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令和元年度第２回川崎地域地域医療構想調整会議 議事録 

 

日時 令和元年11月19日(火) 

場所 川崎市役所第３庁舎15階第１会議室 

 

 

開 会 

 

（事務局） 

 それでは、定刻となりましたので、ただいまから令和元年度第２回川崎地域地域医療構

想調整会議を開催いたします。私は本日の進行を務めます、神奈川県医療課の由利と申し

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 まずは委員の出欠についてご紹介させていただきます。本日の出席者は、座席表のとお

りですが、明石委員からは急用のため、急遽欠席するとのご連絡を受けております。また、

神奈川県病院協会の菅委員からは、若干遅れる旨のご連絡をいただいております。また、

神奈川県医師会の高井委員の代理として、篠原先生にご出席いただいております。 

 次に、会議の公開について確認させていただきます。本日の会議につきましては、原則

として公開とさせていただいており、開催予定を周知いたしましたところ、傍聴の方が23

名お見えでございます。また、公開の議題につきましては会議記録について、これまで同

様、発言者の氏名を記載した上で公開させていただきますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 本日の資料は机上にお配りしておりますが、何かございましたら、会議途中でも事務局

までお申しつけください。 

 それでは、以後の議事の進行は岡野会長にお願いいたします。どうぞよろしくお願いい

たします。 

（岡野会長） 

 それでは、どうぞよろしくお願いいたします。着座にて失礼いたします。本日はお仕事

がお忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。それでは、議事に入らせ

ていただきます。円滑な議事進行にご協力をお願いいたします。 

 

議 題 

 

（１）公立・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証要請について 

 

（岡野会長） 
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 それでは、次第に基づきまして、２の（１）公立・公的医療機関等の具体的対応方針の

再検証要請についてでございます。再検証要請対象医療機関である市立井田病院の関係者

を本日はお呼びしております。入室をお願いしたいと思います。 

（関係者入室） 

（岡野会長） 

 どうぞよろしくお願いいたします。それでは、本日は資料１－１から１－５までお持ち

いただいております。事務局からの説明をお願いしたいと思いますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

 

（事務局から資料に基づき説明） 

 

（岡野会長） 

 ありがとうございました。議論に入る前に確認させていただきたいのですが、資料１－

２について、井田病院がＢ、類似かつ近接に該当すると位置づけられているということで

すけれども、その定義をもう少し具体的に教えていただきたいと思います。つまり、井田

病院がほかのどの病院とどの機能が類似かつ近接なのか、この辺を教えていただけますで

しょうか。 

（事務局） 

 お答えいたします。今回、井田病院様がどの病院と類似かつ近接と見なされたかという

情報につきましては、今時点でまだ県のほうには厚労省から詳細なデータが届いておりま

せんので、どこの病院ということをお示しすることは、本日は難しいと考えております。

また、厚労省のワーキングの資料では、類似かつ近接の定義の中で、自動車の移動時間が

大体20分ということを一つの目安として考えていると示されております。以上でございま

す。 

（岡野会長） 

 資料１－４をごらんいただくと少し参考になると思いますが、14番の井田病院の位置か

ら近いところに18番がございます。この図の中では車で20分というのがわかりにくいと思

いますが、川崎市の地図を見ただけでこの問題を片づけるのは、僕は限界があるなと思い

ます。要するに、井田病院の場合は横浜に接する地区と考えると、どこに横浜地区の近接

する病院があるのかを把握しておかないと、医療圏だけでこれを評価していいのか、コン

パスで円を描いたときの近接とか、それをもう少し議論しないと、これはなかなかわかり

にくいのではないかという気がいたします。 

 ちなみに、先ほどのタイムスケジュールを拝見すると、これが３月末までに報告書とし

て提出ということですけれども、今の段階で具体的などの病院のどの機能が類似とか、こ

の辺がしっかりと整理されていない限り、４カ月半で回答しろというのは、どう考えても
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非常に無理なお話ではないかなという気がします。この辺ももし回答ができましたらお願

いいたします。 

（事務局） 

 事務局から回答させていただきます。会長のご指摘はごもっともでございまして、まず、

真に類似・近接ということを議論するのであれば、二次医療圏の間の流出・流入というの

は当然ありますから、そこも含めてどうなのかということを考えるのはやはり大事なこと

だと考えております。しかし、今回、一律に国の分析がされていて、二次医療圏の中で20

分以内という分析がされていると。その分析がブラックボックスになっておりまして、今

回公表のあった公的医療機関だけではなく、民間の医療機関も含めて類似・近接があるか

どうかという分析がされているはずですが、どこの病院とどこの病院がどの診療領域で類

似・近接しているのかというデータは、私どものほうには届いておりません。議論する上

では当然必要ですから、提供するようにということを求めております。ただ、これは民間

の医療機関の情報を含むものですから、出し方については慎重かつ丁寧な出し方をしてい

ただく必要があると。こういう申し入れを国にさせていただいております。それを含めて、

厚労省医政局で今後検討されていくと思われますので、それを踏まえた情報提供があろう

かと思います。それが出てきましたら、またお示しさせていただきたいと思います。本日

はそうした詳細なデータをお示しすることができないので、資料１－４という形で簡易的

なものを示させていただいた次第でございます。 

（岡野会長） 

 ありがとうございました。いずれにせよ、これは究極の選択で、井田病院が統廃合とい

うような動きが万が一出てきた場合、川崎の二次医療圏の中で解決したところで、近接す

る横浜の市民にとっては非常に混乱のもとになるのではないかと思うので、川崎だけで本

当にこれを考えていっていいのかどうかというのは、私の中では疑問に思います。小松委

員、よろしくお願いします。 

（小松委員） 

 県医師会の小松です。この再検証の要請自体、非常に多くの病院がひっかかってしまう

ような出し方をしていて、かつ、その根拠もわからないままという状態で、皆が当惑して

いるという状況だと思います。実際に何をすればいいのかというと、基本的には川崎の調

整会議の中で井田病院がまず必要かどうかということと、井田病院が機能を転換する必要

があるかどうかということと、井田病院が出しているプランに関して若干修正が必要かど

うかということを議論するということです。私は地元ではないので私が言い切ることはで

きませんが、基本的には病床の再編だとか統合をする必要は一切ありません。自院で出さ

れたプランをもう一回ここで読み直して、みんながそれでいいよねと言えば、一言一句変

えなくても、基本的にはいいはずだと思います。そういう意味で言うと、急性期の稼働率

が81％のところを減らすことも転換・併合することも、とてもではないけどできないと思
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いますので、常識的に考えれば、あまり細かい分析というよりは、調整会議としては現状

