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令和元年度第３回横浜地域地域医療構想調整会議 議事録 

 

日時 令和２年１月31日(金) 

場所 横浜市医師会会議室 

 

開 会 

 

（事務局） 

 それでは、ただいまから令和元年度第３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。 

 最初に委員の出欠でございます。本日の出席は座席表のとおりでございます。なお、松

島委員、三角委員、古賀委員、益田委員からはご欠席とのご連絡をいただいております。

また、高井委員の代理として、神奈川県医師会副会長の宮川様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10

名お見えでございます。 

 また、本日の議題のうち、２（１）につきましては、国からの通知によりまだデータが

確定されておりませんで、データが確定されるまでの間は議事内容や再検証要請対象医療

機関に関する情報を公開しないよう求められていることから、当該議題について非公開の

扱いとさせていただきたいと思いますが、ご意見はありますでしょうか。 

（異議なし） 

（事務局） 

 ありがとうございます。それでは、議題２（１）につきましては、非公開とさせていた

だきます。なお、お手元の参考資料２－１から２－２、19ページから始まっておりますが、

こちらの資料につきましては、再検証の対象となった医療機関名が具体に掲載されており

ます。ですので、こちらにつきましては非公開の議題ではそのまま取り扱いますが、公開

の議題になりました際には具体的な病院名についてはご発言いただかないようご注意いた

だきたいと思います。なお、一般傍聴者向けの資料につきましては、該当医療機関名につ

いては墨塗とさせていただいております。なお、傍聴者は当該議題終了後の入場とさせて

いただきます。 

 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。あわせて、今回非公開とする議題につきましても、将来的

な会議記録の公開を視野に入れて準備を進めさせていただきますので、ご承知おき願いま
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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

たします。 

（伏見会長） 

 わかりました。それでは、早速これより議事に入ります。円滑な議事進行にご協力をよ

ろしくお願いいたします。 

 

議 題 

 

（伏見会長） 

 以後は公開の議題となりますので、傍聴者を入室させてください。 

（傍聴人入室） 

 

（２）重点支援区域について【資料３】 

 

（伏見会長） 

 よろしいでしょうか。それでは、２（２）重点支援区域について、事務局からの説明を

お願いいたします。 

（事務局） 

（説明省略） 

（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いて、ご質問・ご意見等が

あればお願いいたします。新納委員。 

（新納副会長） 

 質問ですが、上の四角囲みの中で、地域医療構想の実現を図る観点からということで、

補助スキームは定額補助で国が10分の10と書いてありますけれども、これはダウンサイジ

ングして統合した場合に、建てかえから壊しから全部補助するということですか。10分の

10というのは全額ですか。 

（事務局） 

 資料の中段から下段をごらんいただきますと、現時点での厚労省の資料では、稼働病棟

より病床を削減した病院等に対し、１床当たり病床稼働率に応じた額を交付というような

ニュアンスの記載がございます。いずれにしても定額補助の定額の詳細がまだ明らかにな

っていない部分がございますので、先生のおっしゃっている部分はまだ我々のほうでも正
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確な回答ができないというような現状でございます。 

