
個別協議スケジュールについて（案） 

（対象医療機関の協議の順番） 

資料１－２ 

◆基本①：すべてのその他病院の協議→合意の確認 
 

        すべての有床診療所の協議→合意の確認 

◆協議順番： 

  案１ 市町別・医療機関名の五十音順 

       水俣市４病院→芦北町３病院→水俣市６有床診→芦北町８有床診 

 

  案２ 市町別・医療機関の許可病床数（降順） 

       水俣市４病院→芦北町３病院→水俣市６有床診→芦北町８有床診 
 

  案３ 医療機関の許可病床数（降順）・五十音順 
        ４病院→３病院→７有床診→７有床診 

◆基本②：平成３１年度中を目途に、【その他の病院及び有床診療所】 

       について合意を得るため、４回の調整会議に分けて行う。 
 

<協議１回目>第６回調整会議（H31.3月頃） 

<協議２回目>第７回調整会議（H31年度第１回調整会議）※７～８月頃 

<協議３回目>第８回調整会議（H31年度第２回調整会議）※11～12月頃 

<協議４回目>第９回調整会議（H31年度第３回調整会議）※３月頃 



【芦北構想区域　協議対象医療機関一覧（H30.7月現在）】　23医療機関（9病院＋14有床診療所）

医療機関名 所在市町 調整会議における医療機関区分 許可病床数

国保水俣市立総合医療センター 水俣市
・政策医療を担う中心的な医療機関等
・非稼働病棟を有する医療機関（H29病床機能報告結果より）

397

岡部病院 水俣市 政策医療を担う中心的な医療機関等 149

白梅病院 水俣市 その他病院 114

渕上病院 水俣市 その他病院 35

水俣協立病院 水俣市 その他病院 60

水俣市立明水園 水俣市 その他病院 65

井上病院 芦北町 その他病院 40

くまもと芦北療育医療センター 芦北町 その他病院 205

溝部病院 芦北町 その他病院 44

緒方眼科医院 水俣市 有床診療所 16

尾田胃腸科 水俣市 有床診療所 19

てらさきクリニック 水俣市 有床診療所 16

深水医院 水俣市 有床診療所 18

本田レディースクリニック 水俣市 有床診療所 9

山田クリニック 水俣市 有床診療所 19

芦北整形外科医院 芦北町 有床診療所 19

芦北町国民健康保険吉尾温泉診療所 芦北町
・有床診療所
・非稼働病棟を有する医療機関（H29病床機能報告結果より）

10

井上医院 芦北町 有床診療所 19

篠原医院 芦北町 有床診療所 19

竹本医院 芦北町 有床診療所 19

松本医院 芦北町 有床診療所 14

宮島医院 芦北町 有床診療所 17

百崎内科医院 芦北町 有床診療所 15

※国保水俣市立総合医療センター及び岡部病院については、第４回芦北地域医療構想調整会議において、協議及び合意確認済み。
※非稼働病棟を有する医療機関、開設者の変更を行う医療機関については、その都度個別協議。