必要だよねという結論をきょうもまとめていただいて、次回確定していただいて、調整会

議と市のほうから、再検証にひっかかったけれども今後も継続してやっていくという、む

しろ風評被害というか、そっちを早く払拭するほうが大事だと思っています。細かく分析

しても、これは完全に誤爆だと僕は思っています。 

（坂元委員） 

 この近接という、車で20分という考え方は私的には非常にばかげた話で、人口密度を考

えないで近接というのは、例えば田舎という表現が正しいかどうかわかりませんが、人口

密度がすかすかだったら、100キロ離れているから近接していないという言い方をするの

かと。当然人口密度が多い都市部はニーズが高いので、そこを一律に車で20分で行けるか

らというのは、極めて幼稚な発想のように思います。国は明確にそう言ってはいないと思

いますが、この近接という定義と人口密度は、何のために病院の流入・流出を見たのかと

いうことも不明ですし、距離ありきでやるということは、はなからダウンサイジングする

目的で狙い撃ちしているとしか思えない方法だと私的には思います。全く科学的な手法と

は思えません。これは意見として述べさせていただきます。 

（岡野会長） 

 ありがとうございます。逆にこの地域医療構想調整会議の中で、万が一この病院は現状

維持でという回答になった場合、厚労省に最終的な現状維持という報告を出した段階で、

それに対してどういう回答が予想されるのか、皆さんの中のお話し合いでそれでよろしい

のであればわかりましたと素直に認めていただけるようなものなのか、その辺、難しい回

答だと思いますが、教えていただければと思います。 

（事務局） 

 事務局から回答させていただきます。現状追認という言葉と現状維持という言葉が使い

分けられているのですが、現状追認は意味がないまま、議論がないまま現状が認められて

いるということを言っているのではないかと思います。現状維持という選択をする場合に

は、理由が意味があって現状を維持するということも当然あろうかと思います。今回、全

国の中でリストに載った病院の中には、たまたま平成29年６月の分析が行われた時期に引

っ越しをしていた病院は診療実績が少なくて当たってしまったですとか、既に回復期への

転換を進めている途上にある、ケアミックス型に移行しているだとか、地域の事情を踏ま

えて合意を形成した上でそういった転換を進めている医療機関が指定されたとか、これは

今回の分析が急性期に着目して一律の分析をされたということでそうなっていますので、

そういう分析だけではなくて、いろいろな地域の実情だとか、知見ですとか事情を踏まえ

て議論し、これは現状維持してしかるべしというものであれば、その旨を説明していくと。

そして、それを当然お認めいただくという方向で持っていくものではないかと考えており

ます。 
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（岡野会長） 

 地域の中でしっかりとこの辺を審議していただきたいというように考えればよろしいの

かなと思います。では、本日お越しいただきました市立井田病院から、この件に関しまし

て発言をお願いしたいと思います。今回の受けとめ、そして病院の現状について、現時点

での今後の方向性等について、ご意見を伺えればと思います。どうぞよろしくお願いいた

します。 

（川崎市立井田病院） 

 井田病院の病院長を拝命しております中島と申します。よろしくお願いいたします。本

日は調整会議で発言の場を与えていただきまして、ありがとうございます。では、失礼な

がら着席して発言させていただきます。 

 今回の役割、機能の再検証を行うことが必要な公立病院として井田病院が選定されまし

たことは、厚労省の判断基準に基づく地域性を無視した一方的な公表であり、非常に驚き、

かつ憤慨しております。突然の公表により、地域の患者さん、連携登録医の一部からご心

配の声をいただきましたが、今後も人口増加や医療需要の変化に的確に対応して、市立病

院として皆様とともに市民に最適な医療ができるよう努めてまいります。 

 さて、当院は地域包括ケアシステムの構築を目指して、既に地域医療を見据えて病院機

能の分化、連携、集約化を行ってまいりました。すなわち、地域包括ケア病棟の設置、脳

神経外科及び呼吸器外科入院診療の川崎病院への集約化などであります。 

 また、当院は地域の病院や診療所と連携して、数々の特色ある医療を展開しております。

まず、救急医療ですが、当院は70歳以上の高齢者割合が高く、民間病院が扱いにくい誤嚥

性肺炎や尿路感染症などの対応件数が近隣病院より多くなっております。そして、川崎市

で唯一の結核医療、緩和ケア、がん拠点病院としてロボット支援手術など高度医療を含む

がん医療、地域包括ケア病棟の開設、在宅療養支援の強化、そして災害医療などでありま

す。在宅療養支援につきましては、本年８月より在宅療養後方支援病院となりました。さ

らに災害医療につきましては、先日の台風19号に伴い、近隣病院から人工呼吸器使用中患

者を一時的に受け入れるなど、水害に強い地の利を生かした災害協力病院として機能を発

揮しました。 

 今回、厚労省より医療圏の他病院と類似かつ近接しているとされましたが、先ほど会長

もおっしゃったとおり、井田病院の圏域別患者数は、川崎南部二次保健医療圏に限らず、

３つの医療圏をまたいでおります。川崎南部、川崎北部、横浜の割合は、３対４対３でご

ざいます。川崎南部地域より他地域の患者さんのほうが多いというのが実態でございます。

これらの診療圏は引き続き人口増が見込まれております。川崎市全体では人口のピークが

2030年と推計されておりますが、中原区の人口は2040年、高津区・宮前区はそれぞれ2030

年、2035年がピークでありますし、隣の横浜市港北区は2037年がピークと推計されており

ます。また、老年人口については、川崎市全体及び中原区では2060年まで増加し、高津



6 

 