（新納副会長） 

 そうすると、今のところはベッドの数の分ということですか。建物には全然触れていな

いわけですね。建物を壊す、建てる、全部のことは触れていないのですか。 

（事務局） 

 県の医療課長の足立原です。今の新納先生のご説明ですけれども、通常の国の補助の場

合、例えばベッド１床当たり何百万円とか何千万円とかの単価がつきまして、実質は建設

費です。ただ、よくやるのは、ベッドをつくるときに１床つくると掛ける300万円とか掛

ける500万円と計算するのですが、今回は減らす病床は、例えば100床と100床がくっつい

て200床だけれども、それを150床にしたら50床減らしますよね。50床減らした分は減らし

たよということでお金をつけようというようなスキームという説明です。ただ、これ以上

の詳細は全く我々にも示されていないので、それ以上はわからないと先ほど担当から説明

したのは、こういう状況でございます。 

（新納副会長） 

 わかりました。 

（水野副会長） 

 確認です。横浜地域医療構想の中でこれに該当するところはあるのですか。 

（事務局） 

 お答えします。事務局、私どもとしての見解でございますけれども、水野先生もそうお

思いかもしれませんが、ないと思います。前回の会議でも申しましたとおり、神奈川県全

体、横浜もそうですが、これは皆さんがおっしゃいますけれども、病床だけで見たら増加

します。どれだけ増加するかは別として、今、減らすということはない地域というか県で

すよね。という中で、大幅ないわゆる複数の病院の再編・統合というのは、今のところ私

どもが把握している限りではありません。以上です。 

（伏見会長） 

 ほかにご意見はないでしょうか。今のところのご意見ではこの対象にならないので申請

不要ということになるかと思いますけれども、反対意見とか、ほかにありませんか。そう

しましたら、当会議として横浜地域は申請不要ということで取りまとめさせていただきた

いと思いますが、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

（伏見会長） 

 どうもありがとうございました。 

 

（３）令和２年度基準病床数について（横浜地域）【資料４】 
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（伏見会長） 

 続きまして、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） 

（説明省略） 

（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・ご意見等がありましたらよろしく

お願いします。新納委員。 

（新納副会長） 

 参考資料２－２の24ページをごらんください。基準病床の見直しにつきまして、横浜市

病院協会としましては、一応基準病床の見直しの実施提案については了承しておりますが、

ただし、病床配分については改めて十分な協議を行うことを前提として了承するというこ

とで考えております。実は基準病床の算定については国の方針なので仕方ないのですが、

現場感覚とちょっと違うのではないかと。実際をあらわしていないのではないかと不信感

があります。ですから、我々はやはり2025年に向けてきちんとした病床数とか医療提供体

制も、もう少しきちんと検討して配分については考えたいと思いますので、よろしくお願

いします。一応基準病床の見直しは了承しました。 

（伏見会長） 

 ありがとうございました。ほかにご意見はないでしょうか。特によろしいでしょうか。

それでは、横浜地域では事務局提案の基準病床を見直すということで意見を取りまとめた

いと思いますが、よろしいでしょうか。ご異議はありませんか。 

（異議なし） 

（伏見会長） 

 どうもありがとうございました。それでは、今回の意見に基づき、事務局は必要な作業

を進めてください。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 

【資料５】 

 

（伏見会長） 

 続いて、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、事務

局から説明をお願いいたします。 

（事務局） 

（説明省略） 

（伏見会長） 



5 

 

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

いたします。水野委員。 

（水野副会長） 

 難しくてよくわからないのですが、いわゆる許可のいらない申請を全部満たしていたと

しても、調整会議で否定されたら認められないと考えていいのですか。 

（事務局） 

 事務局から答えさせていただきます。こちらにつきましては、要件につきましては議論

の俎上に上がる要件としてお考えいただければと思います。その上で、調整会議に上がっ

てまいりました案件につきましては、地域の医療需要を踏まえて必要と認められるかどう

かということを個別に議論していただければと考えております。 

（水野副会長） 

 この要件というのは数字的にはどのように解釈するかによって変わってしまうし、ほと

んどがいわゆる自己申告的なもので書類というのはでき上がってくると思います。それ自

体を検証するのは、本当なのかうそなのかというのは、行政のほうではできないと思いま

す。それに関しては地元の調整会議が一番よくわかっているので、そこでこれはちょっと

違うんじゃないのということでもし否決された場合、いわゆる許可のいらない有床診療所

としても認められないと考えてよろしいのでしょうか。その辺がないと、机上の空論にな

ってしまうような気がしてしょうがないのです。というのは、あくまでも許可がいらない

としても病床に加わってしまうわけです。ということは、そこでの地域医療構想調整会議

での病床機能なり何なりというのは非常に不公平になる可能性があるので、その辺ははっ

きりさせていただきたいと思います。 

（事務局） 

 こちらの今回の要領につきましては、本来であれば病床の設置は許可が必要なところ、

許可を要しないで届け出で設置できる特例を適用するかどうかということでございます。

その適用ができるかどうかということにつきましては、地域でもってご議論いただけると

考えております。 

（新納副会長） 

 ６ページ（２）病床整備事前協議との関係性の整理で、地域医療構想調整会議の意見を

踏まえ、神奈川県保健医療計画推進会議において病院等の開設を決定、要するにそこで認

められれば、調整会議というのは単なる意見を出すところであって、調整会議の意見を無

視して推進会議でオーケーすれば通ってしまうということですね。 

（事務局） 

 事務局から補足をさせていただきます。ここの表現が持って回った書きぶりでなかなか

わかりにくいところがあろうかと思います。要するに、これは病床整備の事前協議を行う

場合、特例を使うか、本来の事前協議を行うのかというのは、その地域でもってご選択い
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ただける仕組みを導入したいということでございます。 

