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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２年度第１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。 

 まず初めに、人事異動に伴い、委員の変更がございました。横浜市保健所長の田畑委員

が新たに就任されましたので、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

りでございます。なお、寺師委員、松本委員、益田委員からはご欠席とのご連絡を頂いて

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公開と

し、開催予定も周知しておりますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点、

また会場の状況もあり、いわゆる３密の環境を避けるため、傍聴者の受入れはやむを得ず

停止させていただきました。 

 また、本日の議題のうち、３（２）につきましては、委員の皆様は既にご承知の内容を

含んでおりますが、本件については、国の要請に基づきデータが確定されるまでは、デー

タを活用した議事内容や再検証要請対象医療機関に関する情報を公表しないように求めら

れておりまして、現時点まで国から確定等の連絡を頂いておりません。このため、当該議

題についてやむを得ず非公開の扱いとさせていただき、資料についても回収させていただ

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） 

 異議なしということで、ありがとうございます。それでは、３（２）につきましては、

非公開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。なお、今回非公開とする議題

につきましても、国の整理等が済み次第、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、何とぞご承知おき願います。 

 次に、資料についてでございます。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

たします。 

 

協 議 
 

（１）令和２年度保健医療計画推進会議及び地域医療構想調整会議等の当面の運営方針に
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ついて【資料１】 

 

（伏見会長） 

 それでは、早速議事に入ります。円滑な議事の進行にご協力をどうぞよろしくお願いい

たします。まず２（１）令和２年度保健医療計画推進会議及び地域医療構想調整会議等の

当面の運営方針について、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） 

 ただいまの県の説明について、ご質問・ご意見のある方はどうぞ挙手をお願いいたしま

す。特によろしいでしょうか。それでは、新型コロナウイルスの状況等も含めて、今後の

対応を考えながら進めていっ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）病床整備について 

 ア 基準病床数及び既存病床数について【資料２】 

 イ 令和２年度 横浜市の病床整備の考え方について【資料３】 

 

（伏見会長） 

 次の議題に移りたいと思います。２（２）病床整備について、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） 

 それでは、ただいまの事務局からの説明について、ご質問・ご意見のある方はお願いい

たします。 

（新納副会長） 

 長くなってよろしいでしょうか。今、横浜市から病床整備の考え方についてのお話を聞

きましたが、私ども横浜市病院協会では、先生方もご存じのように、７方面に分けて毎年

検討会を開いております。今回も令和２年度第１回地域医療検討会を開催しましたので、

それにつきましてお話をしたいと思います。 

 47ページをご覧ください。参考資料です。この検討会は平成30年度から開始されました

が、今回の議題としまして、２（１）情報共有・意見交換ということで、地域の状況（病

床機能報告から）について、病床整備について、その他について話されました。７方面の

細かいことは下の段に四角囲いで書いてありますのでご覧ください。 

 めくりまして、まとめだけ読ませていただきます。まとめとしまして、地域医療検討会
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において示された増床計画（2020年度配分希望）は以下のとおりでした。７病院で468床、

回復期リハが150床、地域包括ケアが110床、療養病床が208床の指摘がありました。上記

の増床計画に対しては、特段反対意見はありませんでしたが、以下の指摘がありましたの

で、報告します。2018年に配分を受けた病床について、計画どおり進んでいないものもあ

ることから、その整備状況を把握・確認した上で検討する必要があるということ。それか

ら、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえた議論（特に急性期）が必要である。そ

れから、人材（医療・介護）の確保が課題であり、増床の際の人材確保計画に留意が必要

であるということ。それから、増床ではなく機能転換の計画についても、書いてあるとお

り、急性期７病院で213床の地域包括ケア、回復期・慢性期に転換したいとか、慢性期２

病院が187床で介護医療院へ転換、慢性期２病院で107床から急性期に、その他転換希望が

ありました。慢性期から急性期への転換については十分な協議が必要であるとの指摘があ

りました。それと、新型コロナウイルス感染症に対応する情報交換が行われました。これ

が７方面での結果報告でございます。 

 それに関しまして、私ども横浜市病院協会としての意見を述べたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。まず、病床配分については、配分すべき病床を厳格に評価すること

