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会 議 議 事 録 
 

件 名 神奈川県医療対策協議会 

日 時 令和元年９月５日（木） １８：３０～２０：３０ 

場 所 神奈川県庁本庁舎 大会議場 

 

＜概要＞ 

(1) 協議事項 

ア 「令和２年度の専門研修プログラム」に対する意見（案）について 

  (2) 報告事項 

ア 「医師確保計画」の策定について 

イ 神奈川県地域医療支援センターの運営状況 

ウ 神奈川県医療勤務環境改善支援センターの運営状況 

 

（会長） 

   ただ今会長を仰せつかりました。よろしくお願いいたします。 

本日の協議に非公開事案はありませんので、原則公開といたします。まず傍聴者

の方はいらっしゃいますか。 

 

（事務局） 

傍聴者はおりません。 

 

（会長） 

はい。分かりました。 

それでは早速ですが議事に入ります。協議事項ア 「令和２年度の専門研修プロ

グラム」に対する意見案について、事務局から資料１－１、１－２、１－３、参考

１～７の説明を行っていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 

 【事務局から資料に基づき「令和２年度の専門研修プログラム」に対する意見案

について説明】 

 

（会長） 

はい、ありがとうございます。ただ今の説明についてご意見、ご質問いただけま

すか。 

 

 （委員） 

   １点だけ資料１－１に関しまして、令和２年度の専門研修プログラムに対する意

見要約版の１、情報の集約と公表に関して、また都道府県協議会への情報提供に関

して、非公開ながら３週間のタイムラグがあるので、これに関して機構に事前にな

ぜこういう遅れがあったのか県として機構に質問をされたのでしょうか。 

 

 （事務局） 

   県でも情報提供の遅れに関して、状況を確認させていただいたところです。厚労
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省からは専門医機構の取りまとめが遅れているとの話があり、結果８月８日に今回

の情報提供が来たという状況です。 

 

 （会長） 

   専門医研修プログラム調整ワーキンググループについて先ほど事務局から説明が

ありましたが、このメンバーの方が、今日はオブザーバーでいらっしゃっています

ので、賛成は全員でしたが、何かご意見があればどうぞ。 

 

 （オブザーバー） 

   詳しくは資料 1 の参考５そのものですが、神奈川県は大変難しい状況に置かれて

いるのではないかと思います。来年はシーリングから外れるということはよかった

のですが、これは内科の話ですが、2024 年度の必要医師数として 325 名養成しなけ

ればいけないところ、令和２年度は 180 名ぐらいしか採用してはならないというよ

うなことを言われていて、そうした状況で 2024 年を迎えるとどういうことになる

のか、神奈川県にとって心配なことであると思います。 

   このことをしっかりどうしたらいいのかを国、機構に示していただかないと神奈

川県で医師確保計画を作れないと思いますので、ぜひこの点は強調しておきたいと

思います。 

   もう一つは国に働きかけ、機構に働きかけすることで改善を図るということは王

道ですが、それだけではなかなか動きが遅いと思います。やはり地域枠医師に関し

ては、神奈川県が主導的に動いて県内の基幹施設に地域枠医師を優先的に採用する

とか、あるいは柔軟なカリキュラム制を導入するとかしっかり働きかけるべきだと

思います。このカリキュラム制については機構の整備指針にはしっかり書いてある

のですが、各学会のプログラムには反映していないという実態が大半なのでこれは

国レベルの問題になっているほどなのでご配慮をいただければと思います。 

 

 （会長） 

   ありがとうございます。ほかにご意見ございますか。 

 

 （委員） 

   意見というより質問ですが、先ほどのプログラムに対する意見の要約版の２番で

日本専門医機構にどのような配慮があったか要望されていますが、これを要望する

ことに何を期待するかということをお伺いしたい。 

専門医機構が専門医を作るためのプログラムをきちんと整備するということです

が、元々このプログラムは地域医療の偏在の解消という目的を持っているだけでは

なく、機構がすべて細かく把握するのはまず不可能だと思います。おそらくこの要

望を提出したとしても機構が対応するのは非常に困難だと考えられ、もう少し現実

的に対策できるような内容の要望のほうがよろしいのかなと思います。この要望を

行うことで何を期待するのか伺いたい。 

 

