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2次、1次医療圏における療養病床と精神科病床の分布の傾向分析
Analysis of trends in the distribution of ling-term care beds and psychiatric beds in secondary and first medical areas

楠拓也*，吉川徹**
Takuya KUSUNOKI* and Tohru YOSHIKAWA**
The purpose of this study is to analyze the distribution of long-term care beds and psychiatric beds in view of future changes in the
medical system of Japan following the introduction of the family doctor system. To this end, multiple regression analysis was
performed on primary and secondary medical care areas throughout Japan, using AIC as the selection criterion. The numbers of
general, long-term, and psychiatric beds per 10,000 persons were used as objective variables, and exploratory variables were selected
from 27 indicators representing regional characteristics. The results show that the numbers of the long-term care beds and those of the
psychiatric beds tend to be larger in regions with high elderly population ratios and small population and working-age populations. It
should be noted that, irrespective of the result, the deployment of new community health facilities following the abolition of long-term
care beds should be carried out carefully by establishing a long-term plan in consideration of the compact city policy.
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1．研究の背景と目的
1-1.背景
2018年2月に中央社会保険医療協議会による地域包括
診療等見直しにおいて、かかりつけ医機能を推進する
1）
医療制度（以後かかりつけ医制度）が導入された。従
来の医療制度では患者は受診する医療機関・科目を自
ら決定している。一方、かかりつけ医制度の導入によ
り、地域の医療機能の適切な分化・連携が進み、患者
の治療期間の短縮・ＱＯＬの向上を可能にする。財政
面では患者への適切な診察・治療期間の短縮により、
医療保険への負担減少が考えられる。
また、療養病床（慢性期患者の長期療養施設）が
2）
2017年度に廃止され、３種類の「Ⅰ型」（介護療養病
床）「Ⅱ型」（介護老人保健施設）「医療外付け型」
（医療機関+ 有料老人ホーム）といった従来より多様
な施設が2018年４月から設けられていることからも、
患者を適切な施設へ送る・複雑化した急性期病院と連
携を行うため、かかりつけ医の重要度は高い。
療養病床と同じく、統合失調症や認知症といった症
状による長期入院患者を扱う精神科病床がある。厚生
労働省は精神科に長期入院する患者を2020年度末まで
に全国で最大3万9千人減らす目標を定め、患者を少人
数で生活するグループホームや在宅医療などを整備し
3)
地域社会で暮らせる人を増やす方針である。この方針
から精神科病床は縮小の方向に向かい、精神科の観点
においても地域社会の医療連携強化を目的に、かかり
つけ医の重要度は高くなると考える。
以上より、かかりつけ医制度の導入に向け、訪問看
護をはじめとした在宅ケアが強化・促進され、従来の
療養病床（病床数20 床以上の入院施設のうち2017 年

度の療養病床と定義）・精神科病床への入院期間は減
少していくと考えられる。実際、かかりつけ医制度
（プライマリ・ケア）を導入している諸外国の平均在
4)
院日数は日本と比べてかなり低い。
従って、長期入院を前提とした日本のこれまでの療
養病床・精神科病床（以後長期入院病床）を分析する
ことは、国民の長期入院病床への依存状態の分布と地
域特性の関係を把握することになり、かかりつけ医制
度導入を妨げる要因を考察するに有益な知見が得られ
ると期待される。
1-2.既往研究
慢性期医療の既往研究として武久洋三のものがあ
5)
る。武久は「療養病床は地域から必要とされ,その役割
にも大きな期待が寄せられている.（…）急性期病院と
療養病床が互いの医療機能を補完し合い, ともに地域
医療を守らなければならない.」と述べている。これを
含め医療制度に関する論文は多々あるが、特定の病院
内、あるいは3次医療圏規模の研究が多い。
その中でも日本全体の2次医療圏別に地域特性を明ら
6)
かにした既往研究として三宅貴之のものがある。三宅
は「地域医療体制を整備する際に二次医療圏を一律に
計画するのではなく，それぞれの地域特性に即した体
制を構築する必要がある．」と述べている。しかし直
近のデータで地域特性を明らかにした、療養病床をは
じめとした長期入院病床・かかりつけ医制度に着目し
た日本全国規模の研究はされていない。
1-3.目的
以上を踏まえ、全国の市区町村を類型化し二次医療
圏の地域特性を明らかにしたうえで長期入院病床の分
布状況に着目し、短期入院を主に想定した一般病床の