を前提に了承するということ。ただし、考え方としまして、今般のCOVID-19の影響による

医療需要動向の変化の今後の状況や病院経営上の影響が不透明であること、また、これま

で以上に難しくなると考えられる医療・介護人材の確保の観点、さらに、2018年に配分し

た病床には、当初計画どおりの整備が進んでいないものも見られ、こうしたことを考えて、

今年度の病床配分を見送ることも考えられるということ。２番目に、一方、地域で不足し

ている医療機能もあると考えられ、増床の意向を示している病院もあることも踏まえて、

増床も必要と考えられるということ。こうしたことから、配分すべき病床を厳格に評価す

ることを前提に了承するものであると。配分可能病床602床を全て配分することにこだわ

らず、地域の医療計画や計画の実行可能性、地域での連携等を十分に見極めた上で配分す

べきであるということを、病床配分について意見を申し上げます。 

 それから、横浜市が言われている４ページの資料３、横浜市の病床計画の２（２）ウの

パンデミック発生時において、感染症の入院患者を受け入れる役割を担う病床については、

見送るべきであると考えております。考え方は、回復期、慢性期機能にかかわらずとなっ

ており、高度急性期や急性期の病床が想定されますが、平時には一般医療、急性期を行う

ことになります。これは結果として、高度急性期、急性期の病床となり、高度急性期、急

性期を過剰としてきた地域医療構想そのものと相入れないものとなってしまいます。感染

症対策の充実を否定するものではありませんが、いわゆる神奈川モデルの医療提供体制の

評価・検証もなされていないこと、したがって、機能とか量の必要性、整備手法、既存病

床の活用可能性の検討について十分な議論が必要であると考えております。さらに、増床

整備には一定の時間がかかり、その間のワクチンや治療に関する状況も変わると考えられ
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ます。 

