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令和元年度第２回横浜地域地域医療構想調整会議 議事録 

 

日時 令和元年12月２日(月) 

場所 横浜市医師会会議室 

 

 

開 会 

 

（事務局） 

それでは、定刻になりましたので、ただいまから第２回横浜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。 

 最初に委員の出欠についてです。本日の出席については、お手元の議事次第をおめくり

いただきますと、２ページ目に座席表がございます。こちらのとおりとなっておりますが、

一部修正がございます。委員の右上、奈良崎委員につきましてはご欠席ということでご連

絡をいただいております。あと、事務局側で恐縮ですが、神奈川県医療課足立原課長につ

きましては、県議会関係の公務対応のため、市川副課長が代理で出席させていただいてお

ります。今回、委員の変更がございました。左側の委員一覧にもございますが、全国保健

協会神奈川県支部の阿部委員から12月１日付で同支部総務企画部長の田中様に変更となっ

ておりますので、ご紹介させていただきます。本日は内田様が代理としてご出席されてお

いでです。また、奈良崎委員のほか、寺師委員、古賀委員、松本委員からはご欠席とのこ

とでご連絡を受けております。 

 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７

名見えておいでです。 

 また、本日の議題のうち、２（５）につきましては、公開すると病院等に不利益を及ぼ

すおそれのある情報を扱うため非公開とし、その他は公開としてよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

（事務局） 

 ありがとうございます。それでは、２（５）につきましては、非公開とさせていただき

ます。なお、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伏見会長にお願いいたします。どうぞよろしくお願いい
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たします。 

（伏見会長） 

 それでは、早速これより議事に入りたいと思います。本日は議題が少し多めですので、

円滑な議事進行にご協力のほどどうぞよろしくお願いいたします。 

 

議題・報告 

 

（１）医療機能の転換等について 

 

（伏見会長） 

 それでは、議題２（１）医療機能の転換等について、事務局から説明をお願いいたしま

す。 

 

（事務局から資料に基づき説明） 

 

（伏見会長） 

 ただいまの事務局からの説明につきまして、ご質問・ご意見等はありますか。よろしい

でしょうか。慢性期の介護への移行ということで、方向性としては妥当なものだと思いま

す。特に異議等ご意見はありませんか。 

（異議なし） 

（伏見会長） 

 それでは、この方向で手続を進めていただきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

 

（２）公立・公的医療機関等の具体的対応方針の再検討の要請について 

 

（伏見会長） 

 続きまして、議題２（２）公立・公的医療機関等の具体的対応方針の再検討の要請につ

きまして、議事を進めたいと思います。まず資料２－１から２－３について、事務局から

の説明をお願いいたします。 

 

（事務局から資料に基づき説明） 

 

（伏見会長） 

 ありがとうございました。それでは、本日は再検証対象の２病院をお呼びしております。
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病院ごとに現時点での病院の機能及び今後の方向性に関するお考えをお伺いした後に、再

検証の方向についてご議論をいただきたいということになっております。それでは、まず

は済生会神奈川県病院の説明者の方のご案内をお願いいたします。 

（関係者入室） 

（関係者） 

 済生会神奈川県病院の院長の長島です。どうぞよろしくお願いします。 

（伏見会長） 

 どうもありがとうございます。 

（関係者） 

 着座でよろしいですか。 

（伏見会長） 

 はい。 

（関係者） 

 ありがとうございます。 

（伏見会長） 

 それでは、まず済生会神奈川県病院様から病院の現状と今後の方針について、５分程度

で説明をお伺いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

（済生会神奈川県病院） 

 ありがとうございます。我々は199床の病院です。我々は急性期を申請していますが、

我々の急性期は７対１ではありません。10対１の急性期です。今回、厚労省のほうから出

た診療実績というのは、どちらかというと基幹病院としての診療実績にフォーカスが当た

っていると思います。我々が目指す急性期はそうではなくて、基幹病院と連携を組んで、

機能分担をして、地域に密着した急性期病院を目指しております。具体的に言うと、軽症

から中等症の救急です。高齢者が中心になると思いますが、そこを我々の病院の急性期の

中心として捉えております。 

 それから、我々は社会福祉法人ではありますけれども、市や県からは補助金を一切いた

だいておりません。神奈川県病院という名前なので、県と関係があるような誤解を生んで

いますけれども、大昔は関係がありましたが、今は全く関係がございませんで、民間の社

会福祉病院と同じ状況だということも一応伝えさせていただきたいと思います。 

 今回の厚労省の件については、病院の個別の状況ということに関して全く考慮されてい

ないので、個別の状況をご紹介させていただきたいと思います。我々は2007年以前、東部

病院ができる前までは400床の急性期病院としてやっていました。2007年に東部病院がで

きて、東部病院のほうに高度急性期の機能を全て移し、我々は本来、地域からは急性期病

院をやってほしいという要望があって、医師会の先生方に本当に尽力していただいてベッ

ド数を確保していただいたのですが、残念ながら力不足で、我々は慢性期と回復期の病院



4 

 