 （事務局） 

   この新専門医制度が始まるに当たって、地域の医師の確保等に影響が無いように

専門医機構として配慮するとされていましたこれまでの傾向では、都市部と地方を

比較して、神奈川県を含む５都県にシーリングが加えられていたことが、機構が認

識する地域への配慮と考えられますが、どのように配慮した結果なのか機構から明
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確な説明が無いので、神奈川県では皆様と協議した上で機構の考え方を伺ってきた

ところです。 

地域医療への配慮に考えがあるのであれば機構が説明するべきだと思います。そ

こに対して何も言及しない、説明が無いのはフェアではないということを神奈川県

の意見としています。落としどころとしては地域医療に配慮するのか、否か、配慮

するならばどのように配慮するのかということを機構が説明すべきというのがこの

意見の背景にあります。 

 

 （委員） 

   プログラムは色々ありますが、例えば外科学会でも実際にプログラムに入った人

たちの人数などの膨大なデータの中から、人材の配置がどうなっているか、各地域

ではどうなっているかなどの把握は不可能です。専門医機構はもっと不可能ではな

いかというのが私の考えで、要望は重要だと思うが我々が期待するような回答が得

られるかどうかは難しいと考えます。 

   もう一つの問題は、例えば北海道のプログラム、東京のプログラムがあります

が、東京のプログラムの人が北海道の病院に派遣された場合にどうトレースするか

は外科学会でも非常に苦慮されている状況です。データとして出すのは非常に難し

いかなというのが感想です。 

 

 （会長） 

   ほかにございますか。 

これは会長の私見と思って聞いていただきたいのですが、機構の今の体制になっ

て言い方は失礼ですがやっとまともになってきました。その前は、質問事項があっ

ても返事がない。東京にこんなに専攻医を集めてどうするのかと聞いたら、東京に

集めた医師は地方に派遣するので文句はないはずだという機構の理事がいました。

シーリングから外れて良かったというわけではないが、機構がやっと聞く耳を持ち

出したのかなという形です。 

他にございますか。無いようであれば事務局は今出た意見を踏まえ、取組を進め

ていただきますようお願いいたします。 

続いて報告事項に入りたいと思います。アの「医師確保計画」等の作成について

【資料２－１、２－２、参考１】それでは事務局は説明してください 

 

（事務局） 

 【事務局から資料に基づき「医師確保計画」等の作成について説明】 

 

 （会長） 

   ただ今の説明について皆様方からご質問、ご意見等ございますか。 

 

 （委員） 

      外来指標の対象について、病院にも診療所にも外来はあるので、全てをひっくる

めて外来医師としてカウントしているのでしょうか。 

 

 （事務局） 

   当然医療機関に従事されている医師の数ですので、診療所などで勤務されている

方も入っていますが、この指標が診療所だけを対象にやっているのか、医療機関で
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外来に勤務されている医師も対象にしているのか、また、この外来指標はどう使う

のか、外来の機能自体をどう定義するのか、はっきりしていません。元々国から説

明されている内容からすると、都市部に診療所を開設した医師が集中しており、開

業されている医師の方たちを何とか地方に誘導したいということがこの計画の背景

です。 

   資料２－２の裏面で開業を目指す医師への規制や医療機器の効率的な活用につい

ては今回の改定では整理できない旨を確認しています。これまでもワーキングの検

討の中でもお話してきましたが、少なくとも医師の状況として三師調査の中でも病

院に勤められている医師と診療所に勤められている医師の区別はできます。どう従

事しているかは分けられるのですが、偏在指標に置き換えられた場合にどう扱われ

ているかはまだ分かりません。どこまで話をしていくかは今後議論だと思います。

これまでの保健医療計画の中の考えでも救急とか周産期とかそれぞれ部門別にやっ

ている中、そこにまた外来という要素を用いることによって話が混乱しないよう検

討が必要です。 

 