 以上のことから、病床、感染症対策については今後も十分な議論をすることとし、今回

の事前協議の対象からは外すべきと考えます。以上です。 

（伏見会長） 

 ありがとうございました。ほかの委員からご質問・ご意見等はありますか。 

（小松委員） 

 県医師会の小松です。今、新納副会長がおっしゃった市の病院協会の意見に私も賛同し

ますが、ちょっとお伺いしたいのが、資料３の２（２）ウの表現は、非常にアバウトです

よね。パンデミックという言葉は何を、どの程度、誰が指しているのか、医療崩壊は誰が

判断するのかというのも含めて、結局、横浜市さんがイメージしている、行政の要請に応

じて受け入れる役割を担う病床というのは、神奈川モデルにおける重点医療機関というこ

となのでしょうか。 

（事務局） 

 おっしゃるとおり、神奈川モデルの重点医療機関を基本的には想定してございます。 

（小松委員） 

 分かりました。地域医療構想自体にいわゆる新興感染症に対する考え方というのはもと

もとほとんど想定されていないので、そういう意味で言えば、病床数の議論も含めていろ

いろと考え直さなければいけない部分もあるかとは思うのですが、もし感染症に対応する

病棟が必要なのであれば、私は一般病床からではなくて、感染症病床をきちんとつくると

いうのだったらまだ分かりますけれども、非常に違和感を感じます。特にもともとの地域

医療構想の考え方では、602床足りないとなっているのは、高齢者が増えて回復期や慢性

期が足りないということです。結局ウに関して、回復期や慢性期である必要性はないとい

うのは、むしろ本来必要なものをそうでなくてもいいよと言っているわけで、ちょっとそ

こも不思議な感じがします。要するに、602床に関しては従来どおりアとイの考え方であ

って、いわゆる新型コロナウイルスの影響によって横浜市として感染症対応をメインにす

る病棟が必要であるならば、この602床とは別枠で、やはり一番いいのは感染症病床なの

かなと個人的には思います。 

（恵比須委員） 

 横浜市医師会副会長の恵比須でございます。新納副会長にお伺いしたいのですが、病院

協会の会員の先生の中では、今回コロナによって非常につらい思いをした病院の先生方が

いらっしゃって、先生によっては今後、感染症病床をきちんと整備しなければいけないと

いう考え方をお持ちの先生もいらっしゃると思います。今回の地域医療構想の中の（３）

のことは別として、その辺はいかがでしょうか。 

（新納副会長） 

 病床機能とか量が全然分からないわけです。どのくらいつくるのか、急性期がこれから



 5

だんだん要らなくなってくるので、そこに感染症を入れてもいいのではないか。そして、

我々病院の実際の病棟は、感染症への対応をしていないわけです。むしろ既存病床をゾー

ニングしたりしてやっていけば、増床して人材だ、先生だ、何だかんだとやるのはナンセ

ンスのような気もします。増床するより既存病床をうまく使えるような方法がないかなと

考えているわけです。 

（恵比須委員） 

 分かりました。ありがとうございます。 

（水野副会長） 

 横浜市医師会の水野です。今の検討会からの発言は、私が会長になってからは毎年見直

しということでやってもらうようにしたのですが、そこでの考え方と全く一緒です。要す

るに、現場を中心というか主体として、基準病床数は基準病床数、既存病床数は既存病床

数で、そこの地域医療がちゃんと担われているかどうかによって必要・不必要を考えると。

ですから、病院協会の要望や何かは、６ページの別添に書いてあります、ここにできてく

る病床整備検討部会で厳しく見ていけば十分にできるだろうと思っています。ただ、この

３年の中で初めてコロナが出て、今までそういうことというのは全く考えていなかった。

要するに、急性期は急性期で十分足りているのだという話で全部来ていたのですが、今回

は小松先生が言ったように、県のあれから言うと、重点機能病院に相当するけれども、実

は一番数が多くて何とかしなければいけないのは、軽症者ないし軽症の無症状者を入れる

と病床がないということで、重点あるいは中核病院の医療崩壊を来すということが今回は

っきりしてきたわけです。それをどうするかという中で、病院協会の中で自分で経験して、

軽症者あるいは無症状者の陽性者で入れざるを得ない人を入れるということをやっていた

だかないと、現場の医療機関、個人医院も、中核ないしは重点機能病院も困るということ

です。理論的にはそちらのほうでやればいいんだということですけれども、それをどう検

討会で担保してくれるのかというものが出なければ、そういう病床をやるというところが

出ればやはり認めざるを得ないのではないかと僕は思います。それは必要なものですが、

全然手が挙がらなくて、クラスター病院になってしまって、そこで慌てて受け入れるよう

な体制をやっていただいた中小病院もあります。そういうところはやはり支援しなければ

いけないし、本来はそういう病床をつくらないで、これは時間との勝負ですけれども、そ

の場合、必要になったらどのぐらいで用意しなければいけないかと。行政との会議でも誰

がパンデミック、あるいは誰が第２波と宣言するのと。全く無責任でどこもないのです。

そういう状況の中で、増えてくるぞということは大体現場サイドの感覚で分かってきてい

るので、そのときにそういう体制を、ぱっと言ってぱっと取れるものを病院協会でつくっ

てもらえるように、我々も行政にそういうお願いをしていますし、協力もするという中で、

やはりきちんとそこの整理を早くしないと、多分まだ２～３年はこの状況が続きますので、

その中で危険な状況になり得るということは非常に考えられます。カウンセリングも圧倒
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的に軽症、無症状が多いわけです。年寄りや何かは出たら、介護も要するのであればどう