としてやってきました。 

 ただ、その間、我々の医療圏は神奈川区と鶴見区にほぼ特化している病院ですが、東部

病院では常に高度急性期、重症の患者さんを取り扱えるけれども、いつも満床なので、軽

症から中等症の救急患者さんを受け入れることができず、市外に転送、遠いと藤沢市のほ

うまで転送しなくてはいけないという状況が多々あり、地域から何とかできないかという

声が非常に上がりました。我々としても何とかしたいということで、2016年に私が東部病

院から急遽、神奈川県病院の院長になったことを契機に、今まで慢性期・回復期だったも

のを急性期に少しずつ転換してきた病院です。ですから、この2017年６月というのはまだ

よちよちの急性期を始めて半年後のデータです。 

 今の実績がどうなっているのかということを、お手元の資料で説明させていただきたい

と思います。まず、資料の２ページからお願いしたいと思います。今、述べたように、

2016年まで全く緊急入院をとっていない慢性期と回復期の病院でしたが、何とか軽症から

中等症の高齢者救急を我々のほうでとることによって、東部病院その他の医療機関と連携

を組もうということでやってきました。緊急入院の患者さんも徐々にふえてきました。右

上の救急車の台数もそれまでゼロだったのですが、ようやく右肩上がりに上がってきて、

最近では70台以上、80台近くとれる状況になってきました。まだまだ不十分ですけれども、

これは今後もふやしていく予定でございます。 

 それから、救急患者さんは救急車だけで来るわけではなくて、以前からずっと病診連携

に我々の病院では力を入れてきていましたので、クリニックの先生方から直接救急のご依

頼をいただくことも多く、そういう患者さんは救急車を使いません。そういう患者さんも

多いので、救急医療管理加算で判断したほうがいいのではないかと思って出しました。こ

れは色がないのでわかりにくいですけれども、当初は救急管理加算の２しかとれない状況

でしたが、徐々に１の重症患者さんもとれるようになってきたという現状でございます。

こういう患者さんの内訳はどういうものかというと、右下の緊急入院症例になりますが、

圧倒的に多いのが誤嚥性肺炎です。あとは腎不全、うっ血性心不全、脱水症という、要す

るに軽症から中等症の高齢者の多い救急疾患です。ここは我々が担うべき疾患であろうと

思っています。 

 それから、３ページになりますけれども、もう一つ我々がやるべき機能として、クリニ

ックの先生たちが在宅で診られている患者さんの急変のバックベッドとしての機能だと思

っています。徐々にとれるようになってきました。右上の表ですけれども、2017年は57名

しか緊急入院できていませんでしたが、昨年度はほぼ倍増になっております。これも今後、

我々が担うべき疾患だと思っています。こういうところの患者さんの在院日数というのは

非常に長く、中央値で大体４週間ぐらいです。６割の在宅の患者さんは高齢者救急からお

うちに帰れますが、２割の方はＡＤＬが下がって転院せざるを得ない状況になっています。

そういう方の平均在院日数は60日になります。ですから、こういうところは高度急性期で
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はなくて、我々がしっかりとカバーすべき状況だと思っています。それから、左下の手術

件数も、我々が持っている医療資源のところはやるべきだろうということで、徐々に上が

っていくということです。 

 最後に右下の病床稼働率ですが、2018年２月に我々は、済生会東神奈川リハビリテーシ

ョン病院というものを旧逓信病院から移譲しました。それまで、線の左側のようにずっと

満床だったので、我々が軽症から中等症の高齢者救急をやるにはこのベッド数では厳しい

ということで、当時持っていた回復期２病棟をそのまま済生会リハビリテーション病院に

移して、我々はこの時点で新たに急性期として再出発したという形です。ですから、再出

発の時期に関しては2018年２月になるわけです。当初、ベッドはあいていましたが、今は

90％以上の病床稼働率ですし、11月に関しては100％を超える病床稼働率でしたので、ま

だ成長過程ですけれども、地域のニーズにある程度応えられる病院になりつつある病院で

す。 

 １ページに戻らせていただきますが、左上は2017年当時のプランで、このころはまだ急

性期機能として始まっていない状況で、希望的観測で2025年にはこういう形になれるので

はないかと思って出したものです。現在の状況を見て、今までエリアカンファレンスを東

部地区、北東部地区、中心部エリアの３カ所でやってきました。その意見も加味して、高

度急性期は、先ほども言いましたように医療連携、機能分担で基幹病院にやっていただく

ということで、高度急性期は取り下げて、慢性期18床とありますが、これは緩和ケア病棟

です。緩和ケア病棟は、以前は急性期で申請してくださいということだったので急性期に

行ったのですが、今は慢性期ということなので、慢性期18床という形で再申請させていた

だきたいというのが我々の願いでございます。以上です。ありがとうございました。 

（伏見会長） 

 どうもありがとうございました。それでは、今のご説明についてご質問・ご意見等があ

れば挙手でお願いいたします。特にありませんか。窪倉委員。 

（窪倉委員） 

 今のご説明を東部地域の地域医療検討会で議論いたしました。三角院長が座長をしてお

りましたけれども、お立場上発言しにくいかと思いますので、その結果について私のほう

で補足したいと思います。 

 東部地域のほとんどの病院が参加した議論においては、今、病院長の長島先生が説明し

たように、今の実態が患者数、救急応需の数のボリュームの面においても非常に伸びてい

て、地域ニーズを吸収していると。それから、その中身についても、在宅療養患者さんの

後方支援を含めて、急性期の中でも地域密着型の回復期機能も含めた形での医療をしっか

りやっているということと、それから、最後にご説明がありましたけれども、病床機能報

告の内容の一部を高度急性期という４床がありましたが、先々はそれを一般の急性期とい

う形での申請に直すと。これはプランの若干の変更に当たるのかもしれませんが、そうし
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た中身が非常によく見える形で、地域のニーズにかなっているのではないかという意見を

私自身も評価しまして、皆さんのご意見も伺いましたけれども、特別大きな反対はなかっ

たという実態でございました。以上、報告いたします。 

（伏見会長） 

 どうもありがとうございました。東部地域でも特に反対意見等はなかったということで

す。ほかにご意見はありませんか。平原委員。 

（平原委員） 

 平原です。結局、今回の424病院というのは、結構僕も地域のそれぞれの状況を見ない、

すごい議論だなと思っていました。今回も議論が２病院に当たっているわけですけれども、

そこに人的資源があって、それなりに今までも医療を営んできた人たちがいて、その地域

に患者さんたちがいて、そのニーズに合わせてどのようにやっていこうかということを院

長さんはみんな工夫しながらやっていると思います。ですから、それに合わせてそれぞれ

が実際にフィットしていっているという方向だということを、地域のブロックでも議論さ

れているのであれば、それは十分に我々もサポートすべきことではないかと思います。私

は、ぜひ続けて、よい方向に、地域のためにフィードバックできる形でというのを考えた

いと思います。 

（伏見会長） 

 ありがとうございました。基本的に方向性としては特に問題ないのではないかという意

見が多いと思います。よろしいでしょうか。特に今回は決めるということではないと思い

ます。意見が出尽くしたと思いますので、済生会神奈川県病院様につきましては、本日は

どうもありがとうございました。 

 続きまして、済生会若草病院様についての意見交換に移りますので、事務局の方はご案

内をお願いいたします。 

（関係者移動） 

（伏見会長） 

 よろしくお願いいたします。それでは、５分程度でご説明をよろしくお願いいたします。 

（済生会若草病院） 

 若草病院院長の鈴木です。よろしくお願いします。事務部長の森です。お願いします。 

 若草病院は、横浜大空襲で消失し、金沢区に一時移転した済生会神奈川県病院が神奈川

区に戻った後の病院を急性期病院として継続診療してきましたが、東邦大学の医師の引き

揚げに伴い、急性期病床のみで運営することが難しくなり、急性期から慢性期まで５種類

の病床で運営していました。しかしながら、地域医療構想が発表され、病院機能を集約化

することが求められ、病床の転換に取り組んでいたところ、2017年７月の時点では障害者

病棟を一時的に一般床に転換していたため、199床中129床が急性期病床と判定され、診療

実績が特に少ないＡ区分の急性期病院と判定されました。その後も病床の転換を進め、現
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在は地域包括２病棟、回リハ１病棟、一般１病棟からなる、回復期機能主体の177床にダ