 （委員） 

   外来というところで地域医療を確保するということからすると、病院の外来とい

うのは今後働き方改革で個人の医師の時間が制限されてきて、地域の病院というの

は外来を派遣でお願いすることが多いのでそういう部分が派遣されなくなって、そ

うすると外来機能が低下する、地域医療が保てなくなるというような悪循環に陥る

のではないかと危惧しています。派遣によって地域医療の外来の機能が保たれてい

る所の数字を見てもらうことが一つの指針になると思うので、調査の対象に入れて

みてはどうかと思います。 

    

 （事務局） 

   国の考え方として、医師確保計画、地域医療構想と働き方改革を三位一体でやれ

というのが命題ですので、働き方改革の部分も一緒に検討させていただければと思

います。 

 

 （委員） 

   再確認をしたいのですが、医師数の算定はどういう規定で作っているのでしょう

か。何か一部のデータをもとに厚労省は作っていると思いますが、小児科医は専門

医なのか、小児科内科なのか我々もオーバーラップしているところもあります。そ

ういう細かいところが噂のレベルでしか知らなくて、確実にこれとこれを基に作っ

たというのがあるのでしょうか。一番知りたいところです。 

 

 （事務局） 

   我々も全く情報がないのが実態です。 

  

（委員） 

   患者数の推計などを用いずに個々のデータで作っているという話があります。小

児科の外来をやっている開業医の先生方と病院の機能は大きく違い、外来小児科は

採算性が良くてなんとか回転させていますが、病院小児科は大赤字となっていま

す。医師数確保も集約化すれば上手くいくと言われていますが、集約化してもどこ

もうまくいっていません。小児科の病床を持っているところは診療報酬を周産期の
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機能評価の点数にかけてもらわないとならない。働き方改革で地方の公立病院は赤

字なので経営的に楽になるような保険点数を追いかけるようなシステムにならない

と小児科は一番持たない。どうやって医師数を算定しているのか、どなたか厚労省

に通じている委員の方はいらっしゃいますか。 

 

