
平成30年度 地域医療介護総合確保基金事業補助金
（病床の機能分化・連携支援事業）について

１ 目的

地域医療構想の達成のため，地域において不足している病床の機能への転換のため

の整備費用等を助成する。

２ 補助対象

健康保険法（大正11年法律第70号）第63条第３項第１号に規定する保険医療機関（鹿

児島県内に存する医療機関に限る。）が行う次の事業を補助対象とする。

(1) 急性期機能病棟又は慢性期機能病棟から回復期機能病棟に病床の機能を転換する

に当たり，施設・設備の整備に要する経費

・急性期機能病棟：急性期一般入院基本料を算定する病棟

・慢性期機能病棟：療養病棟入院基本料を算定する病棟

・回復期機能病棟：地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料を含む。)

又は回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する病棟

○対象経費及び補助金額(算出された補助金額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨て)

補助金の交付対象となる経費 基準額 補助金額

回復期機能病棟に病床の機能 １ 施設整備 次に掲げる額のうち

を転換するために要する次の経 (1) 新築又は増改築 最も少ない額に２分の

費 １床当たり １を乗じて得た額

１ 施設整備 4,378千円 １ 基準額

新築，増改築，改修に要す (2) 改修 ２ 対象経費の実支出

る工事費又は工事請負費 １床当たり 額

２ 設備整備 3,214千円 ３ 総事業費から寄附

医療機器等の備品購入費 ２ 設備整備 金その他の収入額を

１施設当たり 控除した額

10,800千円

(2) 集中治療室又はハイケアユニットを新たに整備し，又はそれらの機能を維持する

ために必要な施設・設備（鹿児島県がん診療施設施設整備費補助金交付要綱及び鹿

児島県がん診療施設設備整備事業補助金交付要綱の対象となる施設・設備を除く。）

を整備するために要する経費。

○対象経費及び補助金額(算出された補助金額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨て)

補助金の交付対象となる経費 基準額 補助金額

集中治療室又はハイケアユニ １ 施設整備 次に掲げる額のうち

ットを新たに整備し，又はそれ (1) 新築又は増改築 最も少ない額に２分の

らの機能を維持するために要す １床当たり １を乗じて得た額

る次の経費 4,378千円 １ 基準額

１ 施設整備 (2) 改修 ２ 対象経費の実支出

新築,増改築,改修に要する １床当たり 額

工事費又は工事請負費 3,214千円 ３ 総事業費から寄附

２ 設備整備 ２ 設備整備 金その他の収入額を

医療機器等の備品購入費 60,000千円 控除した額

３ 平成30年度当初予算

437,419千円（財源：地域医療介護総合確保基金）

※平成30年度事業
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１　医療機関の概要

２　事業の概要

当該病棟の入院基本料・特定入院料の適用

当該病棟の病床機能報告

事業費等
● 対象経費の支出額 ● 補助金額の算定

① 施設設備
ア　基準額

イ　対象経費の実支出額（A）

ウ　補助金額（ア,イいずれか少ない額×1/2）

② 施設設備
ア　基準額

イ　対象経費の実支出額（B）

ウ　補助金額（ア,イいずれか少ない額×1/2）
● 財源内訳

③ 補助金額合計（①ウ＋②ウ）
千円16,070

合計 0 千円

※事業内容が分かる以下の資料を添付すること
　【施設整備】概略平面図（施工前と施工後が分かるもの：A３サイズ以下），概算見積書等
　【設備整備】カタログ，概算見積書等

千円

千円

×1/2＝ 0 千円
千円

千円

合計（A+B） 56,916 千円
千円

千円

小計　（B) 0 千円

10,800 千円

小計　（A) 56,916 千円
②設備整備 対象経費の支出額

千円

×1/2＝ 16,070 千円
千円

56,916 千円
千円

千円 32,140 千円

諸経費 6,800 千円
消費税 4,216 千円

3,214 千円× 10 床＝ 32,140 千円

①施設整備 対象経費の支出額

内装工事費 44,400 千円
直接仮設費 1,500 千円

増減 0 0 0 0 0

10
機能転換後（平成３１年７月） 10 10

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 計
機能転換前（平成２９年７月） 10

施工面積 794.97 ㎡

機能転換前 　　                               －　

機能転換後
　　                               －　
【届出予定時期】 平成　年　月

事業内容
当院は昨年6月に増築し、ほとんどの病床は新館で稼働。しかし、ICUは移設せず
旧館4階にあり。手術室及び各病棟との動線等を考慮し、今回はICU（10床）の移
設を行う。