ウンサイジングした病院として運営しております。 

 今回、国から求められている2025年プランの見直しに当たっては、４つの点を考慮しま

した。１つ目は、若草病院の入院患者の６割を占める金沢区の人口動態ですが、今後、人

口減少と高齢化率の上昇が見込まれており、病床のダウンサイズと回復期機能の拡大が求

められています。２つ目は金沢区の医療機関の状況ですが、横浜市立大学附属病院、横浜

南共済を初めとして、急性期病床が76.9％存在し、急性期病床の転換が必要と思われます。

３つ目は今後の医療需要ですが、2025年の金沢区の病床推計では回復期病床、慢性期病床

の不足が推測されています。４つ目は若草病院としての病院機能のあり方です。若草病院

は、かつては本格的な救急症例に対応していましたが、現在は主に急性期病院からのポス

トアキュート症例、中等症・軽症救急のサブアキュート症例を多く受け入れており、訪問

診療も行っています。これまで急性期病院から病床転換を進めてきており、今後も回復期

機能の病院として、地域包括ケアシステムを実践していくことが、地域における若草病院

のあり方と考えております。 

 以上、４つのポイントに基づき、今回の2025年プランの見直しについては、さらなる地

域包括ケアシステムの展開のため、2017年度プランで急性期機能とした病棟を、今後の医

療情勢や地域のニーズを捉えながら、回復期機能の病棟に転換することを検討していきま

す。以上です。 

（伏見会長） 

 どうもありがとうございました。それでは、今のご説明についてご質問・ご意見等があ

りましたらよろしくお願いいたします。平原委員。 

（平原委員） 

 ご報告ご苦労さまでした。ちょっとお伺いしたいのですが、今、金沢区のあのあたりは

病院銀座みたいな、急性期病院が幾つもありますよね。循環器呼吸器病センターがあって、

市大病院があって。今、現実にそういう病院とのやりとりでどのぐらいの患者さんが来て

いるのかという状況、あるいはどんな動向かというのはあれですか。データがありました

ね。失礼しました。 

（済生会若草病院） 

 先ほど言いましたけれども、横浜南共済病院と大学病院の急性期治療を終わった患者さ

んが非常に多く来ていまして、2018年度は大学病院から206件、南共済病院からは314件と

いう数が来ております。2017年度と比べると、全体で85件ふえてきていますので、そうい

う急性期・高度急性期からのポストアキュートとしての実績はずっと積み重ねてきており

ます。 

（平原委員） 

 ありがとうございます。私も前は金沢区の市大病院に勤めておりまして、本当に大学病
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院からなかなか患者さんが外に行けない状況がありました。なかなか条件がいろいろと難

しいですよね。不安定な状態でお年寄りですと、やはりなかなか受け入れてくれるところ

がありません。済生会の若草はそういう患者さんたちを結構よく受け入れてくれていて、

これは多分、南共済も同じ状況かなと思います。ある意味、424病院というのは非常にブ

ラックボックスの中で決められていて、それぞれの病院がその地域の中でどういう実態で

どのように動いているか、今ブロック会議で病院協会はすごく具体的に動いてくださって

いるので、わかりながらやっているからいいのではないかと思いますが、なお一層それを

可視化しながら、どういう機能がどのように動いているかというのをよく見ながらやって

いくのが一番やり方としてはいいのではないかと思います。 

 私自身、今回のこれが気になったので、市大病院とかにちょっと聞いたのですが、本当

にそういう意味では役に立っている病院なので、ぜひこういう形で再編成を進めていって

いただければありがたいという形で、なくなったら困るということは言っていました。そ

れは多分、ブロック会議でも伝わっているのではないかと思います。ぜひそこは、医療資

源の人材がいるわけですから、その人たちがその地域の医療の中で必要なニーズにぴった

り合うような形で、病院側が上手にドライブされていくことを期待したいと思います。以

上です。 

（伏見会長） 

 ありがとうございました。益田委員、お願いします。 

（益田委員） 

 横浜市立大学の益田でございます。先ほど平原先生も言われましたが、横浜市立大学附

属病院からはかなり多くの患者さんを引き受けていただいており、非常に感謝をしていま

す。病院を運営するに当たって、病病連携で高度急性期から回復期で患者さんを受け取っ

ていただける病院をいつも探し回っている状況がありまして、その中では、若草病院さん

には非常にいつもお世話になっているので、ここで感謝申し上げたいと思います。 

 それから、これは今回お見えになった両病院に言えることですが、きょう配られた資料

２－１の４ページ、概要の①にＡ区分というのがあり、９領域で診療実績が特に少ない場

合という括弧があります。実は私どもは病院を２つ持っているのですが、附属病院、セン

ター病院ともに、僻地はだめだと。これはわかっているのですが、センター病院は心疾患

でＡがついています。私はこの当時、副病院長でいたのですが、附属病院よりもはるかに

センター病院のほうが心疾患のアクティビティーが高かったにもかかわらず、センター病

院にＡがついている理由がよくわかりません。ということで、今回の厚労省の判定そのも

のがどうやってなされたかというのが非常に疑問なので、誰か教えてくれないかなという

状況があります。この１回だけの発表で、特に2017年の１時点だけで決められたものに対

して、早急に判断するのは難しいのではないかと考えています。以上です。 

（伏見会長） 
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 ありがとうございました。おおむね方向性としては特に異議はないという意見が多いで

