想区域における将来の病床数の

必要量（必要病床数）」は、厚生労働省から提供されたレセプトデータ等を基に、

患者１日当たりの診療報酬の出来高点数の合計で各医療機能を区分し、必要病床

数を推計している。 

 

○ そのため、山口県地域医療構想に定める必要病床数の推計と、病床機能報告の

報告病床数を単純に比較することが難しく、地域の各医療機能の病床適正化を検

討する上で、課題となっている。 

 

○ 昨年度、山口大学医学部に「医療提供体制調査事業」を委託し、医療機能別に、

保険点数による疾患別の診療行為の実態把握を行った。その結果、必要病床数の

推計と病床機能報告にズレが生じていることが指摘され、病床機能報告において、

必要病床数の推計と同分類となる、疾患別診療行為を踏まえた保険点数により、

医療機能を選択する提案が行われた。 

 

○ 以上を踏まえ、保険点数による医療機能の分類を別添のとおりとし、平成３０

年度からの病床機能報告における医療機能の選択において、当分類を参考に、各

医療機関が医療機能を選択する取扱いとする。 

参考資料 

1 



保険点数による医療機能分類 

 

 

医療機能 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 

対象保険点数 3000 点以上 

600 点以上 

3000 点未満 

175 点以上 

600 点未満 
175 点未満 

 

 

＜参考＞平成２９年度山口県委託事業「医療提供体制調査事業」報告書 
保険点数による医療機能分類内訳 

 

（１）虚血性心疾患における診療行為 

 

2 

2 



 

3 



（２）脳血管疾患における診療行為 

 

4 



 

 

 

 

 

 

5 



（３）肺がんにおける診療行為 

 

 

6 



（４）糖尿病における診療行為 

 

 

7 



（５）大腿骨骨折における診療行為 

 

 

 

8 



（６）肺炎における診療行為 

 

 

 

9 



（７）肝硬変における診療行為 
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平成 30 年９月 18 日  

病床機能報告制度対象医療機関 御中 

厚生労働省医政局地域医療計画課  

 

平成30年度病床機能報告の実施について 

 

平素から医療行政の推進について御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。  

医療法（昭和23年法律第205号）第30条の13の規定に基づき、病院又は診療所であって一般

病床又は療養病床を有するもの（以下「病床機能報告対象病院）という。）は、毎年７月１日

時点における病床の機能と2025年の病床の機能の予定、入院患者に提供する医療の内容等を都

道府県知事に報告することとしています。 

 報告は、ウェブサイトから実施していただきます。各医療機関におかれましては、添付のマ

ニュアル等をご確認の上、期限までに報告を実施いただきますようお願いいたします。 

 

 

【同封資料】 

・病床機能報告に関する作業の概要 

・平成30年度病床機能報告マニュアル① 

・平成30年度病床機能報告マニュアル② 

・平成30年度病床機能報告「報告対象外医療機関」申告書・記入要領  

・平成30年度病床機能報告 紙媒体入手希望申請書・記入要領  

・ＩＤ・パスワード通知書（兼送付状） 

 

【病床機能報告ウェブサイト】  

URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html 

 

【照会窓口】  

厚生労働省「平成３０年度病床機能報告」事務局（委託先：みずほ情報総研株式会社） 

疑義照会窓口 

電子メールアドレス： byousyoukinou@mizuho-ir.co.jp 

FAX（フリーダイヤル）：０１２０－１３９－１２１ ［24 時間受付］ 

※ 医療機関ＩＤ、医療機関名、担当者名、所在地、電話番号を必ず記載のうえ、お問い合わせくだ

さい。 

医療機関ＩＤ・パスワードを紛失された場合の照会窓口 

電子メールアドレス： byousyoukinou -id@mizuho-ir.co.jp 

FAX（フリーダイヤル）：０１２０－５２８－１３０ ［24 時間受付］ 

※ 医療機関名、担当者名、所在地、電話番号を必ず記載のうえ、お問い合わせください。 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html


【医療機能の選択について】 

病床機能報告においては、各病棟の病床が担う医療機能を選択し、ご報告いただきます。 

医療機能の選択にあたっての基本的な考え方及び留意点については、同封した「平成30年度

病床機能報告マニュアル①」に記載しておりますのでご参照ください。 

特に、高度急性期・急性期に関連する医療を全く提供していない病棟については、高度急性

期機能及び急性期機能以外の医療機能を適切に選択していただくようお願いします。 

 

 