事業目的・目標

目的：鹿児島保健医療圏は、県内の他保健医療圏の最大の流出先であり、特に
手術を伴う入院患者の受療動向をみると、鹿児島保健医療圏で多くの患者を受
け入れている。このような状況を踏まえ、当院においても、今回のＩＣＵ移設によ
り、院内の機能集約を行うことで、今まで以上に高度急性期機能を強化し、重度
の患者様を受け入れられる体制を整えていく。
目標：地域の連携医療機関からの紹介を断ること無く，ICUのベッド稼働率80％を
目指す。

機能転換する病床数 　０床　（　　　期 →　　　期）　

事業区分 ①施設整備（ 新築 ・ 増築 ・ 改築 ・ 改修　） 　②設備整備　　　（○で囲む）
実施予定期間 平成31年1月1日～平成31年3月31日 供用開始予定 平成31年4月

36 慢性期 0 計 310

事業対象病棟名 ICU病棟

病床機能報告
(平成29年7月)

高度
急性期

19 急性期 255 回復期

0 感染症 0 計 376
各種指定状況 救急告示病院、県がん診療指定病院、基幹型臨床研修病院

診療科目

内科、救急科（総合内科）、血液内科、糖尿病内科、腎臓内科、人工透析内科
脳神経内科、外科、消化器外科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科
皮膚科、ペインクリニック内科、リハビリテーション科、眼科、泌尿器科
耳鼻咽喉科、気管食道・耳鼻咽喉科、脳神経外科、整形外科、放射線科
精神科、病理診断科、麻酔科、産科、婦人科、小児科、歯科口腔外科

許可病床数 一般 336 療養 0 精神 40 結核

平成30年度　鹿児島県地域医療介護総合確保基金事業補助金
（病床の機能分化・連携支援事業）の事業計画概要

医療機関名 公益財団法人慈愛会　今村総合病院 開設者名 今村　英仁
所在地 鹿児島市鴨池新町11番23号 構想区域 鹿児島医療圏
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１　医療機関の概要

２　事業の概要

当該病棟の入院基本料・特定入院料の適用

当該病棟の病床機能報告

事業費等
● 対象経費の支出額 ● 補助金額の算定

① 施設設備
ア　基準額

イ　対象経費の実支出額（A）

ウ　補助金額（ア,イいずれか少ない額×1/2）

② 施設設備
ア　基準額

イ　対象経費の実支出額（B）

ウ　補助金額（ア,イいずれか少ない額×1/2）
● 財源内訳

③ 補助金額合計（①ウ＋②ウ）
千円14,742

合計 29,484 千円

※事業内容が分かる以下の資料を添付すること
　【施設整備】概略平面図（施工前と施工後が分かるもの：A３サイズ以下），概算見積書等
　【設備整備】カタログ，概算見積書等

千円

千円

×1/2＝ 14,742 千円
自己財源 29,484 千円

29,484 千円
合計（A+B） 29,484 千円

29,484 千円

千円

小計　（B) 29,484 千円

60,000 千円

小計　（A) 0 千円
②設備整備 対象経費の支出額

ﾍﾞｯﾄﾞｻｲﾄﾞﾓﾆﾀ 29,484 千円

×1/2＝ 0 千円
千円

千円

千円

千円 千円

千円

千円

千円× 床＝ 0 千円

①施設整備 対象経費の支出額

千円

千円

増減 0 0 0 0 0

16

機能転換後（平成31年７月） 16 16

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 計
機能転換前（平成29年７月） 16

施工面積 ㎡

機能転換前 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　

機能転換後
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　
【届出予定時期】 平成　年　月

事業内容

現在，当院では，16床あるＩＣＵ病床全てにベッドサイドモニタを１台ずつ（計16台）
整備しているが，そのうちの７台は平成18年度に整備しており，耐用年数5年に
対し，すでに12年を超えていることに加え，計測機能も最新機器と比較すると十
分ではないため，今回，７台のうち４台を最新の機器に更新する。

事業目的・目標

鹿児島保健医療圏は，県内の他保健医療圏の最大の流出先であり，特に手術を
伴う入院患者の受療動向をみると鹿児島保健医療圏で多くの患者を受け入れて
いる。このような状況を踏まえ，当院は引き続き，高度急性期医療を担う県下の
中心的病院として，診療密度の高い医療を提供するため，ＩＣＵ病床においても高
機能の機器を整備し，高度急性期機能を維持していく。