区・宮前区はそれぞれ2055年、2050年まで増加、港北区は2061年まで増加するとされてお

ります。 

 そして、自治体病院として重要なことだと思いますが、当院の稼働率は年々上昇してお

ります。結核病棟を除く一般病床稼働率は、2017年度が81.9％、2018年度が83.5％、そし

て本年度の上半期が86.8％と上昇しており、地域の中核病院として近接する病院とともに

市民のニーズに応えるべく、重要な役割を担っているものと考えております。さらに当院

は基幹型臨床研修病院として、研修医の応募が比較的多く、コモンディジーズを多く扱う

内科、歴史と実績のある緩和ケア科に人気がございます。 

 以上のように、井田病院は急性期から地域包括ケア病棟、そして在宅支援と、一体的な

医療を提供しております。2025プランに従って、現在は新入院患者数増で稼働率も高く、

在宅療養後方支援病院も取得しており、国が求めている地域密着型協力病院の機能を有し

ており、現時点での機能の変更は必要ないと考えております。現在、厚労省からの具体的

な分析資料の提示を待っている状況ですが、資料の提示を受ければ、それらに対する説明

資料等の作成の準備は整っておりますので、直ちにこの会議の場に提出させていただけれ

ばと考えております。ご議論のほど、何とぞよろしくお願いいたします。ご清聴ありがと

うございました。 

（岡野会長） 

 ありがとうございました。それではもう一つ、10月23日に川崎市の病院協会の勉強会

（意見交換会）が開催されたと伺っております。内海委員より資料１－６について、ご報

告・ご説明をお願いできればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

（内海委員） 

 資料１－６でございます。先日、10月23日に地域医療構想調整会議に向けた勉強会とい

うことで、我々医療機関、病院は特に地域医療構想に大きく関係していますので、会員病

院それぞれの代表者に集まっていただきまして、地域医療構想に関する内容はきょう出て

くる内容と同じことになってしまうのですが、これについて皆さんに周知、そして意見が

あればその場で述べてもらうという形、さらには勉強会から現在までに会員病院から意見

があれば、この会議に反映させるということで集まりました。 

 内容的にはきょうのものとかなり重複しますので、細かいあれは避けますけれども、資

料１－６に示すとおり、基準病床数に関して、そして医療法第７条第３項に関して、そし

て今まさに出てきました公立・公的医療機関に対する具体的対応方針の再検証などについ

て幾つかの意見が出ました。それは資料１－６のとおりでございますので、後ほどごらん

いただければと思います。以上でございます。 

（岡野会長） 

 ありがとうございました。資料を拝見させていただいておりますが、ただいま井田病院

並びに病院協会さんからご報告をいただきまして、これらの意見を踏まえてご意見・ご質
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問等がございましたら、よろしくお願いしたいと思います。それでは、坂元委員から。 

（坂元委員） 

 まず、国が言っている政策医療というのは、多分、医療計画の中だけをぽんと無機質に

取り出してやっているのだろうと私は思います。私が一つだけ言いたいのは、井田病院が

結核をやっているということです。これは多分私しか知らないというか、年をとっている

とこういうところもいいのかなと。当時、結核医療は国立横浜病院でもやっていましたが、

国の病院を廃止するときに井田病院に押しつけました。そのときに国の担当者が来て、井

田病院さんに政策的に担ってほしいということでした。結核医療というのはご存じのよう

に、そんなに採算性のある医療ではありません。井田病院は横浜国立病院の分も引き受け

ましたが、明確に国からそのようにお願いされました。私は当時そのやりとりをした担当

者です。突如こういうことになって他医療圏は見ないというのは、一体政策医療とは何な

んだというそもそも論で、多分結核というのは、大都市部においては重要な政策医療であ

り、現時点でもし井田病院がそれをやらないと言ったら横浜も困ってしまいます。国は政

策医療と言って横浜国立病院の結核病棟を廃止して井田病院に押しつけて、今になってこ

ういうやり方というのは、当時の国とのやりとりを考えると、私としては非常に腹立たし

く思っております。参考までにつけ加えさせていただきたいと思います。 

（岡野会長） 

 ありがとうございます。本当に今、川崎市内で医療を行っていても、井田病院が結核の

救世主となっていることは我々の中でも十分に認識しております。要するに、担うべき機

能を最大限発揮してもらうようにというのが今回の目的だとは思いますが、とにかく緩和

であるとか在宅、そういったところでは病院自体としての役割というのは本当に大きなも

のがあるのだと思います。それでは、関口委員。 

（関口委員） 

 川崎市医師会の関口です。昨日、川崎市立病院の運営会議がありまして、そこでも申し

上げたのですが、先ほどから出ていますように、川崎市は狭隘な地域に病院がひしめき合

っていますので、近接ということはどうしてもやむを得ません。川崎市の人口増、高齢化

によって、いずれ基準病床が南部地域でも超えていきます。そのときに備えて、ダウンサ

イジングというのはまずあり得ない話だと思います。井田病院がこれまでやってきた緩和

ケアですとか、地域包括ケアシステムの構築への協力としての地域包括ケア病床の設置、

緩和ケアの研修会を何年も前からずっと継続して、地域の医療・介護の連携に非常に貢献

していただいていることなど、地域医療を担う立場からすると、井田病院の方針に賛成す

る立場でございます。以上です。 

（岡野会長） 

 ありがとうございました。野口委員。 

（野口委員） 
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 川崎市医師会の野口です。井田病院に最も近いかかりつけ医として意見を述べさせてい