すが、ほかに意見はありますか。よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

（伏見会長） 

 それでは、皆様、さまざまなご意見をありがとうございました。済生会病院様、本日は

どうもありがとうございました。事務局のほうでご案内をお願いいたします。 

（関係者退室） 

 

（３）基準病床数の見直しについて（横浜） 

 

（伏見会長） 

 それでは、次の議題に移りたいと思います。続いて議題２（３）基準病床数の見直し検

討について、事務局からの説明をお願いいたします。 

 

（事務局から資料に基づき説明） 

 

（伏見会長） 

 ありがとうございました。ただいまの事務局からの説明につきまして、ご質問・ご意見

等がありましたらよろしくお願いいたします。 

（水野副会長） 

 今回、病床利用率を0.83ということでやっていただいたのですが、１年の中で最高の病

床利用率というのはどのぐらいだったのでしょうか。これは１年間の平均ですよね。違い

ますか。平均ではありませんか。 

（事務局） 

 １年間平均の病床利用率になります。 

（水野副会長） 

 その中で、実際の値として一番多かったのは何％ぐらいだったのでしょうか。 

（新納副会長） 

 その質問に関しまして横浜市病院協会は、厚生労働省に病院報告で出したものと同じも

のを、１年間全87病院の回答を得ています。これで平均しますと82.22％ですけれども、

20ページの真ん中の段で最大86.76％という数字が出ています。１年間のきちんとしたデ

ータですから、最大はこれだと思っていいと思います。 

（水野副会長） 

 どの辺であれしたか、また検討しなければいけないと思いますが、12ページで川崎北部

が0.84で計算しています。横浜のほうは0.83で来ているのですが、最高をお聞きしたら
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0.86まであるということでした。ここに書いてあるように、１％で280床ぐらい変わって

しまうので、0.1からだと28床ぐらい変わるのですよね。ですから、その辺をどのように

解釈するかというのは、やはりこういう会議なり検討会でやってからやっていただいたほ

うがわかりやすいかなと。我々としては現状として、基準病床と既存病床の差は、実態と

して一般の方にはマイナス部分は足りないととられやすいのですが、実際の医療現場では

そんな感じはしません。また、看護師さんやパラメディカルがいなかったらできないので、

むしろ許可してしまうと、あるいはできると思われてしまうと、それだけの人材がいない

と既存の病院にかなりの影響が出てきてしまうというように、いろいろな問題もあります。

数字がひとり歩きして、前回の最初で1098床と聞いたときはびっくりしてしまいましたが、

その辺の実態というものをもう一回見て、病院協会とも相談して、このケースはどうする

のかということも検討したほうがいいのかなと思います。 

（新納副会長） 

 もう一回20ページを見ていただきたいのですが、我々病院は、一番下の段で病床利用率

の向上についてということで、今後、病床利用率を高めたいところが87病院中80病院です。

それから、高めたいけれども高められないのが結局、右側のクエスチョン２のところで、

人材不足が33病院。それから、入院患者が確保できないという。ですから、皆さんが必要

と思っているほど、そんなに患者はいないのです。実際問題、患者はいないという現場感

覚です。それから、利用率を上げたいけれども上げられない。それでも最高では86.76％

まで上げられています。これを基準にして考えたほうがいいのではないかと思っています。 

（水野副会長） 

 １％上がれば約300床弱の病床が要らないということになるので、既存のものを使えば

それだけできるということです。そういった病院の努力というものを加味して我々はやっ

ていかなければいけないのではないかと思うので、この辺の件数についてはもう一回検討

していただきたいかなと思います。 

（伏見会長） 

 今、病床数について、基準病床数を上げる必要はないのではないか、あるいは推計につ

いては見直してもいいのではないかというようなご意見が出ましたが、ほかにご意見はあ

りますか。修理委員。 

（修理委員） 

 病院協会のほうから最大値で86.76％という病床利用率が出ているのですが、実際のと

ころ、県としては使うつもりがあるのでしょうか。 

（事務局） 

 医療課副課長の市川です。私のほうから今の関係についてご説明したいと思います。第

６次保健医療計画の策定時までは、先ほど資料をごらんいただいたとおり、国から示され

る基準に基づいて基準病床数を算定しました。第７次計画の策定時から地域の意見を踏ま
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えて、より実態に近い病床利用率を使おうということで、病床利用率については病床機能

報告の病床利用率を基本とするということにしてきました。かつ、この横浜地域について

は、必要病床数と基準病床数の乖離が県内でも特に大きいのではないかということもあっ

て、毎年度最新の人口を反映していこうと。この辺が前置きの部分です。 

 前回の会議で、議論のため速報値をお示しして、その後精査した結果が本日修正という

ことになってしまって、我々としてもそのあたりはもう少し調整して厳密な数値を出して

いきたいと思っていますが、どうしても精査するのに時間がかかることもございます。県

としてもこういったこと自体は不本意なので、できる限りそうしたことがないように調整

していきたいと考えているのですが、先ほど担当のほうからも説明したとおり、どのよう

に報告いただきたいものなのかということは、しっかりと説明できるようにしていきたい

と思っています。 

 今ご提案いただいた、病床利用率をどうしていくのかということについて、最大をどう

するかということですけれども、県としてまずここで言っておきたいのは、ただちにそれ

を採用できるという状況ではないと考えています。というのは、やはり一方で病床を運用

されている方たちの立場としては、そういうご意見はわかりますが、病院に入りたいと思

っている方たちのご意見もあるかと思いますので、そのあたりを平均的に調整していかな

ければいけないということもあります。いずれにしても、ただちに今のこの段階で結論が

出るわけではないですし、もう少し関係する方たちと膝詰めで話をさせていただきたいと

いうこともあるので、別に調整する場を設けて調整させていただき、また次回の調整会議

でご報告させていただければと考えています。県の考えは以上になります。 

（水野副会長） 

 きょう健康福祉局の方が来ていないので聞けないのですが、いつも非常に不思議に思っ

ているのは、11ページの「試算に利用した人口の推移について」で、65歳以上は幾つ、総

人口は幾つになると。これは簡単に出ます。ただ、今まで使っていた65歳以上、あるいは

75歳以上の方の人数がふえたときの入院必要数というのは、ずっとそれが使われているの

ではないかと思います。例えば、横浜ですと10年ぐらい前から健康指導、健康教育、いわ

ゆる病気にならないように、あるいは入院しない、要介護にならないようにという事業が

ずっと行われていて、そちらのほうでも効果が出ていると発表しています。健康な人がど

んどん途中でふえているということは、入院する必要のない人も多くなっていると。そう

いうものが病床のところに加味されているのかどうか。市民の税金を使って、横浜体操と

かいろいろな事業をやっていますし、それから今度は国のほうも100歳まで総人口が働こ

うというときに、入院している人が多くなったら働く人がいなくなってしまうのだから、

そういうのも少ないということがわかってきているわけです。そのように高齢者がふえて

も入院する人が少ない施策をずっととってきて、その効果が出てきているはずで、そうい

うのがこの数値の中に加味されて必要数を出しているのかどうか。健康施策によってどれ
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だけ介護なり入院する人が減っているかというデータを健康資料で出してあるのですが、