するのという問題があります。そこを大きい病院に頼むのは無理なので、そういうところ

は中小病院のしっかりとした連携というか対応というものをつくるということで、僕は、

ウは病床整備検討部会の中でも重要な検討課題になってくるのかなと思っています。その

辺を理解していただいて、最初から駄目というのではなくて、どうしたら軽症者あるいは

無症状者を入れられる体制ができるのかということを検討するということでご協力願えた

らありがたいと思います。 

（新納副会長） 

 分かりました。 

（伏見会長） 

 ほかにはよろしいでしょうか。お願いします。 

（小松委員） 

 今、横浜市内で神奈川モデルの重点医療機関は、循呼センターだと思いますが、重点協

力病院が何床ぐらいあるのか。横浜の場合ちょっと特殊で、高度と協力という形で参加さ

れている病院もあると思うので、コロナを診られるベッドの数は今どれぐらいなのでしょ

うか。 

（事務局） 

 横浜市医療局副局長の戸倉でございます。ご質問にお答えします。今先生がおっしゃっ

たように、横浜市は中等症、重症を分けることなく中等症から重症をそれぞれの基幹病院

で診るという、横浜型のハイブリッドな形で県側とも了承を得てお話ししておりますけれ

ども、約500床以上を現在確保しております。さらにはそうした病院を助けていただくべ

く、中小病院、疑似症からコロナ疑いの患者さん、熱発している患者さんを受け入れる病

床として、今のところ約150床です。病院数はいろいろ都合があって申し上げられません

けれども、病床数としてはそういったことで、疑似症、軽症から中等症、重症までで約

650床を用意しています。ただ、課題としましては、疑似症を受け入れる病院とかは病棟

単位ではなくて病床数床ということでやっていますので、患者数が増えるとそれぞれの病

院に散らばって入れなければいけないという現状がございます。 

（窪倉委員） 

 県の病院協会の窪倉です。水野先生のご意見でちょっと分からないところがあったので

すが、軽症者は、基本的には宿泊施設か自宅で療養するというのが基本になっていますよ

ね。高齢者、合併症のある方は重点医療機関に入ってもいいと。こういう考えで一応やっ

ているように我々は思います。そういったときに、果たして重点医療機関が横浜市内ある

いは神奈川県で不足しているのかどうなのかの評価が、今は患者動態が変動していますか

ら断定して決めつけることはできませんけれども、一体どのようになっているのかという

ことが評価されないままに募集されるということにちょっと違和感があるわけです。です
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ので、もう少し神奈川モデルの全体の推移を評価し終わってからこういった提案があって