【芦北構想区域　協議対象医療機関一覧（H30.7月現在）】　23医療機関（9病院＋14有床診療所） 案１

医療機関名 所在市町 調整会議における医療機関区分
許可
病床数

役割等
協議時期

国保水俣市立総合医療センター 水俣市
・政策医療を担う中心的な医療機関等
・非稼働病棟を有する医療機関（H29病床機能報告結果より）

397
第４回（済）
（H30.8）

岡部病院 水俣市 政策医療を担う中心的な医療機関等 149
第４回（済）
（H30.8）

1 白梅病院 水俣市 その他病院 114

2 渕上病院 水俣市 その他病院 35

3 水俣協立病院 水俣市 その他病院 60

4 水俣市立明水園 水俣市 その他病院 65

1 井上病院 芦北町 その他病院 40

2 くまもと芦北療育医療センター 芦北町 その他病院 205

3 溝部病院 芦北町 その他病院 44

1 緒方眼科医院 水俣市 有床診療所 16

2 尾田胃腸科 水俣市 有床診療所 19

3 てらさきクリニック 水俣市 有床診療所 16

4 深水医院 水俣市 有床診療所 18

5 本田レディースクリニック 水俣市 有床診療所 9

6 山田クリニック 水俣市 有床診療所 19

1 芦北整形外科医院 芦北町 有床診療所 19

2 芦北町国民健康保険吉尾温泉診療所 芦北町
・有床診療所
・非稼働病棟を有する医療機関（H29病床機能報告結果より）

10

3 井上医院 芦北町 有床診療所 19

4 篠原医院 芦北町 有床診療所 19

5 竹本医院 芦北町 有床診療所 19

6 松本医院 芦北町 有床診療所 14

7 宮島医院 芦北町 有床診療所 17

8 百崎内科医院 芦北町 有床診療所 15

※非稼働病棟を有する医療機関、開設者の変更を行う医療機関については、その都度個別協議。

第６回
（H31.3）

第７回
（H31年度１回目）

第８回
（H31年度２回目）

第９回
（H31年度３回目）

★順番の考え方（市町別・五十音順）：水俣市4病院→芦北町3病院→水俣市6有床診療所→芦北町8有床診療所



【芦北構想区域　協議対象医療機関一覧（H30.7月現在）】　23医療機関（9病院＋14有床診療所） 案２

医療機関名 所在市町 調整会議における医療機関区分
許可
病床数

役割等
協議時期

国保水俣市立総合医療センター 水俣市
・政策医療を担う中心的な医療機関等
・非稼働病棟を有する医療機関（H29病床機能報告結果より）

397
第４回（済）
（H30.8）

岡部病院 水俣市 政策医療を担う中心的な医療機関等 149
第４回（済）
（H30.8）

1 白梅病院 水俣市 その他病院 114

2 水俣市立明水園 水俣市 その他病院 65

3 水俣協立病院 水俣市 その他病院 60

4 渕上病院 水俣市 その他病院 35

1 くまもと芦北療育医療センター 芦北町 その他病院 205

2 溝部病院 芦北町 その他病院 44

3 井上病院 芦北町 その他病院 40

1 尾田胃腸科 水俣市 有床診療所 19

2 山田クリニック 水俣市 有床診療所 19

3 深水医院 水俣市 有床診療所 18

4 緒方眼科医院 水俣市 有床診療所 16

5 てらさきクリニック 水俣市 有床診療所 16

6 本田レディースクリニック 水俣市 有床診療所 9

1 芦北整形外科医院 芦北町 有床診療所 19

2 井上医院 芦北町 有床診療所 19

3 篠原医院 芦北町 有床診療所 19

4 竹本医院 芦北町 有床診療所 19

5 宮島医院 芦北町 有床診療所 17

6 百崎内科医院 芦北町 有床診療所 15

7 松本医院 芦北町 有床診療所 14

8 芦北町国民健康保険吉尾温泉診療所 芦北町
・有床診療所
・非稼働病棟を有する医療機関（H29病床機能報告結果より）

10

※非稼働病棟を有する医療機関、開設者の変更を行う医療機関については、その都度個別協議。

第６回
（H31.3）

第７回
（H31年度１回目）

第８回
（H31年度２回目）

第９回
（H31年度３回目）

★順番の考え方（市町別・許可病床数）：水俣市4病院→芦北町3病院→水俣市6有床診療所→芦北町8有床診療所



【芦北構想区域　協議対象医療機関一覧（H30.7月現在）】　23医療機関（9病院＋14有床診療所） 案３

医療機関名 所在市町 調整会議における医療機関区分
許可
病床数

役割等
協議時期

国保水俣市立総合医療センター 水俣市
・政策医療を担う中心的な医療機関等
・非稼働病棟を有する医療機関（H29病床機能報告結果より）

397
第４回（済）
（H30.8）

岡部病院 水俣市 政策医療を担う中心的な医療機関等 149
第４回（済）
（H30.8）

1 くまもと芦北療育医療センター 芦北町 その他病院 205

2 白梅病院 水俣市 その他病院 114

3 水俣市立明水園 水俣市 その他病院 65

4 水俣協立病院 水俣市 その他病院 60

1 溝部病院 芦北町 その他病院 44

2 井上病院 芦北町 その他病院 40

3 渕上病院 水俣市 その他病院 35

1 芦北整形外科医院 芦北町 有床診療所 19

2 井上医院 芦北町 有床診療所 19

3 尾田胃腸科 水俣市 有床診療所 19

4 篠原医院 芦北町 有床診療所 19

5 竹本医院 芦北町 有床診療所 19

6 山田クリニック 水俣市 有床診療所 19

7 深水医院 水俣市 有床診療所 18

1 宮島医院 芦北町 有床診療所 17

2 緒方眼科医院 水俣市 有床診療所 16

3 てらさきクリニック 水俣市 有床診療所 16

4 百崎内科医院 芦北町 有床診療所 15

5 松本医院 芦北町 有床診療所 14

6 芦北町国民健康保険吉尾温泉診療所 芦北町
・有床診療所
・非稼働病棟を有する医療機関（H29病床機能報告結果より）

10

7 本田レディースクリニック 水俣市 有床診療所 9

※非稼働病棟を有する医療機関、開設者の変更を行う医療機関については、その都度個別協議。

第６回
（H31.3）

第７回
（H31年度１回目）

第９回
（H31年度３回目）

第８回
（H31年度２回目）

★順番の考え方（許可病床数・五十音順）：4病院→3病院→7有床診療所→7有床診療所