 （委員） 

   資料２の付属資料１の医師確保計画ガイドラインの 11 ページ、12 ページが医師

偏在指標の説明になっています。 

医師を性別年齢別に分けて平均的な医師の労働時間を、例えば 40 代男性医師だっ

たら１にして、80 代男性医師だったら 0.5 倍にしてというようにしたのだと思いま

すが詳細は一切出されていません。あとは今までが 10 万人対の人口比で出していた

ものを医療需要や昼夜の人口変動など新たな因子を追加しましたが、これだけで当

然医師の適正な数が出せるわけではありません。診療科の問題もそうですが、受療

率を全国の受療率で割るので、地域によって受診とかあり方が違うので結局この偏

在指標を出しても全く不十分です。地域によっては実感に合うところもあれば、神

奈川が人口 10 万人対医師数で 30 何番だったものが医師偏在指標で 23 番まで上がっ

た理由は、人口の昼間と夜間でかなり変動があって患者さんが東京都でかかってい

る。神奈川県の医者が比較的若い人が多いというところです。ただ実際はどの式で

どうだというのはガイドラインにも書いてはあるが、拾いきれていないものが大量

にあります。 

   外来医療の偏在指標は、ガイドラインの３ページにあるように無床診療所が主で

す。逆に問題になっているのは、先ほど委員が仰ったように地域によっては中小の

病院が地域の外来機能をかなり担っているところがあります。結局はこの外来指標

もクリニック、ビル診療所が多くていっぱいあるというのを炙り出したいのか、結

局何がしたいのかよく分からない、すごく中途半端です。 

   ガイドライン４ページの上に書いてありますが、「外来の医師偏在指標の算定に

当たっては、一定の仮定が必要であり、また、入手できるデータなどの限界により

指標の算定式に必ずしも全ての医師偏在の状況を表し得る要素を盛り込めているの

ではない。このため、外来医師偏在指標の活用においては、医師の絶対的な充足状

況を示すものではなく、あくまでも相対的な現在の状況を表すものであるという性

質を十分に踏まえた上で、外来医師偏在指標の数値を絶対的な基準として取り扱う

ことのないように、この数字のみで機械的に運用することが無いように十分に留意

する必要がある。」と書いてあります。 

   他の部分でこのガイドラインは参考にしてほしいと書いてあるので、相当言い訳

というか逃げは書いてあります。一方でこういうものを出されると、むしろ少数区

域と言われると、ますます少数に行ったら大変だと思う人がいます。このデータは

インパクトが大きいと思いますが、非常に不完全なものだと私は理解しています。 

 

 （会長） 

   国の言うことはどこから出たかということがほとんど分かりません。2020 年がい

つの間にか 2040 年になったり、よく分からない数字が出てきたりしています。国

に問い合わせれば、教えてはくれますが必ず「何々等」で終わります。「「等」と

は何か。」と聞いてもそれで終わってしまいます。県から突っ込んでも国の人間も

押し付けられている状況なので答えられる限界はあるのではないかと思います。 

他に何かありますか。 
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 （委員） 

   確かに統計には限界があり、全て現状にあった形を網羅するのは不可能かと思い

ます。 

先ほどご説明のあった資料２－２にある論点は非常に重要なポイントです。目標

医師数等の設定について議論することが記載されていますが、国の指標が現状に即

してないのであれば、神奈川県独自のアイデアを出していただきたいというのが一

つ目の希望です。 

もう一つは実効性のある対策を取らないといけないという点です。例えば医師確

保計画ガイドラインの 16 ページに医師少数スポットの考え方があります。相模原の

二次医療圏を見ると、津久井地域は相模原中心部と 30 倍程度の差があり、県ならで

はの現実に即した計画が必要と考えます。 

 

 （会長） 

   委員の仰る通りだと思います。 

ほかにございますか。よろしいでしょうか。 

それでは議事を次に進めさせていただきます。報告事項のイ 神奈川県地域医療

支援センターの運営状況及びウ 神奈川県医療勤務環境改善支援センターの運営状

況について事務局は説明してください。 

 

（事務局） 

【事務局から資料に基づき神奈川県地域医療支援センターの運営状況及び奈川県

医療勤務環境改善支援センターの運営状況について説明】 

 

 （会長） 

   ただ今の事務局説明について、どなたかご意見、ご質問はございますか。 

 

 （委員） 

   この地域医療支援センターで大事なのは、地域枠医師をフォローしていくことだ

と思います。 

県内で毎年 45 名の地域枠医師がおり、医学生を含めて毎年フォローしていく必要

があります。資料３の取組内容を見ると県は色々な試みをやられていますが、地域

枠医師は地域医療支援センターで全体を管理していくもので、現在は自由参加のガ

イダンス、語る会などは義務化でやっていくべきと考えます。個々の地域枠医師は

大学の医局に入られたりするかもしれませんが、９年間の義務が終わるまで地域医

療支援センターで大部分は管理するものと私は理解していますがそういうものでは

ないのでしょうか。設置要項を見ると地域枠医師という文言ではなく、医師全体と

いうようになっています。こちらについて教えていただければと思います。 

 

（事務局） 

地域枠医師は県と誓約書を交わし、その誓約に基づき地域枠医師として従事し、

その代わりに修学資金を貸与することを前提としてやっています。先ほど言われた

45 人のうち 20 人は修学資金の制約がある中で地域医療に従事していただくように

しています。我々の思いとしては彼らと少しずつ関係性を深め、地域医療を一緒に

やっていく形を目指していますが、強制力をどこまで働かすことができるかという

ところは難しい側面があります。 
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また残りの 25 人は修学資金を貸していない地域枠医師です。この方たちは誓約書

だけということになり、修学資金を貸与している地域枠と比べると関係性が薄くな

ります。そういう中で地域医療への働きかけをしなければならないので、このよう

なガイダンス等を開いたりしているところです。 

表面上は任意での参加となっていますが、大学とも連携して学生に出席してもら

えるようにお声がけいただくなど、少しずつではありますが参加者は増えている状

況にあります。 

 