もいいのかなというのが横浜市病院協会の意見だと思います。今日も神奈川新聞を読んで

いましたら、神奈川県でつくった重点医療機関と県との間で乖離があるというような記事

が載っていました。要するに、神奈川県が指定した重点医療機関はまだベッドが空いてい

るという趣旨だと思います。あるいは、一般医療との整合が難しいという表現もありまし

たけれども、中等症患者はまだ入る余地があるのかなという意味合いにも受け取れたので、

そうすると、何も横浜市で完結しなくても県内の資源を使えば中等症の患者さんの受入れ

は可能なのではないかとも思うわけです。そうすると、今回の（２）ウの提案が妥当なの

かどうなのかという議論はやはり深めなければいけないのではないかと思うものですから、

横浜市病院協会からああいうまとめが出たと理解しております。 

（恵比須委員） 

 ご存じのように横浜市はY-CERTというのがありまして、今日のY-CERTの情報では、入院

状況は、重症、中等症、軽症、疑い患者合わせて100人を超えており、人工呼吸器、ECMO

を装着している患者も数名いるとのことです。本日の受入れ可能病床数は、約50床となっ

ています。宿泊療養施設は、湘南国際村が141人入所、相模原市宿泊療養施設が77人、横

浜市宿泊療養施設が23人、アパホテルが39人。アパホテルも、ベッドが足りないために、

アパホテル関内451室に明日から移送するということで、かなり厳しい状況になってきて

いるようでございます。 

（窪倉委員） 

 今の先生の発言の中身は分かるのです。ただ、今回、病床配分を議論している流れから

言いますと、この基準でベッドの配分を認めても、できるのは２年後、３年後なわけです。

その議論と今現在の困難な問題とを一緒くたに議論するのはちょっと違うのではないかと。

そういうことであれば、既存のベッドをどう活用するかという別の場での議論が必要なの

であって、今日この場で議論するのはちょっと違う筋ではないかと思います。 

（水野副会長） 

 実質的に国から示された係数1.7幾つで計算すると、横浜だと470～480床のベッドが必

要という中で、もう500床をそろえたと。見かけ上、これで安泰と思われるのですが、Y-

CERTの実態を見ても、割り出された病院の病床をすぐに全部使えることはあり得ないわけ

です。タイムラグというか、人の配置なり入院患者の移動なりということですごく時間が

かかる。だから、一体いつまでにそれができるのかというのが一番問題なのです。それで、

今回のウのところを、病院協会のほうで慢性期から急性期への移動というのが出ている、

その中身はよく分かりませんが、もしも現状ある病床をそういった急性期に、コロナ感染

症の軽症者あるいは無症状者を受け入れるということで移動させたいという意見があるの

であれば。 

（新納副会長） 
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 それはそうじゃないですね。 

（水野副会長） 

 そうじゃない。だから、そういうことでもできるということになれば、早急に対応でき

るわけです。どのぐらいでできるかという問題もありますけれども、２年越え、３年先と

いう話ですが、僕は２年、３年続くと思っているので、今から手当てしなければ、来年か

らやって来年の２年後、３年後になったら、それこそ本当に２波、３波のときに間に合わ

ないのかなと感じています。横浜の中でのY-CERTで我々は毎日報告を受けて見ているので

すが、あれを見ていると本当に危ないなと思う状況が何回もあります。その中で２日待ち、

３日待ちでやっと入院させられて収まったという状況も出てきているので、現状でもそう

いう状況であるということを考えれば、地域医療構想という感染症の概念のなかったとこ

ろで始まった会議の中での現状ということを考えれば、十分に対応していかなければ間に

合わないと思います。 

（新納副会長） 

 医師会の言うことも分かりますし、今ここで話し合っても難しいので、別の場所でこれ

は検討したほうがいいのではないかと。 

（水野副会長） 

 だから病床整備検討部会なんですよ。 

（新納副会長） 

 病床整備検討部会の前に、別のところで検討したほうがいいのではないかと。 

（水野副会長） 

 だから、この提案はそういう意味だということの説明です。 

（新納副会長） 

 必要なのは認めますけれども、今すぐここでどうのこうのという問題ではない。 

（水野副会長） 

 ではないです。実際に手が挙がるかどうかも分からないですから。 

（松井委員） 

 先ほど窪倉委員の言ったとおりだと思いますけれども、軽症者は病院に入れない、これ

が一番重要なんですね。台湾で成功しましたけれども、日本でもそれをやらないといけな

い。今それをやり出したので、あまりパンデミックみたいになっていないのです。軽症者、

特に若い人、50以前の人たちは全然死んでいないですから。あの人たちを病院に連れてく

ると、そこからうつっていってしまいます。病院には弱い人がいますから、そこで死んで

しまうので、何しろ若い人たちはなるべくホテルに持っていくと。それをやればかなり広

がりが減るし、お年寄りは亡くなってしまうことが多いですけれども、それはちゃんと消

毒して対応を取っていくことができるので、明らかに分けてやらないと駄目だと思います。 

（水野副会長） 
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 一番は、コロナの死亡者を減らさなければいけない。若い人は本当に死にませんが、今

幸いなことに、横浜市内では老健では１軒もクラスターが出ていません。ところが、特養

ではちょっと出ています。かかってしまうと、老人施設の中では本当に悲惨なことになり

ます。そこで籠城してやってくれということになると、７～８割、老健側でもそうですが、

全国的に見たら６～７割が死んでしまうのです。それは絶対に避けなければいけないと僕

は思っていますし、もし年寄りの方、あるいは介護を要する人や何かは最悪の状況なので、

今入院の対象になっているし、それをやらなければ助からないと思います。それでも死亡

率は高くなると思いますが、かなり今、全国的に起こっている悲惨な状況は防げると思い

ます。ですから、軽症、無症状の中の高齢者、それを65歳にするのかどうかという問題も

ありますし、あるいは合併症を持っている人に限るか、あるいは年齢を上げるかにもよる

と思いますが、そういう対策の中でも軽症で入院できるところがある程度必要になってく

ると思います。そういった意味では、やはりこういった地域医療構想の中での病床機能の

移動なり、あるいは３床でも４床でもやってくれるというところが、隔離できる陰圧にし

てしまって、１部屋でもそのように変えるというところがもし出るのであれば、それはそ

れで非常に社会的効果があるのかなと思います。いろいろなことを検討しないと、今回は

初めての経験で、いろいろな問題を４月から６月までの間で経験しているし、なおかつ今

はすごい状況に、今度は全く違う、若い人が多いという状況など、いろいろな経験をして

きている中で考えていかないといけないかなと思います。 

（松井委員） 

 病院協会では、機能転換ですね、感染症の病床をつくっていこうというのは大賛成です。

高度をやっているところでまだできていないところがありますよね。そういうところをも

って完璧にしようということについては賛成です。 

（新納副会長） 

 先生の言われる老健の重症高齢者は、年寄りは中核病院で受けるわけですから。 

（水野副会長） 

 中核でそれを受けたら、だって軽症ですから。 

（新納副会長） 

 軽症でも高齢者、基礎疾患を持った人は中等症として横浜市では中核病院に受け入れる

わけです。もう一回いろいろと話し合いましょう。 

（伏見会長） 

 様々なご意見ありがとうございます。新型コロナ対応の問題は非常に重要ですけれども、

すごく複雑な課題で、この場で結論を出すというのは非常に難しいのではないかと思いま

す。まず、病床整備について、今年度602床を配分する方向で検討部会のほうで詳細に検

討していただくということについては、ご異論はなかったと思います。問題のパンデミッ

ク発生時の病床につきましては、今回なかなか意見の収束を見ることは難しいと思います
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ので、この部分については保健医療計画推進会議の前までに改めて事務局で調整していた