ただきます。井田病院は、さっき中島先生もおっしゃっていましたが、二次医療圏の３つ、

ベンツマークのちょうど真ん中に位置しております。そして、道路を挟んで向かいが横浜

市です。門前薬局は全部横浜市です。ですから、山を上がっていく川崎市民よりも横浜市

民のほうがよっぽど使い勝手がいいということになります。東急バスも５分に１本、井田

病院に人を運んでまいります。４割の患者さんが横浜市民ということで、二次医療圏とい

う枠で見た場合には、確かに井田病院の二次医療圏、南部医療圏は３割の患者しかいませ

んが、残り７割は他の医療圏です。保健医療計画の基本的な、全ての県民が健やかに安心

して暮らせるという要件は十分満たしているといえると思います。 

 ですから、二次医療圏だけでこれをどうこうするのはちょっと無理な話で、地域の実情

に応じてやっていかないと、横浜北部にははっきり言って大きな病院があまりないと思い

ます。横浜北部で西へ向かっていくと、横浜労災病院、菊名記念病院がありますが、横浜

労災に比べるとちょっと機能が落ちるということで、井田病院は横浜北部から多くの救急

患者さんを受け入れております。横浜市の乳がん検診にも協力していて、大きな声では言

えませんが、横浜市医師会にもかなり協力しておりますので、地域の実情に応じた医療と

いうことになると、井田病院は十分に基本理念を満たしており、県民のために納得できる

医療を実践していると言えると思います。以上です。 

（岡野会長） 

 川崎の医療圏は２分割されております。150万人都市なので、100万都市が近隣という言

葉から外れるのだろうと思いましたら、川崎はたまたま70、80ということで分かれてしま

っているのでこういったことになっているのかもしれません。いずれにせよ、今お話のあ

ったように、横浜の東部というか北部、こちらの意見というのもぜひ今後の方針を決定す

る上での参考にできればと考えます。医療圏だけで国が一つの線引きをしているので、な

かなか難しいとは思いますが、その辺こそ県のほうで調整していただければと思います。

坂元委員。 

（坂元委員） 

 国はこの機能の中に災害という項目を入れています。今回の台風19号、つまり今後誰も

が予測するのは水害だろうということで、その意味で井田病院というのは極めて有利な立

場にあります。川崎市においても、まずあそこは水没しないだろうと。今まで我々は地震

ばかり考えてきましたが、どうも水害のほうが温暖化に伴って危機的な状態にあるという

中において、そういう意味では井田病院のスタンスというのは非常に重要ではないかと。

ヘリポートもありますし、いざというときにはいろいろな機能を果たせるという意味にお

いても、十分７番の災害に対して貴重な存在ではないかと。そこをあまり評価していない

みたいですが、十分評価すべきではないかと思っております。 

（岡野会長） 
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 ありがとうございました。小松委員。 

（小松委員） 

 中島先生にお聞かせいただきたいのですが、今回こういう突然の公表で、病院としてい

ろいろと迷惑というか、非常に仕事がふえていると思います。ちょうど医師のマッチング

ですとか、いろいろなことにぶつかります。医局からの医師派遣、あとは患者さんや職員

の動揺といった点で、こうむった迷惑はどれぐらいか、ちょっと教えていただければと。 

（川崎市立井田病院） 

 小松先生、ありがとうございます。ご承知のとおり、同じ神奈川県の某地域では、例え

ば派遣元が医師を派遣しないだとか、ＳＮＳのブラックリストに載ったとか、研修医の話

なんかも出ておりますが、幸い当院は出ておりません。まず研修医のことに関して言いま

すと、当院は現在、１年目がたすきがけを入れて初期研修に７人、２年目が５人おります

が、昨年より多い19名が受験してくれました。ちょうどああいった報道をなされた時期と

絡んでいましたので、実は個人的には心配したのですが、それはございませんでした。 

 それから、先ほどの発言で述べましたが、患者さんや連携登録医の先生方からの心配の

声と申し上げましたけれども、連携登録医の先生方から実際に具体的な指摘を受けたのは

１施設だけでございます。わざわざ病院までお越しいただいて、感謝を申し上げて、いろ

いろこちらの施設の子細をご説明しました。患者さんに関しましては、そういう声が上が

っているというのは聞きましたが、具体的な投書とかは、病院宛てに患者のほうで署名を

しましょうかというありがたいお言葉があったそうです。あと職員に関しましては、これ

が報道された直後に病院幹部を集める運営会議を緊急で開きまして、井田病院は大丈夫だ

から、これからきちんと精査して、十分説明していくから心配しないようにと。下々の職

員にもきちんとそれを周知するようにという会合を開きまして、現在に至ります。ありが

とうございます。 

（岡野会長） 

 いずれにせよ、今回のこの発表というのが、病院にも地区・地域にも事前の連絡もなく

公表されているということにまず大きな違和感があるのですが、実際に県としてこの動き

というのは全く把握できていなかったのかどうか、少し教えていただければと思います。 

（事務局） 

 今回の動きにつきましては、発表の前日に事前に情報提供がありましたので、それにつ

きましては関係市町村ですとか関係の病院さんに連絡させていただきました。その段階で、

マスコミに対して情報を先に提供するというようなやり方をとられたので、これに対して

は県だけではなくて、全国知事会ですとか町村会、市長会ですとかからもこのやり方はひ

どいというような申し入れをさせていただいています。今後提供される情報についてもそ

ういった提供のされ方がないように、引き続き申し入れをしていきたいと思っております。 

（岡野会長） 
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 今回の混乱は本当に大きなものだと思いますので、この辺はぜひとも我々からもお願い

したいと思います。 

 それでは、再検証要請の対象となった医療機関の現状を把握する趣旨で関係者をお招き

して議論しましたけれども、本件に関する今後の地域医療構想調整会議での議論の進め方

について、県の事務局から概要を説明していただきたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

（事務局） 

 事務局からお伝えします。今後、国のほうから正式な再検証要請の通知が届くと思いま

すので、それに基づきまして、改めて対象医療機関の方に現行の2025プランについて再検

証を要請させていただく予定でございます。また、既に転換等を実施済みの医療機関様も

ございますが、最新の病院の状況を反映したものを次回の調整会議までにご提出いただき、

再検証に当たっては今回の第２回調整会議の議論をぜひ参考にしていただければと考えて

おります。また、第３回の調整会議では、再提出されました2025プランについて改めて議

論させていただき、最終的な見直しの要否、方向性について結論を出していただきたいと

考えております。以上です。 

（岡野会長） 

 ありがとうございました。事務局の説明に対しまして何かご意見等はございますか。よ

ろしいでしょうか。特になければ、市立井田病院の方はこれにて退出とさせていただきま

す。どうもありがとうございました。 

（関係者退室） 

（岡野会長） 

 それでは、議事を進めさせていただきます。増田委員。 

（増田委員） 

 委員としてではなく井田病院の運営を担当する病院事業管理者として、委員の皆様方か

らのご支援をいただいたと理解し、感謝を申し上げるところです。今、中島も申し上げま

したし、県の担当の方もおっしゃいましたように、厚労省からの詳細な選定理由がまだ来

ておりませんので、それが明らかになった時点で資料等を用意させていただいて、第３回

の調整会議に向けた議論の材料にしていただきたいと考えております。どうぞよろしくお

願いいたします。以上でございます。 

（岡野会長） 

 ありがとうございました。川崎にとっては本当に大きなお話でしたけれども、議事を進

めさせていただきたいと思います。 

 