（水野副会長） 

 だから、横浜地域がもしこれにかけたほうがいいというのであれば、それでいいわけで

すね。 

（事務局） 

 事務局から補足です。新納先生、水野先生からのご質問、今、水野先生がおっしゃった

のは、今までも全部そうですが一応半ば決定で、横浜地域としての意見を県全体の保健医

療計画推進会議に上げて、医療審議会に上げて決定しますけれども、基本的には横浜地域

で、例えば来年、事前協議をやると。公募が出ると。そこで許可を要しない、そこでやっ

てしまおうよということが決定されたら上に上げますけれども、そのようにご理解いただ

ければと思います。先ほど水野先生がその後におっしゃっていただいたとおりです。 

（平原委員） 

 ちょっとわかりにくいのですが、今の話だと在宅地域包括ケアシステム構築のために必

要な診療所は、今度はクの（ア）から（オ）までのさまざまな条件が、これは多分、事前

協議をしたときにこういった議論がいろいろ出るから、事前にフィルターをかけて、それ

から上げますよという理解でよろしいですか。 

（事務局） 

 すみません。わかりづらくて申しわけございません。６ページの点線で囲んであるクは、

つまり事前協議とは関係なく、許可を要しないでエントリーしたいときの要件です。これ

を満たしていると、許可を要しない要件としてエントリーできますよと。事前協議で全部、

これをやらないで普通に公募するときに、公募の中に入れてしまいましょうというときに

は、公募の要件とは別に地域で決めますので、こういう機能を要する病床、これは今まで

と一緒です。なので、それは事前協議のルールになるということで、事前協議になった瞬

間にこの四角はなくなるといいますか、という理解をいただければと思います。以上です。 

（平原委員） 

 ちょっと気になるのは分娩を取り扱う診療所のことです。結局、そうすると、今の感じ

だと、分娩を取り扱う診療所で事前協議を要しないという２条件があるので、出てきたら

そのまま認められるという理解に私はなりますが、検討を今要しているというのは、結局

どの部分が検討をこれからしましょうというような、引き続き検討を行っていくと書かれ

ていますけれども、内容が理解できていないです。すみません、ご説明をいただければと

思います。 

（事務局） 

 まず前提の状況として、分娩を取り扱うほうは、前回か前々回のこの会議でとりあえず

当面休止しましょうと。この特例を使うのは凍結しましょうと、今は一回凍結されていま

す。ですから、今、新規案件が出てくることはありません。実は今年度のいろいろな検討
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の中で、産科医会さん等にもご意見を聞きながら、分娩を取り扱う診療所が地域に必要か