だいた上で、委員の皆様に連絡していただくという形で進めていただきたいのですが、そ

んな方向でよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

（伏見会長） 

 では、そういう方向で、事務局で改めて精査をよろしくお願いしたいと思います。 

 

（３）地域医療介護総合確保基金（医療分）について【資料４】 

 

（伏見会長） 

 続きまして、次の議題に移りたいと思います。２（３）地域医療介護総合確保基金（医

療分）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、質問、ご意見や、地

域医療構想調整会議としての提案に関するご意見等がありましたらよろしくお願いいたし

ます。 

（新納副会長） 

 地域医療総合確保基金の医療分の活用についてですが、私ども横浜市から出しました看

護学校の施設等改修支援の欄で、神奈川県では看護師の養成を継続しなければならないと

いうこと。そして、神奈川県の建物自体も老朽化、狭隘化して、設備や施設なんかの改修

が必要です。ですから、ぜひ補助を行ってほしいということが一つです。それから、病院

の移転と建替えの支援で、先ほども出ましたように、もし感染症の患者さんの病床をつく

る場合、どうしても今の旧基準で建設された病院はなかなかできないわけです。それに対

しまして、県から建替えとか移転の補助をしてほしいということを強くお願いしたいです。 

（事務局） 

 新納先生、ありがとうございます。ご提案いただいている旨は承知しておりますので、

また担当のセクションからヒアリングなどをさせていただいて、それを踏まえて予算要求

をしていくかどうかですとか、そういったことを検討してまいりたいと考えております。 

（新納副会長） 

 よろしくお願いします。 

（伏見会長） 

 ほかにご意見・ご質問はありますか。 

（吉澤委員） 
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 看護協会からですけれども、ナースセンターは一応県の委託で運営している機能になり

ます。特に無料紹介であるとか、あるいは人材育成とか確保、定着といったところで本当

に肝になる機関ですけれども、やはり一部の県からの補助金が切られて、学校とか次世代

の人材への教育とか情報提供とかをなかなか充実させていくことができない部分があるの

で、そこら辺の補助をちゃんとまた検討していただきたいなと思っています。特にそれ以

外の研修の委託とか、そういったところでは補助金とかを頂きながらやっていますけれど

も、病床の拡大とか、そういったところが議論されるわけですが、人材の確保・定着とい

うところがついていかなければなりませんし、今回のコロナの影響で海外からの介護職員

の受入れとか、そういったことも途絶してしまいましたよね。そういったところで言うと、

やはり持続的に人材を育成していくことが非常に大事になるので、そこのところも併せて

検討していただきたいと思います。 

（事務局） 

 事務局からお答えいたします。この総合確保基金につきましては、感染症対応という位

置づけは特にありませんが、人材の関係につきましては、事業区分Ⅳで医療従事者の確保

に関する事業という位置づけがございます。当然、看護職関係の施策もこの中に位置づい

てくるのかなということで、新規事業のみならず既存事業の運用の改善ということも含め

てご提案いただければ、それにつきましてこちらで検討させていただきたいと考えており

ます。 

（水野副会長） 

 今の意見で聞きたかったのは、今の話の内容は２つあると思います。一つは人材育成の

こと、もう一つは人材の紹介のことです。それぞれに今、県から独自の予算をもらってい

るのと、この調整基金から出ているのと両方あると思うのですが、一体実績が年にどのぐ

らい出ているのかというのを、我々は３～４年前から出していただきたいというお願いを

何回かしています。それを見ないと、我々がいかに要求しても全然回ってこないというよ

うな状況の中で、人材育成にお金が必要なのか、それとも人材派遣のほうにどれだけの実

績を残せるのかというところを、はっきり予算と実績を出していただかないと、ちょっと

現場での感覚が違うかなという感じがしますので、よろしくお願いしたいと思います。 

（伏見会長） 

 ほかにはご意見ありますでしょうか。よろしいでしょうか。では、来年度以降の事業化

の検討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。 

 

（４）神奈川県保健医療計画の中間見直しについて【資料５】 

 

（伏見会長） 

 次の議題に移ります。２の（４）神奈川県保健医療計画の中間見直しについて、事務局
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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す。ただいまの事務局からの説明について、質問、ご意見等のある