（２）基準病床数の見直し検討について（川崎北部） 
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（岡野会長） 

 それでは、（２）基準病床数の見直しについての検討でございます。事務局から説明を

お願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（事務局から資料に基づき説明） 

 

（岡野会長） 

 ありがとうございました。今回、神奈川県内の９医療圏の中でも必要病床数と既存病床

数の乖離が特に大きい地区ということで、３つだけ選ばれているわけですが、正直言って、

川崎北部の場合は大体700幾つかな、南部は600台ということで、どういった基準があった

のか、そんなに他意はないのか、教えていただけますか。要するに、毎年の見直しの対象

とされているのがどういうことでこの３地区になっているのか、南部と北部ではそんなに

大きな差はないような気がするのですが、３つに絞って毎年見直しをしましょうとした理

由というのは何かあるのでしょうか。毎年でなくても、もちろん５年に１回は見直しをさ

れるわけですけれども。 

（事務局） 

 第７次の保健医療計画を策定した平成29年度の各地域の議論の中で、資料の冒頭にも記

載しておりますが、必要病床数と既存病床数の乖離が県内でも特に大きいと見込まれる横

浜、川崎北部、横須賀・三浦の地域については、実態に合わせた基準病床数の整備をして

いきましょうということで、この３地域については毎年度の見直しをしていくということ

とさせていただいております。 

（関口委員） 

 たしか平成29年度の既存病床数を計算するときに、川崎北部が将来人口推計で一番低い

値をとったので、毎年見直しをしましょうという議論だったのではないかと記憶していま

す。いかがでしょうか。 

（事務局） 

 川崎市の保健医療政策室の川島です。当時、どこで人口をとるのかという議論の中で、

今先生がおっしゃったように、そもそも川崎北部、横浜、横須賀・三浦の３地域において

は、県内においても他の地域と比べて将来の高齢化率が高まっているということが推計さ

れています。当然高齢者がふえるということは医療需要が伸びるだろうということです。

ほかの地域についてはそれほど大きな変化率はなかったので、2020年の人口推計の人口を

もって基準病床数をはじき出したのですが、この３地域については年々の変化率が高いの

で、より実情に即した形で基準病床を見込もうという議論の中で、毎年の最新の人口をと

ってやるというようなルールづけを行いました。以上です。 

（岡野会長） 
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 要するに、現状での乖離がただ多い少ないだけではなくて、人口推計を当然加味した上

での考慮、選定と考えてよろしいですね。別紙に行きますと非常に難しい計算式が出てき

ますが、何か追加のご質問はございますか。内海委員、よろしくお願いいたします。 

（内海委員） 

 川崎北部の既存病床数がこの表の中にないので、あったほうがいろいろわかりやすいと

思います。ここにありませんが、今の川崎北部の既存病床数はわかりますか。 

（事務局） 

 ことしの４月１日時点の既存病床数については、4362床になります。 

（内海委員） 

 つまり、現在はまだ人口がだんだんふえていても、老年人口がふえてきてもまだ今ある

病床数は少し多いということですね。何年かたってまた人口がふえてくると、均衡してく

るということですね。わかりました。ありがとうございます。 

（岡野会長） 

 川崎は南部も北部も既存病床が700、600ぐらいのオーバーということになります。何か

その他ございますか。菅委員、よろしくお願いいたします。 

（菅委員） 

 いつもこの議論をしていて思うのですが、人口の増加と病床利用率だけで計算していく

というやり方は、先ほど来お話ししている、近接している他地域の実情もありますし、病

院だけが患者さんの居場所ということがまず前提に皆さんの中であるから、病床をふやし

ていかなければいけないとなっていくのではないかと思っています。介護保健施設とか、

そのあたりのところに皆さんが行ったり、在宅に流れていったり、今、横須賀・三浦、横

浜、川崎で病院がいっぱいいっぱいになって、あふれ返って救急車のたらい回しが激しく

起こって社会問題になっているかというと、そんなことも聞こえてきません。神奈川県病

院協会の中で横浜の先生たちとお話ししても、あいているよというようなお話を聞きます。

この場は横浜地域のことを言うところではありませんが、既に１万床の乖離が生まれてし

まっているということ自体を見ると、川崎の28という数字も余り意味をなしていないので

はないかなと思っております。以上です。 

（岡野会長） 

 横浜は１万床ではなくて、たしか1000幾つだったと思いますが。 

（菅委員） 

 ごめんなさい、1000です。 

（岡野会長） 

 今は在宅であるとか施設といったところにどんどん機能を分化していると思います。病

床ということだけでは、今後の医療を考える上では限界があるのかなと思います。この辺

は将来像ということで、いろいろと検討していただければと思います。 
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 それでは、委員の皆様からいろいろご意見をいただきましたけれども、本日の議論を踏

まえて事務局で必要な資料を整えていただき、今後、第３回の会議で最終的な地域の意見

を取りまとめていただくこととしたいと思います。よろしいでしょうか。それでは議題を

進めさせていただきます。 

 

（３）医療法第７条第３項の許可を要しない診療所の取扱いについて 

 

（岡野会長） 

 ２番の（３）医療法第７条第３項の許可を要しない診療所の取扱いについて、事務局か

らの説明をお願いしたいと思います。 

 

（事務局から資料に基づき説明） 

 