* 会員外・首都大学東京大学院都市環境科学研究科建築学域博士前期課程
** 正会員・首都大学東京大学院都市環境科学研究科建築学域

- 363 -

教授

Tokyo Metropolitan University

博士（工学）Tokyo Metropolitan University

公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.18, 2020 年 2 月
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.18, February, 2020

分布との比較考察を行うことで、長期医療病床への依
存状態が顕著に見られる地域特性を明らかにする。本
研究は今後のかかりつけ医をはじめとした日本の医療
体制への知見を得ることを目的とする。
2．研究対象
日本全国の1840市区町村（１次医療圏）、330の2次
7)
医療圏を対象とした。原子力発電所の事故による住民
避難にてデータが入手できない地域と、離島（北海
道・本州・四国・九州・沖縄本土以外）は本研究にお
いて他地域との類型化が困難なため、56市町村と本市
町村を含む14の2次医療圏は除外した（表1）。
3．研究方法
3-1.地域特性の指標
長期入院病床と関係がある市区町村の地域特性を表
すと考えられる指標を幅広く収集し総計27の指標を選
8-12)
択した（表2）。これらは大きく、人口指標、世帯指
表1

研究対象から除外した２次医療圏と市町村

都道府県
福島県
東京都
新潟県
兵庫県
島根県
香川県
長崎県
熊本県
鹿児島県
沖縄県
計

2次医療圏
相双医療圏
島しょ医療圏
佐渡医療圏
淡路医療圏
隠岐医療圏
小豆医療圏
五島、上五島、壱岐、対馬医療圏
天草医療圏
奄美医療圏
宮古、八重医療圏
14