それがこの地域医療構想の中に加味されているのかどうか、非常に不思議です。そこをや

らなければ、ただ単にそういう数で、今までの統計なり推計値でもってやるということは

ちょっとおかしいのではないかと思いますが、どうでしょうか。 

（伏見会長） 

 事務局のほうで入院受療率の変化はどのように対応しているかということですけれども。 

（事務局） 

 基準病床数の計算式上は、在宅医療等対応可能数という数字がございます。そちらは、

療養病床の入院患者のうち、医療区分Ⅰの方の70％は在宅医療で対応するということで、

計算式から省いた形で基準病床数を算定しております。 

（水野副会長） 

 いや、そうではなくて、僕はそれを聞いているのではない。 

（伏見会長） 

 入院受療率のほうのお話ですが、その点については。 

（水野副会長） 

 それは変化しているわけですよね。実態としても、周りで同じ年代で入院しているやつ

は減っているのです。 

（事務局） 

 今ここで細かくお示しするだけの情報がないので回答はできませんが、第６次から第７

次の計画を策定する段階で、一定の調整はあったと聞いております。ただ、今、水野委員

からお話があったことが、事細かにどれだけ反映されているのかということまではお答え

できるかどうかわかりませんので、その関係につきましても別途調整する場で調整できる

ことは調整させていただければと思っております。 

（小松委員） 

 県医師会の小松です。19ページに基準病床数の算定式が書いてあります。横浜、川崎北

部、横須賀に関しては乖離が大きいということで毎年見直そうとしたのですが、その中で、

人口と病床利用率だけを変えて計算してみると、例えば横浜の場合だと、病床利用率が

１％下がると約300床のベッドが足りないという、ものすごくおかしなことになってしま

います。一般病床であれば、分子に来ている一般病床退院率が下がったり、平均在院日数

が短くなったりという要素もあって、病床利用率が下がるということです。だから、この

２つのパラメーターだけをいじると矛盾した結果が出てしまうと。もともと前回基準病床

を算定したときに、この退院率とか受療率、平均在院日数は全部、患者調査から持ってく

ると思います。平成29年の患者調査がもう出ているので、本来であればそれを更新すれば、

また数字は変わってくるのだろうと思います。 

 恐らく来年、次の基準病床数を見直すという作業が全県的に出てくるので、そのときに
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はこの話ばかり延々としていてもきりがないということと、今回、横浜市の病院協会で出

してくださった20ページの資料は、やはり我々の肌感覚にぴったりです。季節変動もある

し、現場は実際にこういう状況で、例えば一般病床で86％あるけれども、病院として運営

していくためにはもっと利用率を高めたいという思いがあるということが一つです。 

 あと、何よりも医療従事者が足りないということもすごく深刻な話題ですし、さらにこ

こからの５年、６年というのは、今までは看護師が足りない、介護職員が足りないという

話ですけれども、これからは働き方改革で医師をどうするんだという話がもっとシビアに

なってくると思うので、そういう意味で言えば、できる限りベッドをふやせばいいという

話ではないという方向で議論していかないと、ベッドをふやして、病院をふやして、働く

場所をふやして人を散らすということは、現実的に言うとあまりいい策ではないと思って

います。 

 この式に関して、あとは横浜も来年、全県で見直した後、毎年これを見直すという作業

にどれだけ意味があるのかとはやはり思います。３年に一遍ぐらいにしないと、例えば去

年、800床ぐらいこちらで振りましたよね。その病棟や病院は今どういう稼働になってい

てどういう状況になっているかというのは、行政のほうでどれぐらい把握されていますか。

横浜市のはわかりますか。 

（伏見会長） 

 事務局、お答えできますか。 

（事務局） 

 先日、来年度の病床をどうするかということでも議論になっていましたが、これから検

証していくことになっていくので、数字として今、把握しているものはないと聞いていま

す。 

（小松委員） 

 実際は毎年見直しても、把握も反映も１年だとなかなか難しいと思います。１年でどう

なっているかというよりは、病床を割り当てて、それが実際に稼働して、地域として狙っ

たとおりの効果を発揮しているかどうかは、３年に一遍ぐらいでないと無理だと思います。

もともと基準病床は、６年に一遍ぐらいで評価するのが、毎年やっているとこの話で延々

と調整会議の時間も食ってしまうので、そのあたりを含めて、県にも要望していますから、

詰めていければなと県の医師会としては考えております。以上です。 

（修理委員） 

 今、小松先生から３年に一遍とか６年に一遍というお話がありましたが、もともとこれ

が入る前は５年に一遍でした。地域医療構想ができて、県の医療計画に倣うような形で横

浜市も保健医療プランをつくって、その中で病床数を決めなければならないといったとき

に、３年に一遍とか６年に一遍だと、例えばそのときに大きい数字が出てしまったときに

変えようがなくなってしまうわけです。これはあくまでも当時の横浜市の試算ですが、地
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域医療構想では7000幾つというのが出たけれども、横浜市が独自に最新のデータでやった