（岡野会長） 

 ありがとうございました。ただいまの事務局からのご説明に対しまして、何かご意見・

ご質問はございますか。篠原委員。 

（篠原代理） 

 神奈川県医師会の篠原です。３つの点について少し質問させていただきたいのですが、

まずそもそも論として、これを無条件で認めてしまえば、この会議でやっている意味その

ものがなくなってしまうのではないかと思います。２つ目としましては、全国的な流れと

して有床診療所というのはどんどん減っているわけですよね。なぜかというと、診療報酬

上の問題と、19床というベッド数そのものが経営にはものすごく厳しいと。それと、先ほ

ど菅先生が言われたように、私は湘南東部ですけれども、神奈川県医師会にいても、地域

包括ケアシステムに役立つ病床、地域包括ケア病床等が全く足りないという話は聞いたこ

とがありません。それなのになぜこういう動きになるのかというのが全くわかりません。

以上です。 

（岡野会長） 

 ただいまの点に関しまして、何か県のご意見はございますか。 

（事務局） 

 まず篠原先生、ありがとうございます。これを認めたらこの会議の意味がないのではな

いかということと、診療報酬上は有床診療所は厳しいのでなかなかそういう役割を果たせ

ないのではないかということについてご質問いただいたかと思いますが、まず、こういっ

た特例制度があることについて若干説明させていただきたいと思います。原則としては診

療所であっても病院と同じように許可が必要という制度になっている中で、なぜ国がこの

ような許可を必要としない仕組みを設けたかということについて、国のワーキンググルー
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プなどの議論を見てみますと、他県の例になってきますが、有床診療所の小回り性を生か

して、バックベッドですとか後方支援を行うなどして地域包括ケアシステムに貢献してい

る事例があると。一方で、規模も小さいこともあり、経営上も厳しいところがあって、病

床の設置について病院と同じような条件だとなかなか厳しいのではないかということです

とか、病床が既にぱんぱんになっていて、そういったものが必要とされている地域があっ

た場合になかなか開設ができない仕組みになっていると厳しいのではないかというような

議論がなされてきて、こういった特例制度が設けられたと伺っております。 

 ただ、これはもともとのルール自体が非常に緩やかなものとしてつくられています。本

日の資料では要件の中で省略させていただいているアからキの要件というのが、アでいい

ますと、在宅療養支援診療所の届け出をしていればそれだけでオーケー、イからキについ

ては有床診療所の入院基本料一意の施設として届け出が出ていればそれでオーケーという

非常に緩やかな形式要件になっていて、あとは地域の中で必要とされる診療所なのか議論

してくださいという仕組みになっていて、非常にわかりにくいところがあります。これに

対して各地域でローカルルールを決めていくことは可能かどうかということについて国に

確認したところ、議論されるのであれば可能ですという答えをいただいているものですか

ら、制度が設けられた趣旨も踏まえつつ、もう少し仕組みとしては固いものにしていこう

かと現在、事務局で考えております。お答えになっているかどうかわかりませんが、以上

でございます。 

（岡野会長） 

 篠原委員、よろしいですか。 

（篠原代理） 

 いろいろあるのですね。 

（岡野会長） 

 要するに、今後検討していくルールづくりというのは、基本的には神奈川ルールと捉え

てよろしいですか。 

（事務局） 

 おっしゃるとおりです。 

（岡野会長） 

 先日、全国政令都市の会がございましてお話ししていると、九州のほうではそういうの

はもうとめられないでしょうと。実際に有床診療所が病院と合体しているケースは幾つか

ありますというお話だったので、今までは全国的にも認められたものをある意味の教訓と

して、神奈川としてはきちんとこの辺を整備しようというように捉えてよろしいですね。 

（事務局） 

 おっしゃるとおりです。 

（内海委員） 
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 もちろん転用が認められないようにすることは必要だと思います。法律というのはこの