表2
5分類

指標
15～64歳人口比率
65歳以上人口比率
人口密度
DID人口比率
DID人口比率-DID面積比率
世帯当たりの人員数

世
帯
指
標

核家族世帯比率
高齢者を除く単独世帯比率
高齢者のみ単独世帯比率
1戸建て持ち世帯比率
公営借地世帯比率
農用地面積比率
森林面積比率

面
積
指
標

建物用地面積比率
過疎地面積比率
振興山村面積比率
幹線交通用地
ＤＩＤ面積比率
昼/夜間人口比率

就
業
指
標

従業者一人当たり農産物生産額
従業者一人当たり製造品出荷額
従業者一人当たり年間商品販売額
駅乗降客数

産
業
指
標

表3

市町村数
12
9
1
3
4
2
5
3
12
5
56

3分類病床（目的変数）とデータ出典元

3分類病床

データ

第一次就業者比率
第二次就業者比率
第三次就業者比率

年次

一般病床

Y1

医療施設調査「平成27年医療施設（動態）調査」

2015

療養病床

Y2

医療施設調査「平成27年医療施設（動態）調査」

2015

精神科病床

Y3

医療施設調査「平成27年医療施設（動態）調査」

2015

表4

1次医療圏の説明変数一覧
集約した説明変数

5分類
Ｘ1
Ｘ2
Ｘ3
Ｘ4
Ｘ5
Ｘ6
Ｘ7
Ｘ8
Ｘ9
Ｘ10
Ｘ11
Ｘ12
Ｘ13
Ｘ14
Ｘ15

人口指標

地域特性指標とデータ出典元

15歳未満人口比率
人
口
指
標

標、面積指標、就業指標、産業指標のに分類される。
3-2.地域別の分野別病床数の分布
研究対象の1840市区町村の一般病床数、療養病床
13)
数、精神科病床数のデータを収集した（表3）。人口に
よる病床数の偏りが見られるため、各地域の1万人あた
り病床数を計算した。GISを用いて１次医療圏（各市区
14)
町村）の上記３つの病床の分布を５段階級で示した
（図1）。また、2次医療圏15)の上記3つの病床の分布を
5段階級で示した（図2）。
3-3.重回帰分析
1次、2次医療圏別に、1万人当たりの一般病床数、療
養病床数、精神科病床数を目的変数とし、地域特性を
表す27指標から変数選択を行ったものを説明変数とし
て、AICを選択基準とした変数増減法重回帰分析を行っ
た。説明変数である1次、2次医療圏別の27指標は主成
分分析によって整理した。さらにVIFの値が2以上にな
った説明変数同士は多重共線性の観点から、説明変数
の数が最小になるよう集約した（表4、表5）。

データ
年次
総務省「国勢調査」
2015
総務省「国勢調査」
2015
総務省「国勢調査」
2015
総務省「国勢調査」
2015
総務省「国勢調査」
2015
総務省「国勢調査」
2015
総務省「国勢調査」
2015
総務省「国勢調査」
2015
総務省「国勢調査」
2015
総務省「国勢調査」
2015
総務省「国勢調査」
2015
総務省「国勢調査」
2015
国土交通省「国土数値情報」 2015
国土交通省「国土数値情報」 2015
国土交通省「国土数値情報」 2015
全国過疎地域自立促進連盟
2015
「過疎地域のデータバンク」
国土交通省「国土数値情報」 2015
国土交通省「国土数値情報」 2015
総務省「国勢調査」
2015
総務省「国勢調査」
2015
総務省「農林業センサス」
2015
総務省「国勢調査」
総務省「経済センサス」
2016
総務省「経済センサス」
2016
国土交通省「国土数値情報」 2015
総務省「国勢調査」
2015
総務省「国勢調査」
2015
総務省「国勢調査」
2015
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世帯指標

面積指標

就業指標

産業指標
計

65歳以上人口比率
人口密度
DID人口比率-DID面積比率
世帯当たりの人員数
核家族世帯比率
公営借地世帯比率
農用地面積比率
森林面積比率
過疎地面積比率
昼/夜間人口比率
従業者一人当たり農産物生産額
従業者一人当たり製造品出荷額
従業者一人当たり年間商品販売額
第二次就業者比率
第三次就業者比率
15変数

表5 2次医療圏の説明変数一覧
集約した説明変数
Ｘ'1 65歳以上人口比率
Ｘ'2 人口密度
Ｘ'3 DID人口比率-DID面積比率
Ｘ'4 核家族世帯比率
Ｘ'5 公営借地世帯比率
Ｘ'6 農用地面積比率
Ｘ'7 昼/夜間人口比率
Ｘ'8 従業者一人当たり農産物生産額
Ｘ'9 従業者一人当たり製造品出荷額
Ｘ'10 従業者一人当たり年間商品販売額
Ｘ'11 第三次就業者比率

5分類
人口指標
世帯指標
面積指標
就業指標
産業指標
計

11変数
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1 次医療圏

2 次医療圏

1 万人当たりの一般病床数の色分け

53.27 - 70.03

27.73 - 72.37

70.03 - 89.09

72.37 - 124.86

89.09 - 117.63

124.86- 214.10

117.63 - 163.16

214.10- 630.56

1 次医療圏

1 万人当たりの療養床数の色分け

2 次医療圏

0.00 - 19.50

20.48 - 34.38
34.38 - 50.36

58.17 - 126.81

50.36 - 70.50

126.81- 292.82

70.50 - 129.28

292.82- 693.86

1 万人当たりの精神科病床数の色分け

2 次医療圏

0.00 - 21.96

1 万人当たりの精神科病床数の色分け

0.00 - 12.56

21.96 - 71.62

12.56 - 28.72

71.62 - 157.44

28.72 - 47.48

157.44 - 376.53

47.48 - 81.39

376.53 - 1011.20

図1

1 万人当たりの療養病床数の色分け

0.00 - 20.48

19.50 - 58.17

1 次医療圏

1 万人当たりの一般病床数の色分け

18.84 - 53.27

0.00 - 27.73

81.39 - 155.78

1次医療圏の1万人あたりの病床数の5段階級分布

図2

- 365 -

2次医療圏の1万人あたりの病床数の5段階級分布
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表6 2次医療圏の重回帰分析結果
人口指標