必要でないかの判断をどこですればいいのかというご意見を伺ってきたのですが、まだな

かなかその辺の判断がつきづらいということがありましたので、現状は凍結していますけ

れども、分娩については来年度、令和２年度にもう少しご意見をいただければ、何か条件

づけができるのかどうかということから検討したいという趣旨で書かせていただいた次第

でございます。以上です。 

（平原委員） 

 たびたび申しわけございません。私は前のときにも多分話したかと思いますが、産科の

分娩施設は個人でなりわいとしてされる方であったとしても、やはり地域の中とか連携病

院の中の病診連携を非常に密にやらなければいけないとか、あるいは産婦人科医会からと

してもさまざまな連携とか、指導という言い方はよくないかもしれませんけれども、いろ

いろなことに対して十分な連携をとれるような方でないと、非常にやりにくいというのが

あります。だから、全県下を見ますと、本当に極端に不足しているところもあろうかと思

いますし、横浜は比較的恵まれているのかもわかりませんが、市民・県民に対して信頼で

きる医療を提供するということがある意味で前提でございます。そのあたりのところをご

勘案いただいて、ぜひさまざまな条件というか、こういう必要があるということがまずは

前提ですよというのがあるのであれば、それはそれで必要かなと考えますので、ぜひご検

討いただければと思います。以上です。 

（新納副会長） 

 申しわけない、もう一回お願いします。許可を要しない診療所が２のアからキまで認め

られてオーケーで、クはクリアした場合は調整会議にのってこないのですか。それとも、

クがのったら調整会議にのるということですか。 

（事務局） 

 後段のとおりです。アからクまで見て、クまで何か当てはまらないことがあったらそも

そものりません。クまで当てはまったら調整会議のテーブルにのるという。以上です。 

（新納副会長） 

 わかりました。ありがとうございます。 

（小松委員） 

 県医師会の小松です。確認したいのですが、資料の32ページは今回少し改定があったと

いうことで、取扱要領の第４条（４）の第２条に適合しているかどうかということを今、

６ページとかでお話ししているわけですよね。例えば分娩の場合だと、分娩を取り扱って

いればここはパスで、地域包括に資する場合には国の要件だけだと自分たちで満たしてい

ればクリアになってしまうので、今回、神奈川は条件を付加するということで、それをク

リアした場合には第４条の２の「知事は、地域における医療需要を踏まえ、許可を要しな

い診療所として適当であるか否かについて、地域医療構想調整会議の議論を経るものとす
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る」これが第５条になって、調整会議の意見が推進会議、医療審議会と上がって知事に行