 （委員） 

   他県だと地域枠医師の４分の１が県外に流出している状況であり、今のままのや

り方だと管理ができなくなります。修学資金の有無の問題はありますが、お金をか

けて地元で頑張ってもらえるように育てた地域枠医師が他県に出ていくという状況

になりかねません。神奈川県はへき地もほとんどなく、県内で９年間勤務できると

いうのは全国的にも恵まれている地域だと考えます。 

結局は医師確保計画にかかわってくると思いますが、医師偏在の是正には、地域

枠医師の方に何年かは地域医療を頑張ってもらう必要があり、地域枠医師が良いと

思えるようなプログラムで医学生のうちからやっていくことが大事であり、そのた

めにはお金、人も増やして盛り上げていくことが重要と考えます。 

 

（事務局） 

現在、キャリア形成プログラムに参加してもらえるよう、地域枠医師にお願いし

ているところです。プログラムに参加すればキャリアが形成でき、基幹病院、連携

病院の医療機関側が各院の魅力を発信できるプログラムにできるように力を入れて

いきたいと考えています。 

委員の意見についても検討していきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

 （委員） 

   ２点伺います。 

   １点目は、先ほどの委員の意見と若干関連しますが、地域枠医師が、キャリアア

ップのために専門医資格を早く取りたい、専門性を高めるために色々なことを学び

たいというのは共通したところだと思います。その中で地域に９年間ずっといるこ

とは非常に厳しいので、これに対応できる仕組みが重要ではないかと考えます。神

奈川は非常に努力されており、それを現場の人間も評価しているところですが、さ

らに研修を行っている医師のニーズに合ったものを考えていく必要があると思いま

す。 

   ２点目は医療勤務環境改善支援センターに関して、働き方改革という視点からで

すと大学病院ではＮＰ（Nurse Practitioner）、医師の行う医療行為を代わりに行

うことができる方を育成しています。これに関してセンターとしてどの程度支援で

きるのか教えていただきたいと思います。 

 

（事務局） 

１点目に関して、神奈川県では自治医科大学の学生に対し、９年間県にいてもら

うこととし、地域枠医師のキャリア形成プログラムの前身となるプログラムを作成

していました。このプログラムでは、初期臨床研修後の専門医研修期間を設け、あ

とは地域に派遣するという形で行っていました。地域枠医師も専門医研修は受ける
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ことができ、地域の派遣期間を設けるという形を示しながら行っており、このこと

を発信していきたいと考えています。義務年限は延伸することになりますが、県外

留学や大学院の進学なども今回の条例改正により認めています。 

   ２点目に関して、医療勤務環境善支援センターは相談業務を基本的に行っていま

す。ＮＰ養成などを含むタスク・シフティングは、今後医療課が担当になってモデ

ル事業や環境整備などの予算要求を国に行うことを検討していくことになるとは思

いますが、センターが直接関与していくというわけではありません。 

 

 （委員） 

   医師確保計画の中で女性医師数の増加という話があったと思いますが、９年間と

いう縛りというのは決して短くはないという感覚があります。医師のキャリア形成

という中で女性の出産などの関係もありますが、実際に地域枠医師の中で女性が占

める割合を聞かせていただきたいということと、キャリア形成に関する課題があれ

ば教えていただきたいと思います。 

 

（事務局） 

まず神奈川県内の女性医師の割合は 24％です。そして県内４大学医学部の女性の

割合は３分の１を超えている状況です。さらに地域枠の卒業生のうち医師になった

のが 49 名いますが、半数以上が女性となっています。 

出産前後の期間は従事期間に含みますが、育児休暇期間は留学と同様に繰延べ扱

いとしています。女性医師が仕事を続けていくために院内保育の補助を行い、休職

という形を取りながら職場に残っていただけるような支援をしていきたいと考えて

います。 

 