機能転換する病床数 　　床　（　　　期 →　　　期）　

事業区分 ①施設整備（ 新築 ・ 増築 ・ 改築 ・ 改修　） 　②設備整備　　　（○で囲む）
実施予定期間 平成31年1月1日～平成31年1月31日 供用開始予定 平成31年2月

慢性期 計 574

事業対象病棟名 ３階ＩＣＵ

病床機能報告
(平成29年7月)

高度
急性期

542 急性期 32 回復期

感染症 6 計 574

各種指定状況
救急告示病院，救命救急センター，鹿児島県小児救急拠点病院，基幹型臨床研
修病院，地域がん診療連携拠点病院，基幹災害拠点病院，地域医療支援病院，
総合周産期母子医療センター，第２種感染症指定医療機関

診療科目

内科，神経内科，消化器内科，循環器内科，呼吸器内科，リウマチ科，小児科，
新生児内科，精神科，放射線科，消化器外科，心臓血管外科，呼吸器外科，乳
腺外科，小児外科，整形外科，形成外科，脳神経外科，皮膚科，泌尿器科，産婦
人科，眼科，耳鼻咽喉科，歯科，歯科口腔外科，麻酔科，救急科，病理診断科

許可病床数 一般 568 療養 精神 結核

平成30年度　鹿児島県地域医療介護総合確保基金事業補助金
（病床の機能分化・連携支援事業）の事業計画概要

医療機関名 鹿児島市立病院 開設者名 鹿児島市

所在地 鹿児島市上荒田町３７番１号 構想区域 鹿児島医療圏
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１　医療機関の概要

２　事業の概要

当該病棟の入院基本料・特定入院料の適用

当該病棟の病床機能報告

事業費等
● 対象経費の支出額 ● 補助金額の算定

① 施設設備
ア　基準額

イ　対象経費の実支出額（A）

ウ　補助金額（ア,イいずれか少ない額×1/2）

② 施設設備
ア　基準額

イ　対象経費の実支出額（B）

ウ　補助金額（ア,イいずれか少ない額×1/2）
● 財源内訳

③ 補助金額合計（①ウ＋②ウ）
千円

平成30年度　鹿児島県地域医療介護総合確保基金事業補助金
（病床の機能分化・連携支援事業）の事業計画概要

医療機関名 社会医療法人緑泉会　米盛病院 開設者名 米盛　公治
所在地 鹿児島市与次郎一丁目７－１ 構想区域 鹿児島保健医療圏

感染症 計 506
各種指定状況

診療科目
整形外科、救急科、外科、脳神経外科、心臓血管外科、消化器外科、内科、循環器内科、呼吸器内
科、消化器内科、心療内科、放射線科、産婦人科、リハビリテーション科、リウマチ科、小児科、麻酔科

許可病床数 一般 506 療養 精神 結核

100 慢性期 計 305

事業対象病棟名 HCU病棟

病床機能報告
(平成29年7月)

高度
急性期 18 急性期 187 回復期

事業内容 別紙１参照

事業目的・目標 別紙１参照

機能転換する病床数 　　8床　（　急性期（※平成30年5月末までは回復期）　 →　高度急性期　）　

事業区分 ①施設整備（ 新築 ・ 増築 ・ 改築 ・ 改修　） 　②設備整備　　　（○で囲む）
実施予定期間 平成31年1月5日～平成31年3月31日 供用開始予定 平成31年4月

施工面積 ㎡

機能転換前 急性期一般入院料１（平成30年5月末までは回復期１および回復期３）

機能転換後
ハイケアユニット入院医療管理料
【届出予定時期】 平成　31年　4月

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 計
機能転換前（平成29年7月） 8

増減 8 0 ▲ 8 0 0

8
機能転換後（平成31年7月） 8 8

床＝ 0 千円

①施設整備 対象経費の支出額

千円

千円

千円

千円

千円×

×1/2＝ 0 千円
千円

千円

千円

千円 千円

小計　（A) 0 千円
②設備整備 対象経費の支出額

医療機器購入 90,771 千円
千円

小計　（B) 90,771 千円

60,000 千円

×1/2＝ 30,000 千円
千円

90,771 千円
合計（A+B） 90,771 千円

60,000 千円

30,000
合計 0 千円

※事業内容が分かる以下の資料を添付すること
　【施設整備】概略平面図（施工前と施工後が分かるもの：A３サイズ以下），概算見積書等
　【設備整備】カタログ，概算見積書等

千円

千円
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