くという流れだから、どういう形にせよ、神奈川の場合では許可を要しない診療所は必ず

調整会議の議題に上がって、そこでの意見をもとに知事は判断すると。そういう理解でい

いと思います。 

（伏見会長） 

 どうもありがとうございました。 

（水野副会長） 

 横浜の産婦人科医会の会長から私のほうにいろいろな申し出があったのですが、実質的

に横浜市内は分娩が足りています。お産と分娩病床とのあれが数年前まではマイナスでし

たが、減ってしまったから過剰になってきたという中で、多分、横浜地域での調整会議で

は出てこないだろうと思います。これは県ですから、県下全域に当てはまる制度ですが、

調整会議をやっている地域でお産の足りない地域はあるのですか。いかがでしょうか。 

（事務局） 

 お答えします。何をもって足りないかという尺度はありますが、やはりございます。特

に県央、それから県西、湘南西部でも例えば秦野周辺、このあたりは現場感覚というのが

ございますけれども、不足気味だということは言われております。 

（水野副会長） 

 では、そのために必要だということでいいと思います。横浜では多分ないだろうという

ことで了解しました。 

（伏見会長） 

 よろしいでしょうか。修理委員。 

（修理委員） 

 確認ですが、この要件を満たしたら地域医療構想調整会議にかけるということですけれ

ども、要件を審査するのは県になりますよね。県のほうで一応要件を満たしていますよね

ということで、地域医療構想調整会議にかけますよね。地域医療構想調整会議の中で実は

そんなのではないんじゃないかということで、例えばクの中のどれかを満たしていないの

ではないかという議論になったとします。そうすると、調整会議がだめと言ったときに、

事業者からそもそも県の審査では要件を通っているんじゃないのと文句が出たときに、調

整会議がだめだったのでだめですよということは要領上言えるのですか。 

（事務局） 

 医療課副課長の市川です。先日似たような事例があって、実際に実施しています。当事

者である申請をしている医療機関にちゃんとここに来てもらって、みずから説明してもら

うということ、それから、地域の方々は何を気にされてどこが論点として食い違っている

のかということはしっかりと確認してもらうように進めていけば、その点については調整

ができるのではないかと考えております。 
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（修理委員） 

 心配しているのは、要件を通っているのに調整会議がだめだと言ったからだめといった

ときにごねないのかなと思っただけなので、その辺がはっきりしないと、調整会議でだめ

なときはだめですよということが相手方にきちんと伝わっていないと、県はいいと言った

のに、調整会議でいじめられたみたいな形にされてしまうのはちょっとどうかなと思った

わけです。調整会議でだめと言えばだめなのであれば、別に要件がなくても調整会議にか

けてだめならだめだというのが話としてはすっきりするのかと思っております。 

（事務局） 

 ありがとうございます。そのあたりについては書き方を工夫させてもらうような形にす

ればいいのかなと思います。ただ、一定考え方をお示ししていなければ、逆に無尽蔵にど

んどん申請が上がってきてしまうということを考えると、ある程度基準的なものがないと

いけないのかなとも考えます。ということで、修理委員に今、ご指摘いただいたことにつ

いては、条文を整理する際に工夫できることがあれば検討していきたいと思います。 

（宮川代理） 

 県医師会の宮川です。その要領というのは、全て自薦として出てくる場合と、他者が評

価するということの中でのやりとりなので、あくまでも基準として自薦の中で出して、自

分たちは満たしているよと言っても、評価としては他者がすると。ですから、この基準が

ないと、今おっしゃったように、全てが野放しに出てきてしまうというようなことを防ぐ

ためにこういう案としてのアからクがあるということで、やはりそれはしっかりとした基

準をある程度つくっていただいて、俎上に上げると。ただし、それが地域の中で活躍でき

るような機関かどうかというのは、しっかりとそこで吟味をしていただくということで了

承していただくのではないかなと思っています。 

（新納副会長） 

 さっきのクのところですが、前回いただいた書類の中では２回以上ではなくて多数とい

う言葉で出ていましたよね。これが多数だとあやふやだなと思ったし、２回だと何となく、

２回いっていればいいのではないかという話になってしまうので、ここのところはどうす

ればいいのかなと。それが要するに調整会議でオーケーするかしないかにもかかわってく

るのではないかと思うので、２回がいいのか多数がいいのか、ちょっと考えたほうがいい

のではないかなと。 

（事務局） 

 今おっしゃったのは６ページのク（ア）ですけれども、確かに以前は多数でした。多数

とは何だというのがあるので、いろいろ考えた結果、これは２回か３回か４回かという話

の中で２回以上にしましたが、これはあくまで大枠で言うと、これをクリアしたものがテ

ーブルにのるわけですから、そのときに疑義があれば、例えば何か書類が出てきますよね。

この２回はこんなのでいいのみたいな意見がもしあれば、そういう中で、まさに宮川委員
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も先ほどおっしゃったように、客観的な判断の中でやれる材料だと思いますので、当面、

一応検討させていただきますけれども、とりあえず２回でやらせていただきたいと思って

おります。以上です。 

（伏見会長） 

 よろしいでしょうか。さまざまなご意見をいただいたと思いますので、事務局は必要な

作業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。 

 

（５）精神病床に係る病院等の開設等に伴う取扱いについて【資料６】 

 

（伏見会長） 

 続きまして、２（５）精神病床に係る病院等の開設等に伴う取扱いについて、事務局か

らの説明をお願いいたします。 

（事務局） 

（説明省略） 

（伏見会長） 

 ただいまの事務局からの説明について、ご質問・ご意見がある方はお願いいたします。

水野委員。 

（水野副会長） 

 元来、地域医療構想調整会議では一般病床なんかのものを討議するのであって、精神病

床に関しては入っていないと思います。それをあえてこの会議で認めるというのは何か意

味があるのですか。 

（事務局） 

 精神病院単科の病院であればそのとおりで問題ありませんが、病院によっては精神病床

と一般療養病床を混在してお持ちの病院もあるので、案件としてかかわってくる可能性が

あるということもありまして、ご審議いただいているというような状況があります。 

（伏見会長） 

 よろしいでしょうか。ほかにご意見やご質問はありますか。よろしいでしょうか。それ

では、今後の検討を引き続き進めていただきたいと思います。 

 

（６）令和２年度地域医療構想調整会議の進め方について【資料７】 

 