ところ、3300床という数字が出ました。それを変えられない形は甚だよろしくないのでは

ないかという議論が当時あったものですから、それであるならば、毎年基準病床を最新の

データに基づいてやるのがいいのではないかと。そちらのほうがリーズナブルでしょうと

いうお話で、少なくとも病院協会とか医師会などの医療関係団体と合意したお話なので、

小松先生のご意見はわかりますが、横浜市としては、毎年見直しをするということについ

ては変更していただきたくないと思っています。 

（小松委員） 

 修理先生、毎年見直すようになったという経過自体はもちろん私も了解しています。た

だ、結局毎年の見直しをやってみた結果として、なかなか反映できなかったりという部分

があるので、今後、毎年見直すという方法がいいのか、もう少し３年に一遍ぐらいがいい

のかということを、基準病床のことを来年度考えるときには考慮してもいいのではないか

という私の意見です。というのは、入院受療率とか平均在院日数も想定を上回るスピード

で確実に今、数字が下がっているという部分があって、なかなか従来どおりの計算式だと

反映できないのかなとも思っていたので、そういう意見を述べました。以上です。 

（水野副会長） 

 あと、前は５年に１回で極端に大きい数字が出てきていたので、これはまずいというこ

とと、それからもう一つ、毎年やっていかなければいけないのは、やはりいろいろな意味

で、許可された病床を県のほうではつかんでいないという話ですが、大体地元ではつかん

でいます。どのぐらいできてどのぐらいできていないというのは、横浜市内だと大体その

程度まで全部わかっています。それが一つと、あと、現状の中で人材不足によって閉鎖し

ている、あるいは入れていない病床というのが結構あります。これも今後ふえてくる危険

性があります。それも見なければいけません。もう一つは、ある精神科の病院や何かでも、

将来的には病床を変えたいという申し出も出ています。横浜市内では精神科病床が結構余

っていて、2000床ぐらいあります。地域医療構想で約束してやらなくてはいけないのは、

精神科病床をやめて変える場合は、一旦県に返上しなければいけません。返上して、新た

に調整会議で認めてあげればまたできます。 

 だから、そういうことは事前に病院協会、あるいは精神科の病院協会、さらには医師会

等で話して、新しくつくるのではなくて、地域に本当に必要なものを考えて対応していく

というような施策をしていかないとだめですから、毎年聞いて、ある程度医療の方向性を

固めて、横浜の場合は今のところ、何とか行政とも病院協会とも話し合って１年ごとのや

り方で見ていこうということでいかないと、とんでもないことになってしまいます。ぜひ

とも今後、調整会議でそういったところまでの検討も、地域での精神病床なり他病床のこ

とも考えていかないといけないのではないかと思っていますので、やはり１年ごとにしっ

かり見ていきたいと思っています。 



15 

 

（伏見会長） 

 ありがとうございました。皆様からいろいろなご意見をいただきまして、特に数値の見

直しだとか精査についてのいろいろな要望があったと思います。その部分について、事務

局で再度資料等を用意いただいて、次回の第３回で最終的な地域の意見の取りまとめに入

りたいと思いますので、きょうの議論はこの辺にしたいと思いますが、よろしいでしょう

か。 

（益田委員） 

 病院協会の方に聞きたいのですが、医師の働き方改革が始まったときに、病院協会とし

ては全然問題ない状況にあるのですか。 

（新納副会長） 

 そんなことはありません。 

（益田委員） 

 何が言いたいかというと、前も多分言ったと思いますけれども、人材確保の問題で医師

確保という話になったときに、厚労省は医師の働き方改革を本気でやるつもりみたいなの

で、さっき門倉委員とも話したのですが、本当に施行されてしまうと、例えば私たち大学

病院としてはどうしたらいいのかなというのがあります。同じアクティビティーをキープ

するのであれば、派遣人材を引き揚げる、もしくは今、兼業で出している人間は引き揚げ

ないといけません。なぜかというと、兼業時間も、今は労働時間にカウントしていません

が、カウントしてくださいと言われているからです。それか、今のまま地域に医師は派遣

するけれども、大学病院のアクティビティーを下げる、急患は断るという方法ぐらいしか

今のところ思いつきません。大学病院関係だけでも、神奈川県内の４大学病院以外にも門

倉先生のところとか日医さんとかもあるので、働き方改革が始まったときにどのくらい地

域に影響が出るのかというのは、神奈川県さんが把握されていないと、この議論は机上の

空論になってしまうのではないかなと思っています。 

 厚労省の担当の方に聞くと、２年後ぐらいには病院の形をちゃんと決めなさいと。どう

やって働くかを決めなさいと。４年後に実施されるけれども、２年後には決めなさいみた

いなことを言われています。多分、この調整会議そのものは、神奈川県全体で患者さんに

どうやってちゃんと医療を提供するかというのを検討する一番重要な会議だと認識してい

るので、その数値もある程度見通しを立てていただいたほうがいいのではないかと思いま

す。私たちもどうなるかよくわかりませんが、その数字もカウントした上で、患者さんに

ちゃんとした医療を提供するためには、どのぐらいのベッド数、どのぐらいの医師数を、

当然看護師さんとか薬剤師さんとか、従事者をそろえないといけないのですよねという数

を出さないと、１つだけ話をしていても実際には実行できないのではないかと危惧してい

ます。お願いだけです。 

（伏見会長） 
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 益田委員の三位一体改革の話は国のほうで進めていることなので、非常に重要なテーマ

だと思います。ただ、きょうの時点では特に資料とかがありませんので、その分について

は今後資料を用意していただいて議論を進めていくという形にしたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

 

（４）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 

 

（伏見会長） 

 それでは続いて、次の議題に移りたいと思います。議題２（４）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ということで、事務局からの説明をお願いいたし

ます。 

 

（事務局から資料に基づき説明） 

 

（伏見会長） 

 ただいまの事務局からの説明につきまして、ご質問・ご意見のある方、よろしくお願い

いたします。水野委員。 

（水野副会長） 

 14ページに、地域包括ケアシステムの構築のために必要な診療所の要件と書いてありま

すが、地域包括ケアシステムの構築のために必要な有床診療所というのは、地域が求めて

いるものです。ところが、この要件というのは、つくりたいほうが勝手につくれる要件ば

かりです。こんなばかな要件はないなと。例えば何回とか、あるいは地域の医療介護関係

者による協議の場への、これはどういうのを言っているのか。自分で全部つくれてしまい

ます。それで、２回やりました、３回やりました、１年間で患者さんは４人か５人しかい

ません。でも、この要件は全部、書類上で通ります。自分でつくれてしまうから。こうい

うのはやはりよくないと思います。本当に地域包括ケアシステムを構築するために必要な

有床診というのは、実態としてどういうことをやってきたところかということを周りが認

めてやるということでなければおかしいと思います。アからキもそうですが、勝手に全部

やりたいというところはつくれる要件ばかりです。ですから、必要なものは産科もそうで

すし、これもそうですけれども、きちんと全て調整会議にかけるべきと私は思います。 

（伏見会長） 

 ほかにご意見はありますか。平原委員。 

（平原委員） 

 平原です。参考資料５の取扱要領の抜粋で、32ページの第５条が許可を要しない診療所

に関して、「必要に応じ病床の適切な運営について指導を行うものとする。また、許可を
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要しない診療所に該当しないと認められる場合は」と書いてありますが、これは実際に動