ように期限を定めるものなのかもしれませんが、むしろ10年程度というのが必要なのかど

うかと思うぐらいです。もしここで議論されるということであれば、基準病床も決まって

いるものですから、もちろんできる地域もありますが、ほとんどの地域で病床を新たにつ

くることができないわけです。できないということは、そういう有床診療所が必要だとい

う議論があっても絶対に病床を得ることはできないということになりますけれども、そう

いうところもこの場合は会議で特例として基準病床を動かすということもあり得るわけで

すね。先ほどローカルルールという話がありましたけれども。 

（事務局） 

 お答えいたします。ローカルルールとして考えられるのは、この特例を発動するかしな

いかということを、状況に応じて地域の中でご検討いただくことが可能なのかなと思って

います。病床にゆとりがないような場合にあって、特例の活用を認めるのか認めないのか

ということは、その時々に応じてご議論いただくことが可能ではないかなと考えておりま

す。 

（坂元委員） 

 神奈川ルールで同一法人内に病床を移せないというルールを使って、仮にもしこれを強

引にやったときに、法的拘束力はありますか。同一法人内の診療所に19床をつけて、同一

法人内でその病床を病院に持ってきてしまったときに、神奈川ルールでそれはだめよと言

って、仮にそれが争訟になった場合に、問題はないでしょうか。 

（事務局） 

 医療課の市川です。その部分について法令ですとか訴訟になったときに、勝てるか勝て

ないかどうなのかということについては、今ここで明確にお答えできるだけの材料は持ち

合わせていません。ただ、他地域ですがそういった懸念があったということもあり、そう

いったことがないように、ここでしっかりとルールをつくってコントロールできればとい

うことを考えて、今、お諮りしているという状況です。あと、もともとの設定自体がダブ

ルスタンダードというか、本来だったら基準病床で整理してやっていかなければいけない

ことに対して、地域によってもしかしたら必要な病床がつくれないということになってし

まうと実害があるということで、それとは別の考え方で特例制度というものが出てきてし

まっているので、もともとこれは例外的な取り扱いだというところがあろうかと思います。

ですので、このルールが整理されたとしても、どうしても必要だという話になった場合に、

基準病床を超えて最終的に配分するかしないかという話になってきます。今、これだけ各

地域の地域医療構想調整会議では病床だとかの関係についてしっかりと議論しているのに、

一方でこういう形で分配できるということ自体、やはり違和感があるよねということがあ

り、このあたりの整理をしっかりしていこうということで、この議論に至っているという

ことをご説明しておきます。 
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（菅委員） 

 実際に私は有床診療所に立ち入ったことがなくてわからないのですが、根源的な医療の

質という部分で、例えば我々みたいな病院はなるべくたくさんの看護師や薬剤師を集めた

りして、病棟に配置したりして高い点数を取りにいったりとか、医療の質を高めることを

国から求められて、それに応えることによって利益率がどんどん下がっていったり人件費

が高くなっていったりという中でやっている中で、先ほどダブルスタンダードのお話が出

ましたけれども、こういう有床診療所がやっている診療に関して、例えば県なり市なりが

立ち入ったときに、容認できるような医療のレベルが保たれているのか、質として大丈夫

なのかということもお聞きしたいのですが。 

（事務局） 

 事務局からお答えいたします。質というところはなかなかお答えしにくいところもあり

ますが、役割分担ということはあろうかと考えています。例えば、不要不急の救急搬送を

防ぐために看取りを担っていくですとか、在宅療養をサポートしていく病床機能を地域の

身近なところで提供していくというような役割を担っていくですとか、そういった機能と

いうのは国のワーキンググループの中でも議論がなされて想定されているところなのかな

と考えております。もし活用されるとすれば、地域の訪問診療をされている先生方などと

密接に関係をつくられて、そうした機能を提供していくということが考えられるのかなと

想像しております。 

（菅委員） 

 既存の病院がやっていることとほぼ同じですが、やはりこういうのが必要な地域も神奈

川県内にあるということですか。たまに手が挙がっているということは、やりたいという

だけでやっているのか、やはりこういうのが必要ですよねという、その地域の地域医療構

想調整会議に出ていないからわからないのですが、必要があるから認められているのか、

認めざるを得ない、こういうルールだから形式上認めているのか、どちらなのかなと本音

のところで聞きたいなと思いました。 

（小松委員） 

 もともと平成20年に分娩を取り扱う診療所は届け出だけで開設できるようにしようとし

たのは、ちょうど東京都で妊婦のたらい回し騒ぎがあったときに、医療法で開設しやすい

ように、届け出でできるようになりました。地域包括ケアシステムに関しては最近です。

平成30年に、こういうのでもできるようにしようという話題がありました。例えば、さっ

きの再検証ではありませんが、北海道とかそういうところで近隣に医療機関がなくて、病

院という規模ほどは患者さんがいないけれども、小回りの効く有床診があったらいいよね

と。ただ、北海道の場合は、恐らく基準でいうと、病床過剰になっているからふやせない

と。でも、ここで地域に根差した先生が有床診を立ち上げてやってくれれば、かなり効率

的に回るよねというときにつくるためのルールだと思います。 
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 ただ、医療法であって、全国一律にこういうルールがあると、都市部でどういうことが

起こるかというと、県内の都市部の他地域から出てきたのは、どちらかというと幾つかの

施設とタイアップして、何かあったときに一応入院できるようにということで、手挙げを

されるところがあるのだろうと思います。菅先生がおっしゃるように、急性期医療として

どこまで診られるのかとか、あとは軽症であれば入院で診るけれども、すぐに重症になれ

ば急性期に回すという意味で言うと、そういう有床診が神奈川において必要なのか、それ

とも、だったら最初から急性期に送ってくれれば対応できますよという状況なのか、その

あたりを地域で判断しなければいけないということになると思います。 

 病床設置に当たって届け出は医療法ですから、行政は受け付けなければいけないと。た

だ、許可を出すかどうかは調整会議で議論して、いいでしょうという場合もあれば、逆に

今この地域では地域包括ケアシステムに関して必要性があまりないという形で許可しない

ということもありなので、手挙げさえすれば必ずできてしまうということではありません。

ただ、国が示している基準だと、手挙げをしたところが自分で地域包括ケアシステムの構

築に必要だという自薦で通ってしまうような基準なので、あくまで周りから見て地域包括

ケアシステムの構築のために必要だと思えるような条件を加えないと、だめですよと言う

理由がちょっと弱いですから、それを行政としても点線部のような形で何か書き足してブ

ロックしたいと。一応そういうことです。だから、無秩序にできてしまわないように、今、

県のほうでもいろいろとこういうものを議題として出して、意見を集めているという段階

だとご理解いただければと思います。 

（岡野会長） 

 この破線の中が、国の少し曖昧なところを神奈川要綱ということでさらに条件を厳しく

補完したということで捉えてよろしいと。先ほど坂元委員からのお話にありましたように、

何かこれに反した場合の法的根拠、要するに制限を設けられるのかということでしたけれ

ども、ちょうど１年前のツーリズムのも件でもそうでしたが、基本的には地域から不適当

であるというような話が上がってくれば、県の医療審議会で諮って、県知事が保険診療に

かかわることができないとするようなことはあり得るということで認識してよろしいかな

と。ありがとうございます。 

 それでは、よろしいでしょうか。ただいま事務局において出た意見等を参考にご検討い

ただき、第３回の会議で最終案を提示していただきたいと思います。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 

報 告 

 

医療ツーリズムと地域医療との調和に関する検討会中間報告について 
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（岡野会長） 

 それでは続きまして、議題３の報告でございます。事務局から報告をよろしくお願いい

たします。 

 

（事務局から資料に基づき説明） 

 

（岡野会長） 

 ありがとうございます。ただいまの事務局からの報告に対しまして、何かご意見・ご質

問はございますか。僕もこの検討会に参加させていただいておりました。中間報告の取り

まとめの段階で、別紙１の１ページにございます１「医療ツーリズム受入の現状等」の

（３）「医療機関における医療ツーリズムの受入のメリットとデメリット」ということで、

メリットという言葉に対して少し違和感があるという議論があったかと思います。これは

最終的には、議長並びに県のほうで最終調整、最終確認、ある程度一任という形をとった

と思いますが、これがあえて残った経緯を簡単に教えていただければと思います。小松委

員、何かおわかりですか。 

（小松委員） 

 今、先生がおっしゃった１ページ目の１は、最初の案だと１（１）にメリット・デメリ

ットが来ていました。そうすると本当にメリットが一番上に来て、メリットを強調してい

るように読めるので、受け入れ状況を国、県と落としていって、最後にメリット・デメリ

ットというように並べかえてもらったという記憶があります。本当はメリットという言葉

はどうかなと。それも意見したと思います。そっちは残しましたが、一応順序は変えて少

しインパクトは下がったのですかね。 

（事務局） 

 事務局でございます。小松先生、どうもありがとうございました。この点につきまして

は、文言等を含めて会長一任とさせていただいておりましたので、今回の検討会の新江会

長に一任ということでご決裁いただいた次第でございます。今後、最終報告に向けてこう

した表現が適切なのかどうかといったことについて、第４回の検討会でもご議論いただき

ながら、しっかりと最終報告に向けて検討してまいりたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

（岡野会長） 

 ありがとうございました。中間報告ということですので、そのように理解していきたい

と思います。それでは、最終報告に向けた検討が行われるということでございますので、

事務局において進めていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろ

しければ次の議題に移らせていただきます。 
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その他 

 