X'1
Y1
Y2
Y3

X'2

***

世帯指標

X'3

***

0.25

X'4
***

-0.44

0.14

***

産業指標

X'9

-0.27
0.13

0.10 .

***

0.21

0.29

X'10

R2値

X'11

-0.10 .

*

***

-0.25

X'8

***

0.09 .

***

0.31

X'7

0.13

**

0.58

就業指標

X'6

**

-0.19

***

面積指標

X'5

*

-0.12

-0.11.

***

0.37

0.13

*

***

0.21

p値

0.342

2.20E-16

0.288

2.20E-16

0.271

2.20E-16

（R 2 値、p値を除き、数値は標準化偏回帰係数）

Signif.codes: 0‘***’0.001‘**’0.01‘*’0.05‘.’0.1

表9 1次医療圏の重回帰分析結果
人口指標

X1
Y1
Y2
Y3

X2

**

***

0.10

***

0.21

0.05

世帯指標

X3
0.16

**

-0.10

***

-0.16

X4
***

-0.11

X5
***

-0.14
0.04

0.05

面積指標

X6

X7

**

-0.06

*

0.06

**

0.09

就業指標

X8

X9

X10

*

X11

X12

***

0.06

-0.18

***

0.04

*

-0.06

-0.15

*

-0.05

00.4

2

X15 R 値
***

0.22

***

0.21

***

0.18

p値

0.191

2.20E-16

0.071

2.20E-16

0.042

2.20E-16

（R 2 値、p値を除き、数値は標準化偏回帰係数）

Signif.codes: 0‘***’0.001‘**’0.01‘*’0.05‘.’0.1‘ ’1

4．結果と考察
4-1.2次医療圏の重回帰分析結果
4-1-1.3分類病床の分布
2次医療圏での重回帰分析結果を表6に示す。全体と
して決定係数は約0.3である。標準化偏回帰係数を見る
とX'1（高齢者人口割合）、X'11（第3次就業者比率）の説
明変数において高い有意性が得られた。X'1は15歳～64
歳人口・DID人口比率との間に負の相関があり、かつ高
齢者のみ単独世帯比率と1戸建て持ち世帯比率、過疎地
面積比率との間に正の相関が見られる（表7）。
以上より、高齢者人口・第三次就業者割合が高く、
かつ人口と生産年齢人口が少ない地域において、3分類
病床すべてが多く分布している傾向が推測できる。
4-1-2.一般病床と療養病床の比較
X'1（高齢者人口割合）の標準化偏回帰係数の値が、
Ｙ1（一般病床）に比べ Ｙ2（療養病床）が2倍以上であ
る。表7より、療養病床は一般病床と比較して人口と生
産年齢人口が少ない地域に分布していることが考えら
れる。
X'4（核家族世帯比率）の標準化偏回帰係数の値が、
一般病床は負であることに対して療養病床は正であ
る。
AICの選択基準からX'2（人口密度）X'7（昼/夜間人口
比率）は療養病床予測に有効性が低いと推測される。
以上より、療養病床の分布は一般病床の分布に比
べ、高齢者人口割合と核家族世帯比率が高い地域かつ
人口と生産年齢人口が少ない地域に多く、人口密度と
昼/夜間人口密度とは関連が強くないと考察できる。
4-1-3.一般病床と精神科病床の比較
X'1（高齢者人口割合）の標準化偏回帰係数の値が、
Ｙ1 （一般病床）に比べ Ｙ3 （精神科病床）が比較的高
い。表7より精神科病床は一般病床と比較して人口が少
ない地域に分布していることが考えられる。
X'2（人口密度）の標準化偏回帰係数の値が、Ｙ1に比
べ Ｙ3が比較的高い。 X'2は1戸建て持ち世帯比率との間

X14

***

0.19

0.05 .