く仕組みになっていますか。第５条の指導というのは、現実にはどういう動き方をするも

のになっているのでしょうか。 

（伏見会長） 

 事務局への質問だと思いますが、いかがでしょうか。 

（事務局） 

 実行できるのかどうかというご質問でよろしいですか。 

（平原委員） 

 必要に応じというのはどういう状況で、実際にそういうのが機能しているのかどうかを

知りたいです。要するに、アウトカム評価ですよね。制度をつくるときに、こういう仕組

みを通ったらつくっていいですよと。でも、つくった以上は、ちゃんとそれがそのとおり

にやっているかどうかを検証しますよというのが多分この指導という文言だと思うのです

が、どういう機能の仕方をするのかがわからないです。 

（事務局） 

 事務局からお答えします。現在の形式要件がかなり緩いという中で、それに対応した形

で指導という条項がございますけれども、今後、要件についても厳しくしていくというこ

とを踏まえまして、指導もより実態に即した形で行っていければということでご提案させ

ていただいております。なので、これまでは要件を踏まえた指導を行っているということ

をご理解いただければと考えております。 

（平原委員） 

 多分そう言わざるを得ないのだろうと思いますが、424病院の話もそうですけれども、

結局わからないところにブラックボックスがあって、ぽんと出てきた表があるわけです。

これがこうなんだという話で我々は受け取らざるを得ないのですが、現実にはそこに患者

さんがいて、医療人がいて、医療機能があって、施設があって、それで動いているわけで

すから、本当にそれが動いているかどうかという実態を調べないといけません。さっきも

議論に出ていましたが、多分それがきちんと動いていないから、国がああいう制度設計を

して、無理やり動かそうとしているわけです。でも、実際に我々の医療現場は、実際の医

療ニーズに対してどう動くのかという、逆にそれをきちんと可視化して、アウトカム評価

をしていくような形をできる限りとっていかないと、患者さんも最終的には困るのではな

いかという気がします。ぜひそこいらのところをよろしくお願いしたいと思います。以上

です。 

（伏見会長） 

 ありがとうございました。ほかにご意見はありますか。修理委員。 

（修理委員） 

 ２点ばかり質問です。１点目は、取扱要領がこのとおりになったとしたら、全県でこれ
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が適用されるということでしょうか。つまり、構想区域が神奈川県内に幾つかありますの

で、例えば横浜区域だけはこれからこれが適用されない、つまり除外していただける、要

らないということですよね。要するに、許可を要しない診療所の取り扱いについては、横

浜だけは除外していただけるというようなことがまず可能なのかどうかということが１点

です。 

 ２点目は、これは要件をひたすら厳しくしているだけで、例えば事前協議が行われる場

合と行われない場合に分けていますが、事前協議が行われる場合というのは、基本的には

病床配分を前提としていますよね。でも、病床配分がない年については、自動的に事前協

議が行われない場合に移行するのかどうかということが、いまいちよくわかりません。病

床配分が行われないときに手を挙げれば、何となく割合すっと行ってしまうような感じも

します。その辺のことがはっきりしていないので、あくまでも病床配分をする事前協議を

原則とするのであれば、少なくともその中で要件は自治体ごとに定めていくと思いますか

ら、ここにあるような地域包括ケアシステムの構築のために必要な診療所の要件そのもの

が要らなくなるのではないかなと思います。実際に横浜で病床配分を行ったときには、横

浜独自で要件を定めてそこで議論していますので、その議論の中において、要件というの

があらかじめなくても、少なくともおかしいところは排除できると思いますから、どうで

しょうということです。 

（事務局） 

 ご質問いただきました２点についてお答えします。まず１点目、今回、県としてローカ

ルルールを考えていますが、全県で考えるのか、あるいは構想区域別に考えるのかという

ことについては、理論的には構想区域別に考えられますけれども、事務局としてのご提案

としては、構造的に同じような問題を抱えているのではないかと考え、全構想区域で一旦

は同じ内容でご提案をさせていただいています。できましたら県下統一のより実態に即し

たルールがつくれたらと考えております。 

 ２点目の、事前協議が行われない場合の位置づけはいかがかというご質問をいただきま

した。本来は病床は、診療所であっても病院であっても事前協議ということが原則である

中で、病床が過剰な地域であっても、地域包括ケアですとか分娩であれば、有床診療所に

ついては病床がつくれるという特例の仕組みを国がつくったということでございます。こ

の仕組みにそういう位置づけがあるため位置づけざるを得ないと考えておりますので、事

前協議が行われない場合についても受付自体はしていく必要があるのかなと考えておりま

す。時期については行う場合、行われない場合についても同じにできればと考えておりま

す。あとはその要件をより具体化して絞り込んだ上で、地域ごとの調整会議で需要に即し

ているのかどうなのかということを突き詰めていければと考えております。以上です。 

（水野副会長） 

 本当は、通る通らないは各医療圏というか、地域医療構想ごとのほうがいいのではない
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かと思います。その前に今回いろいろ厳しく条件をつけていただいて、クのア、イ、ウを