 （委員） 

   小児科医局で働く医師の 50％が女性となっており、中には２人、３人生まれて医

局に戻ってくる女性医師もいます。現時点では事例はないが、旦那さんが他大学で

女性医師がついていくことで神奈川県から離脱してしまうことが気になっている。

逆に女性医師に男性医師がついていくパターンは少ないと思うが、このような場合

に従事期間が免除されるような決まりはあるのでしょうか。 

 

 （事務局） 

   地域枠医師でまだ事例が発生していないため検討は進んでいませんが、自治医科

大学のケースでは都道府県で話合いを行い、前半は一方の県、後半はもう一方の県

というように２人セットで受け入れるという形です。今後、地域枠医師の方で同様

の事例が発生した場合には、自治医科大学の取組を参考にしながら設定しなければ

ならないと考えています。 

 

 （委員） 

   神奈川県はシーリングがかかっていないから大丈夫だと思いますが、東京都の場

合は、シーリングをかけない代わりに３年間越境するようなプログラムの提示があ

ったと聞きました。専門医機構はこのようなことを課しはじめています。 

 

 （事務局） 

   著しく神奈川県の地域枠医師が不利益を被ることは好ましくないと思います。一
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方で他県のプログラムが緩すぎるということがあれば、神奈川県として意見しなく

てはならないとも思っています。 

 

（委員） 

初期臨床研修の地域枠医師を採った病院が厚労省に呼ばれて処分を受けた事例が

あったかと思います。これに対して神奈川県としてはどのように考えますか。 

 

 （事務局） 

   神奈川県内にも他地域の地域枠医師を採用した病院がありましたが、現時点にお

ける処分はペンディングとなっています。 

なお、神奈川県内の地域枠医師がどうしても他地域の病院に行きたいという申し

出があった場合は、相手の病院に迷惑が掛からないように事情聴取を行うなどの取

組は進めているところです。 

 

（委員） 

私たちの大学を志望した初期研修医が実は他地域の地域枠医師で「採用を止めて

くれ」と知り合いの医師から言われたことがあった。事情が変わってきているの

で、厚労省からの罰則規定、指導などを注視していく必要があると思います。 

 

 （会長） 

これは臨機応変に対応しないといけない。神奈川県のモデルとしてがっちりと作

ってしまい、崩れてしまうことがないようによく考えてもらいたいです。 

   ほかによろしいでしょうか。 

  

 （委員） 

   来年度入試から別になるとは聞いていますが、地域枠医師は特殊な形で入ってい

ただくような形にしないといけません。一般枠と同じような形で入ってしまうと、

地域枠医師はかわいそうだよねとなってしまいます。入口のところで、オープンキ

ャンパスなどを行う時に地域枠の仕組みを説明し、分かっていただいた上で入って

いただかないと、お金は返された上で地域枠が入りやすいから入るという風にな

り、一般枠と比べて地域枠で入った人が下に見られることにもなりかねません。そ

うではなくて逆に地域枠の方がいいなという形で支援していかなければいけませ

ん。自治医科大学、産業医科大学、防衛医科大学の取扱い等をよくチェックするこ

とで、神奈川県の地域枠医師について、掘り下げることができるのではないかと思

います。 

   資料４の神奈川県医療勤務環境改善支援センターの相談業務の中で、人材紹介会

社が医師、看護師、介護職員を紹介するときに多大な手数料を取るなど色々なトラ

ブルが起きているので県としても把握し、対応してほしいという要望を県医師会か

ら行ったところ、相談は勤務環境改善支援センターで受け付けるとの話がありまし

た。業務として見える化し、このようなトラブルの相談場所は勤務環境改善支援セ

ンターと分かるようにしていただければと思います。 

  

（事務局） 

   そのようにいたします。 
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（会長） 

ほかにございますか。 

それでは最後に「その他」何かございますか。特にないようですので、以上をも

ちまして議事を終了とさせていただきます。委員の皆さま、円滑な議事の進行にご

協力いただきありがとうございました。進行を事務局にお返しします。 

 