産業指標

X13

表7 2次医療圏における
65歳以上人口比率(X'1)と地域特性指標との相関
65歳以上人口比率(X'1)との相関係数

15～64歳人口比率
DID人口比率
高齢者のみ単独世帯比率
1戸建て持ち世帯比率
過疎地面積比率

-0.966
-0.707
0.782
0.716
0.768

表8 2次医療圏における
人口密度(X'2)と地域特性指標との相関
高齢者を除く単独世帯比率

1戸建て持ち世帯比率
建物用地面積比率
道路面積比率
鉄道面積比率用地
ＤＩＤ面積比率
駅乗降客数

人口密度 （X'2）との相関係数
0.707
-0.763
0.894
0.845
0.898
0.963
0.792

に負の相関があり、かつ高齢者を除く単独世帯比率と
建物・道路・鉄道・DID・面積比率、駅乗降客数との間
に正の相関がある（表8）。Ｙ1とＹ3ともに人口密度との
標準化偏回帰係数はどちらも負であることから、一般
病床と精神科病床は、ともに1戸建て持ち世帯比率が高
く、都市部以外に分布していることが考えられる。た
だし、精神科病床は一般病床と比較してX'2の標準化偏
回帰係数の絶対値が小さいことから、この傾向は一般
病棟より弱いことが考えられる。
X'5 （公営借地世帯比率）の標準化偏回帰係数の値
が、Ｙ1に比べＹ3が2倍以上である。AICの選択基準から
X'4（核家族世帯比率）、 X'7（昼/夜間人口比率）は精
神科病床の予測に有益性が低いと推測される。
以上より、精神科病床の分布は一般病床の分布に比
べ、高齢者人口割合と人口密度、公営借地世帯比率が
高い地域かつ人口と生産年齢人口が少ない地域に多
く、核家族世帯比率と昼/夜間人口密度と関連が薄いと
考えられる。ただし、精神科病床は一般病床よりは都
市部以外に立地する傾向は弱いと思われる。
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4-2.1次医療圏での重回帰分析結果
4-2-1.3分類病床の分布
1次医療圏での重回帰分析結果を表9に示す。全体と
して、決定係数が2次医療圏と比較して小さいことか
ら、1次医療圏の重回帰分析結果は説明力が弱い。
標準化偏回帰係数を見ると X1（高齢者人口割合） 、
X13（従業者一人当たり年間商品販売額）、X15（第3次就
業者比率）の説明変数において高い有意性が得られ
た。X1は15歳未満・15歳～64歳人口比率との間に強い
負の相関があり、かつ高齢者のみ単独世帯比率との間
に強い正の相関がみられる（表10）。X15は第一次就業
者比率との間に強い負の相関が見られる（表11）。
以上より、高齢者人口・第三次就業者割合が高く、
かつ15歳未満と生産年齢人口、第一次就業者比率が少
ない地域において、3分類病床数すべてが多く分布して
いる傾向が推測できる。
4-2-2.療養病床の2次医療圏の分析結果との比較
1次医療圏での重回帰分析の結果では、人口密度にお
いて高い有意性が見られた。標準化偏回帰係数を見る
と負の値であることから、人口密度が小さい地域にお
いて療養病床が分布していることが分かる。
以上より、1次医療圏規模では2次医療圏規模の療養
病床の分布の傾向に加え、人口密度が小さい地域にお
いて分布していることが分かる。
4-2-3.精神科病床の2次医療圏の分析結果との比較
1次医療圏での重回帰分析の結果では、過疎地域面積
比率において高い有意性が見られた。標準化偏回帰係
数を見ると負の値であることから、過疎地域面積比率
が小さい地域において精神科病床が分布していること
が分かる。一方で、2次医療圏の分析結果では高い有意
性を示していた公営借地世帯比率と農用地面積比率
が、1次医療圏においては低い有意性を示している。
以上より、1次医療圏規模では2次医療圏規模の精神
科病床の分布と比較して公営借地世帯比率・農用地面
積比率は精神科病床の予測に有効性が低く、過疎地面
積比率が小さい地域において分布していることが分か
る。
表10 1次医療圏における
65歳以上人口比率(X1)と地域特性指標との相関
65歳以上人口比率(X1)との相関係数