満たしてエかオかということですが、これは地域の在宅関係のことを全部言っていますよ

ね。ところが、前のほうを見ていただくと、31ページの第２条で、「許可を要しない診療

所は、次のいずれかに該当し」と。こんなばかなことはあるのか。例えばアの「在宅療養

支援診療所」をとるのであれば、ウで「患者及びその家族からの電話等に問合せに対し、

原則として当該診療所において、常時（24時間）、医師あるいは看護師が対応できる体制

がとられている診療所であって」と。こんなのは当たり前ですが、この文章だとアからキ

のどれかに該当すればいいということになってしまうので、こんなおかしなあれはないと

思います。ですから、根本から考えて、自己申告で全部通ってしまうのであれば、全く本

末転倒な有床診療所ができる可能性が十分にあります。やはりきちんとした、そういった

意味でも、要綱を最初のほうから全部見直さなければいけないし、さらにそれができない

のであれば、とりあえずは地域医療構想調整会議へ事前協議で出してもらうというように

したほうが間違いないのではないかと思います。どうでしょうか。この要領の31ページは

非常におかしいと思います。 

（事務局） 

 事務局からお答えいたします。既存の取扱要領にございます31ページのアからキの要件

につきましては、国からの通知を踏まえた全国標準のルールでございます。神奈川県とし

ての問題意識としては、水野委員がおっしゃるように、緩いのではないかという考え方を

持っております。本則では、「地域における医療需要を踏まえ、必要とされる診療所」と

いう書きぶりがございます。ただ、このアからキの中身を見ていきますと、アについては、

在宅療養支援診療所の施設基準の届け出を行っていればよいと。イからキについては有床

診療所の入院基本料１の要件を満たしていればほぼ通ってしまうという外形的なものでご

ざいます。国としては有床診療所の機能の活用を図っていこうという政策的な意味合いが

あったかと思いますが、この要件ですと、診療報酬上の位置づけをクリアすれば、実績を

問わず通ってしまいます。 

 ただ、これは国の通知を踏まえているので、もともとある部分を触ることができないと

すれば、さらに県としてローカル、上乗せですとか横出しですとか、そういった技術的な

方法で、まず入り口の要件をより厳格にしていければと考えております。それで、今回に

ついてはどれか１つということではなくて、14ページに点線囲みで掲げさせていただきま

した（ア）から（オ）までの要件を複数満たすということでお示しさせていただきました。

まだまだ抽象的なところもございます。これについてもう少し具体化したほうがよいので

はないかということを、今後させていただきますアンケートも含めて、忌憚のないご提案

をいただければ、それを反映できればと考えております。 

（水野副会長） 

 これはまだ決定ではないということでよろしいですか。 
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（事務局） 

 今回で決定ではなく、第３回での調整会議の議論も含めて煮詰めていければと考えてお

ります。 

（伏見会長） 

 要領の第２条は変更しないということになるわけですね。第２条の中に「次のいずれ

か」ということが書いてありますが、この文はいじらないということですか。 

（事務局） 

 第２条のアからキまである部分は、全国共通のものなので、これは維持した上で、さら

に加えていくということで考えておりまして、14ページにあるように、アからキについて

は現行のとおりとしつつ、クとして要件を加えていくということです。 

（伏見会長） 

 ただ、第２条で「次のいずれか」と書いてあるので、幾ら加えても条文上は条件を絞る

ことにはならないのではないですか。 

（事務局） 

 本則の「いずれか」につきましては、クの要件を加えることと整合するような形で検討

したいと思います。 

（伏見会長） 

 わかりました。ほかにご意見はありますか。小松委員。 

（小松委員） 

 この有床診の話も、さっきあった公立・公的424病院の話もそうですが、結局、国から

全国一律でどんと降ってくると、国が目指すものに対しての親和性が神奈川は非常に悪い

です。結局、ベッドを減らしたいからいろいろな理由をつけてどんとおろしてくるものが、

神奈川の場合はまだ患者さんもふえるし、ベッドがもうちょっと要るのか要らないのかと

いうことだから、議論もマッチしません。有床診に関しても、どちらかというと人口も減

って病院も減っていく地域で頑張っている先生が在宅も含めて、例えば北海道とかで、周

りに医療機関が全然ないところで新たに頑張って始めた先生がいるときに、圧倒的に病床

過剰な地域だから、そこにベッドがあるとすごく有効に回るけれども、ルール上は有床診

ができない。そういうケースに対して、比較的インスタントにできるような仕組みをつく

ったと。 

 ただ、それは神奈川においてだと、あまりそういう想定はできなくて、むしろ地域に資

するというよりは、自分と自分のグループの施設に資するような有床診ができてしまうと

いうような矛盾があるので、そのためにとにかく調整会議にひっかけて議論するというこ

とと、31ページに書いているアからキまでの国が言っている基準というのは、在宅療養診

療所の届け出さえ行っていれば、ほかは満たしていなくてもいいわけですよね。自薦であ

って、実績もかなり緩いので、書きぶりとしては第２条をうまく書かないと、「アからキ
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のいずれかに該当し、かつクの条件を満たすこと」ということですよね。 

 結局、医療法上こういうのができてしまったから、多分、申請自体は絶対に受け付けな

ければいけないけれども、認めるかどうかは調整会議でという、神奈川ではこういう関門

を幾つかつくろうと、そういう趣旨だと思います。全国的にいうとこういうことがマッチ

するところもあるのでしょうけれども、神奈川だとあまりマッチしないなという印象です。 

（伏見会長） 

 ありがとうございました。いろいろな意見が出ましたので、事務局のほうでさらにまと

めて、引き続き検討をよろしくお願いいたします。次の議題に行きたいと思いますが、よ

ろしいでしょうか。 

 

その他 

 

（伏見会長） 

 議題２（５）は最後にしますので、その前にその他について、委員・事務局から特に何

かありますか。よろしいですか。 

 それでは、議題２（５）医療法第７条第３項の許可を要しない診療所については、冒頭

でお諮りしましたとおり、非公開とさせていただきます。恐れ入りますが、傍聴の方はご

退室をお願いしたいと思います。なお、非公開の議事終了後は閉会の流れとなりますので、

ご了承いただきたいと思います。 

 

閉 会 

 

（事務局） 

 伏見会長、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、まことにありがとうございました。本日の議論を踏まえて今後の取り組

みを進めてまいります。 

 次回の日程についてご案内させていただきます。次回は１月31日を予定しております。

資料５は回収いたしますので、卓上に置いたままでお願いしたいと思います。また、お手

元の地域医療構想のピンクのファイルは次回の会議で使用しますので、お持ち帰りになら

ないようお願いいたします。 

 これをもちまして、本日の会議を終了させていただきます。まことにありがとうござい

ました。 