（伏見会長） 

 ２（６）令和２年度地域医療構想調整会議の進め方について、事務局からの説明をお願

いいたします。 

（事務局） 
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（説明省略） 

（伏見会長） 

 ただいまの説明につきまして、ご質問・ご意見がある方はお願いいたします。小松委員。 

（小松委員） 

 神奈川県医師会の小松です。今、国は躍起になって、とにかくベッドを減らそうという

ことで再検証の話題があって、先ほど説明があった、今度はいわゆる地域、地元発の重点

支援地域というのに手挙げがあったらそちらにもいっぱいお金をつけると。しかも、地域

医療介護総合確保基金を使ったベッドを減らすだけではなくて、今回は令和２年度１年限

り100％の補助金を出すと。本当に国は調整会議の進め方というよりは病床削減の進め方

という状況の中で、神奈川はやはり神奈川として必要なことを進めていくという形でのテ

ーマには非常に賛同いたします。 

 きょうの会議が終わると横浜は次を行うまで６カ月間何もなくなります。来年度の第１

回は恐らく８月なので、そこまでの６カ月間の中で、やはり何かあったときに、万が一何

か個別案件だとか、あと診療報酬改定があるので、その中で大幅にベッドが急に変わった

とか、そういうときは一応臨時で何か調整が開けるような、少しそういう備える体制を持

っていただければありがたいなと思っています。これは要望です。 

（事務局） 

 お答えします。ご意見をありがとうございます。そのようなことができるように県とし

ても調整していきたいと思います。過去、例えば昨年度ですと、ある地域で臨時にワーキ

ングですとか会議を開かせていただいたりということもございました。もちろん、予算等

の事情もございますけれども、そういったところをなるべく調整しながら、臨時で臨機応

変にこういう会議ですとかワーキングを開けるような形で調整してまいりたいと思ってお

ります。ありがとうございます。 

（水野副会長） 

 今の11ページのところですが、地域医療構想調整会議が８から９月で、病床整備事前協

議が８から９月に第１回の会議というように入っているのですが、去年は同時にやりまし

たか、別にやりましたか。 

（事務局） 

 横浜市医療政策課の川崎と申します。第１回調整会議の中で条件等を決めさせていただ

いて、それを踏まえて病床整備事前協議を始めたというのが実態です。 

（水野副会長） 

 そうすると、今回も同じですか。 

（事務局） 

 同じです。結果につきましては第３回でご報告をさせていただいたと。 

（水野副会長） 
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 第１回でやったときに、不足の89床を去年は見送るということをやりましたよね。今回

は180床を一応承認したので、それに対してどうするかという話し合いは、これでいくと

８月にやるのですか。 

（事務局） 

 第１回の調整会議でやります。 

（水野副会長） 

 わかりました。 

（伏見会長） 

 ほかにご意見はありますか。よろしいでしょうか。それでは、来年度以降の運営につい

て、事務局のほうでよろしくお願いいたします。 

 

報 告 

 

（１）第７次神奈川県保健医療計画の中間見直しについて【資料８】 

 

（伏見会長） 

 続きまして、３（１）神奈川県保健医療計画の中間見直しについての説明をお願いいた

します。 

（事務局） 

（説明省略） 

（伏見会長） 

 今の説明について、ご質問・ご意見のある方はいらっしゃいますか。特によろしいです

か。では、この方向で進めていただきたいと思います。 

 

（２）「医師確保計画」の素案について【資料９】 

 

（伏見会長） 

 続きまして、３（２）医師確保計画、外来医療計画案につきまして、事務局からの説明

をお願いいたします。 

（事務局） 

（説明省略） 

（伏見会長） 

 ただいまの事務局からの説明について、ご質問・ご意見がある方はいらっしゃいますか。

新納委員。 

（新納副会長） 
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 医師確保というところで、外来医療に係るというのは診療所ということですか。どうい

う意味で外来医療というのかなということと、上のところは病院ですか。お願いします。 

（事務局） 

 お答えします。ここで国が言っている外来というのは、今、新納先生が言ったとおり、

クリニックです。病床を持っていない診療所で、病院は病床を20床以上持っていらっしゃ

る病院という扱いです。以上です。 

（伏見会長） 

 ほかにご意見・ご質問はありませんか。よろしいでしょうか。 

 

その他 

 