15歳未満人口比率
15～64歳人口比率
高齢者のみ単独世帯比率

-0.759
-0.963
0.8

表11 2次医療圏における
第三次就業者比率(X15)と地域特性指標との相関
第三次就業者比率（X15）との相関係数

第一次就業者比率

-0.705

5.結論
本研究で得られた知見を以下に述べる。
2次医療圏では、高齢者人口・第三次就業者割合が高
く、かつ人口と生産年齢人口が少ない地域において、
一般・療養・精神科病床が多く分布している傾向が推
測できる。
2次医療圏の療養病床の分布は一般病床の分布に比
べ、高齢者人口割合と核家族世帯比率が高い地域かつ
人口と生産年齢人口が少ない地域に多く、人口密度と
昼/夜間人口密度とは関連が強くないと思われる。
2次医療圏の精神科病床の分布は一般病床の分布に比
べ、高齢者人口割合と人口密度、公営借地世帯比率が
高い地域かつ人口と生産年齢人口が少ない地域に多
く、核家族世帯比率と昼/夜間人口密度と関係が薄いと
考えられる。ただし、精神科病床は一般病床よりは都
市部以外に立地する傾向は弱いと思われる。
1次医療圏では高齢者人口・第三次就業者割合が高
く、かつ15歳未満と生産年齢人口、第一次就業者比率
が少ない地域において、一般・療養・精神科病床が多
く分布している傾向が推測できる。
1次医療圏規模では2次医療圏規模の療養病床の分布
の傾向に加え、人口密度が小さい地域において分布し
ていることが分かった。
1次医療圏規模では2次医療圏規模の精神科病床の分
布と比較して公営借地世帯比率・農用地面積比率は精
神科病床の予測に有効性が低く、過疎地面積比率が小
さい地域において分布していることが分かる。
これらの知見より、療養病床や精神科病床といった
長期入院病床の分布は、高齢者人口割合が高い地域か
つ人口と生産年齢人口が少ない地域に偏在している傾
向が考えられる。また、地域医療で入院期間の短縮化
を進める政府の方針から、上記の地域ではグループホ
ームや在宅医療などの整備が行われると考えられる。
ただし、上記の地域において療養病床の廃止に伴う地
域医療施設の暫定的な増設を行うと、コンパクトシテ
ィ政策との乖離が生じてしまう。新たな地域医療施設
の配置は長期的計画を確立し慎重に行わなければなら
ないと考えらえる。
6.今後の課題
今後の課題を以下に述べる。
2次医療圏での重回帰分析結果を示したが、3分類の
病床すべての決定係数が約0.3と説明力が弱い。説明変
数である地域特性指標に医師数や看護師数といった、
医療指標を加えることでより強い説明力を持った結果
が得られると可能性を探求する必要がある。
統計的分析手法に重回帰分析を用いたが、多重共線
性の観点から説明変数である地域特性指標を集約し
た。本研究で集めた全ての地域特性指標と病床数との
間の因果関係を同定するモデルの構築を行うため、共
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分散構造分析を用いて、病床の分布傾向をより詳細に
分析することが有益であると予想される。
地域特性指標と病床数は2015年度のデータを用い
た。2020年現在の地域医療の実態についてより詳細な
分析を行うため、2017年度に療養病床が廃止されたこ
とにより新しく設けられた3種類の慢性期医療施設の分
布傾向と本研究結果との比較を行う必要がある。
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