方いらっしゃいますか。特にないでしょうか。この案のとおり進めていただいてよろしい

ということでしょうか。特に意見等はないようですので、事務局案のとおり進めていただ

きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

報 告 
 

（１）「医療ツーリズムと地域医療との調和に関する検討会」報告書について【資料６】 

 

（伏見会長） 

 続きまして、報告に移りたいと思います。３（１）「医療ツーリズムと地域医療との調

和に関する検討会」報告書について、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す。ただいまの事務局の説明につきまして、ご質問・ご意見はあり

ますか。特によろしいでしょうか。 

 

その他 

 

（伏見会長） 

 続いて４、その他ですが、事務局または委員から何かございますか。では、事務局から

お願いいたします。 

（事務局） 

 事務局から失礼いたします。資料のない形での情報提供ということでまずお詫び申し上

げたいところでございますが、県におきまして今年３月に救命救急センターの指定方針を

改定させていただきました。現在、県内におきましては、全二次保健医療圏に１か所以上

の救命救急センターを指定しておりますが、今後の指定の在り方につきまして、県の救急

医療問題調査会等で議論が必要だということで、平成30年度から議論を続けてまいりまし

た。昨年度末に県の医療審議会まで諮りまして、新たな指定方針について了承いただきま

した。改定しました新たな指定方針でございますけれども、地域の医療ニーズ等も踏まえ
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まして、指定の必要性について地域医療構想調整会議で意見をお聞きした上で、県の救急

医療問題調査会で検討するという新しい仕組みが導入されました。今後、指定を希望する

医療機関から圏域の中で申出があった場合、地域医療構想調整会議でご意見を伺うことが

ありますので、情報提供させていただいた次第でございます。以上でございます。 

（伏見会長） 

 ただいまの事務局の説明についてご質問のある方はいらっしゃいますか。よろしいです

か。 

 それ以外にほかに何か議題のある方はいらっしゃいますか。よろしいでしょうか。 

 以上をもちまして本日の議事は終了いたしました。後の進行は事務局のほうでお願いい

たします。 

 

閉 会 
 

（事務局） 

 伏見会長ありがとうございました。遅れて出席させていただいております神奈川県医療

課一柳と申します。改めましてどうぞよろしくお願いいたします。先ほど神奈川モデルの

県全体の状況について、窪倉先生からご意見を頂きました。それに対してご回答するタイ

ミングを逸してしまいましたので、ここでちょっと簡単にご説明させていただきます。 

 新しい患者推計のモデルが厚労省から示されまして、県で計算した数字によりますと、

現在ピークの患者数が1100人弱となっております。これに対して受入れを約束してくださ

っている病床数は、一応充足している状況ではあります。ただ、現実には、先ほどY-CERT

の数字についてご発言されていた委員の方がいらっしゃいましたけれども、なかなか病院

のそれぞれの事情によって、その数をすぐに用意できないという状況もあるのかなと思っ

ております。また、新型コロナウイルス感染症は皆様もよくご存じのとおり、予断を許さ

ないというか、今後どのように推移していくのか、推計はあるけれども実際の数字がどう

なっていくのか全く分からないという状況がございます。そうした中で、先ほどの新型コ

ロナウイルスの対応を踏まえた地域医療構想だったり医療計画の見直しは、今後適切な時

期に成果や課題を検証して、関連の計画の見直しと併せて見直しをしてまいりたいと考え

ておりますが、今、目の前にある危機にどのように対応していくか、それは既存の病床を

使うのかもしれないし、もしかしたら新しい病床が必要だという議論になるのかもしれま

せん。そこに関しては、神奈川モデルは全県一律のモデルではありますけれども、地域の

実情に応じたアレンジをしていくことこそが神奈川モデルの肝だと思っておりますので、

地域の皆様にご議論を十分にしていただいて、その結果は県としても受け止めさせていた

だきたいと思っております。 

 それでは、本日はお忙しい中お集まりいただきまして、また活発にご議論いただきまし
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て、誠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組を進めてまいります。

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。なお、

お手元の資料７は回収とさせていただいております。県としては全然構わないと思ってい

ますけれども、国から個別の病院名をどのように扱うかまだ示されておらず、それまでの

間は出してくれるなと言われておりますので、大変申し訳ございませんが、こちらの資料

は席に置いてお帰りいただければと思います。なお、念のためですが、お帰りの際は密に

ならないようにお気をつけてお帰りいただければと思います。今日はどうもありがとうご

ざいました。 