（伏見会長） 

 以上で議事は全て終了しましたが、委員の皆さん、また事務局からほかに何かあります

か。お願いします。 

（松井委員） 

 決まっていることなので申しわけないのですが、重点支援地区の資料３ですけれども、

ダウンサイジングについて国からお金が出るわけですね。でも、都市の人口というのは現

状だけとは限らなくて、今の過疎地がどんどん過疎になっていくとも限りません。何年か

したらふえてくるかもわかりませんよね。そのときに今、お金を減らしておいて、今度は

ふえてきたらまた建てなければならないですよね。そうすると、そのときにはどうするの

かというと、お金をもらってダウンサイジングしたところがまた復活することになってし

まいますよね。別に建てるかもしれないけれども、復活することになって、こういう補助

金は減反政策と同じで失敗しているのがわかっているのだから、やるべきではないと思い

ます。 

（伏見会長） 

 ご意見として承っておきます。ほかにはよろしいでしょうか。事務局、お願いします。 

（事務局） 

 本日、会議資料とは別にチラシを１枚おつけしております。「かながわＩＣＴを活用し

た地域医療介護連携ネットワーク」セミナーということで、３月13日の夜に神奈川県と横

浜市の共催で開催するセミナーのご案内になります。昨年８月になりますが、神奈川県で

は医療情報や患者情報の共有を目的としたネットワークの構築ガイドラインを策定しまし

た。今後、県内においてネットワーク構築の機運を高めていくためにも、県のガイドライ

ンのご紹介ですとか、それから窪倉委員にもご尽力いただいて、鶴見区を中心に構築され

ている「サルビアねっと」のご報告に加えて、厚労省や総務省から先進的な取り組みと評

価されております埼玉の利根保健医療圏で構築されている「とねっと」から講師の先生を
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お招きしてご講演をいただく予定としております。今後、県のホームページ、それから後

援いただいている各団体様にも周知をお願いして参加者を募ってまいりますが、県内でも

こうしたネットワークの構築が進むように、行政としてもぜひ機運を盛り上げてまいりた

いと考えておりますので、ご興味のある方は傍聴の方も含め、ぜひご参加いただければと

思います。以上になります。 

（伏見会長） 

 わかりました。それでは、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。進

行を事務局にお返しします。 

 

閉 会 

 

（事務局） 

 伏見会長、ありがとうございました。事務局でございます。最後に私のほうからご挨拶

申し上げます。一応今年度でいうと横浜地域は最後でございますので、まことにありがと

うございました。３月まで若干間がありますので、いろいろ諸調整させていただくことも

あるかと思います。先ほど公立・公的の重点支援区域のところで私どもから情報提供し忘

れてしまったことが１点ありまして、きょう１月31日に厚生労働省が記者発表しました。

重点支援区域は手挙げですが、手挙げしていた区域の第１発目を選定したと。３県、宮城

県、滋賀県、山口県で、複数ある県もあるので、合わせて５地域だそうです。こちらを重

点支援区域として選定したというのがありました。情報提供させていただきます。特に公

立・公的に関しましては、国は全体の流れとして、小松先生も先ほどおっしゃいましたけ

れども、病床を減らしたいというのがありますよね。神奈川県というのはそもそもそこに

当てはまっていないということは皆さん周知の事実だと思っています。 

 それからもう一点、国はダウンサイジングするかどうかは別として、地域の調整会議を

活性化させたいと。裏を返すと活性化していない地域があるのだそうです。しかし、横浜

を初め、本当におかげさまで活性化していると考えています。いろいろな意見をいただい

ていますので、このままいろいろな意見をいただきながら、また、きょうの議事では進め

方もありましたけれども、個別のテーマを地域でもまた決めていただきながら、例えば医

療と介護の連携ですとか、あるいは高齢者の救急ですとか、そういったことのご意見をい

ただきながら、また来年度も進めさせていただきたいと思っておりますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

（事務局） 

 事務局から１点ご報告がございます。今回多数の傍聴者の方にお越しいただいておりま

すが、公立・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証要請に関する議題につきましては

非公開とさせていただきました。なお、会議の内容につきましてはお伝えすることはでき
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ませんが、本日の会議では対象医療機関から今後の方針につきまして説明が行われ、地域

における調整会議としてその方向性をご了承いただきました。そういったところで、今後

も医療提供を継続していくこととなっておりますので、ご報告させていただきます。 

 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。 