高齢者施設調査 

 

（岡野会長） 

 ４番のその他でございますけれども、事務局から提案があるようでございますので、説

明をよろしくお願いいたします。 

 

（事務局から資料に基づき説明） 

 

（事務局） 

 １点補足させていただきます。資料の上段、「資料５」の下に「県央地区保健医療福祉

推進会議」と書いてありますが、県央地域におけるこの会議と同様の会議体だと思ってい

ただければよろしいかと思いますので、参考まで。 

（岡野会長） 

 先ほど菅理事からもお話がありましたけれども、要するに今後の地域医療構想を検討し

ていく上で、病床の数だけではなくて、こういった受け皿となる老人ホームであるとか、

介護つきの施設であるとか、こういったところの資料がしっかりとそろわないと、この話

は進んでいかないと思います。そういう意味で、こういう資料というのは非常に重要かと

思います。ただ、ずっと見ていきますと、夜間看取り体制とか、介護職員が1.幾つとか、

実際に可能なのかという疑問を持つところもあります。これは今後こういった資料をいた

だいた上で、県でもしっかりとした確認作業をしていただければと思います。より確実、

より充実した資料となりますことを期待させていただきたいと思います。 

 何かこの件に関しまして。篠原委員、よろしくお願いいたします。 

（篠原代理） 

 これはすばらしい資料ですね。本当に掛け値なしにすばらしいと思います。なぜかとい

いますと、まず在宅の状況というのは、地域医療構想の初期段階からボトルネックになっ

ていたわけですよね。この部分が見える化されることによって、地域包括ケアシステムが

かなり充実すると思います。最後のページをごらんいただければわかりますように、在宅

系の施設は施設によって大きな差があります。一番下の「看取り加算、協力病院に係る施

設数・割合」ですが、住宅型有料老人ホームとサ高住、この部分が、看取りはほとんどで

きないし、協力病院がないところも結構あります。こういったところが何かあったら何で

も救急車、それでいいやでいってしまいます。そういったことがあるので、かかりつけ医

のないところはかかりつけ医を持つようになるべく助言していくとか、そういった動きも

できると思います。そうすると無駄な救急車は省けますよね。高齢者救急の問題にもかか
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わってきますから、これはぜひ県主導で、なるべく全県で推進していただきたいです。こ

れは本当にすばらしい資料だと思いますので、よろしくお願いします。 

（坂元委員） 

 今、篠原先生からすばらしい資料だと。それから、何でもかんでも救急車を呼んでしま

うということで、できれば施設ごとにどれだけ救急車を呼んだかという数値があれば、実

際に医療機関があっても機能していないのではないかということなので、より実態があら

われるのではないかと思っております。多分、各消防でデータをとれば、どの施設からど

れだけ搬送されているかというのはわかるので、それをつけていただいたら、より実態が

把握できると思います。よろしくお願いします。 

（岡野会長） 

 これは我々が関知する医療機関とはまた違う中で、これだけの資料が出てくると。ここ

をより一つ一つ充実していただくことで、本当にこれは地域包括の基本となる資料になる

のではないかなと期待します。ぜひともさらに意見を集めてこの内容を充実していただき

ますよう、よろしくお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。ただいまの意見につ

いて、追加のご質問は特にございませんか。よろしいですか。 

 それでは、次回以降、この会議でも同様の調査結果を共有したとして、この後具体的に

何をどういった方向で検討を進めていく予定なのか、また最終的な獲得目標は何なのか、

それに向けた検討のスケジュール等がございましたら、この辺を教えていただければと思

います。 

（事務局） 

 お答えいたします。まだ現状では、次回の第３回の会議でこういった資料を全地域でや

らせていただきたいというところまでしか事務局では検討できておりませんので、今後ど

ういった形で活用していくかという議論も踏まえて、第３回目以降にそういったことを検

討させていただきたいと考えております。 

（岡野会長） 

 ありがとうございます。今この会の中でも、非常に充実したデータとなることを期待す

る意見が多く寄せられたと思いますので、これをより確実に、より充実したものにしてい

ただくよう、どうぞよろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。それでは、ただい

ま出た意見を踏まえて、事務局で検討を進めていただきたいと思います。 

 それ以外に何かございますか。 

（事務局） 

 川崎市の保健医療政策室の永松と申します。着座にて失礼いたします。本日、皆様の机

の上にＡ４縦の１枚のもので「地域医療構想普及啓発セミナー」というチラシを配布させ

ていただいております。会場は川崎市のコンベンションホールで、来年１月22日の開催を

予定しております。今回は東京医科歯科大学大学院教授の伏見清秀先生をお招きしまして、
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「地域医療構想等医療データ分析から考える自院のあり方」というテーマでご講演をいた

だく予定でございます。また、第２部では、次回の地域医療構想調整会議に向けた勉強会

を開催する予定でございます。 

 なお、右下の囲み部分にございますが、これは本日時点の内容でございまして、変更と

なる場合もございます。いずれにしましても、委員ですとか関係団体の皆さんには別途正

式なご案内をさせていただくとともに、市のホームページ等でも広く周知していきますの

で、ご出席につきまして、ご検討のほどよろしくお願いいたします。川崎市からは以上で

ございます。 

（岡野会長） 

 ありがとうございます。第２部で地域医療構想勉強会というのがございますが、これは

我々が出なければいけないとか、そういうものではありませんね。ただいまの件に関しま

して、追加のご質問はございますか。よろしいですか。 

 それでは、本日は長い間どうもありがとうございました。これをもちまして、本日の議

事を終了させていただきますので、進行を事務局にお返しいたします。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 

閉 会 

 

（事務局） 

 岡野会長、ありがとうございました。本日はお忙しい中お集まりいただき、また活発に

ご議論いただきまして、まことにありがとうございます。本日の議論を踏まえまして、今

後の取り組みを進めてまいりたいと考えております。以上をもちまして、本日の会議を終

了させていただきます。ありがとうございました。 


