
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年度第２回 

横浜地域地域医療構想調整会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年11月30日（月） 

横浜市医師会会議室 

 

 



 1

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。 

 まず、委員の出欠について確認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、松島委員、三角委員からは欠席のご連絡を頂きましたので、

ご報告をさせていただきます。 

 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１名

おられます。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。 

 続きまして、資料です。本日の資料は机上に配付しておりますが、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。 

 

議 題 

 

（１）神奈川県保健医療計画の中間見直しについて 

ア 中間見直し素案について【資料１】 

 

（伏見会長） 

 承知いたしました。それでは、２の議題（１）神奈川県保健医療計画の中間見直しにつ

いて、アの中間見直し素案について、事務局からの説明をお願いいたします。 

（事務局） 

（説明省略） 

（事務局） 

 追加で事務局からご報告させていただきます。委員の出欠についてですけれども、益田

委員は所用がございまして20時で退席されますので、ご承知おき頂ければと思います。事

務局からの説明は以上でございます。 

（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・ご意見のある方はどうぞご発言を

お願いいたします。特によろしいでしょうか。では、全体についてはこの方向で作業を進
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めていただきたいと思います。 

 

イ 基準病床数の見直し検討について【資料２】 

 

（伏見会長） 

 続きまして、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） 

 現行計画においては、横浜市では中間見直しにかかわらず毎年度基準病床数の見直しを

検討することになっておりますが、それも含めて、今回の説明について、皆さんのご意

見・ご質問等を頂きたいと思います。ご発言をどうぞよろしくお願いします。 

（窪倉委員）  

 県病院協会の窪倉です。基準病床数の中間見直しにふさわしい検討材料が多々出てきた

ことは大変評価できることだと思いますけれども、こうした資料の分析や追加の視点を含

めて、見直しの必要性について、これから議論が深まると思っています。そういう本格的

な議論の前に、２点だけ確認しておきたいことがありますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

 １つは、今回の中間見直しの議論を取りまとめるスケジュールについてです。資料１の

１ページには、県保健医療計画の見直しのスケジュールが書かれていて、これは基準病床

数の見直し検討も含めて、全地域で検討した結果を反映するとして、基準病床数の見直し

を含んだ素案をつくって、12月前後にパブコメを求めると書いてあります。一方で、４ペ

ージには、この基準病床数の見直しの議論のスケジュールが書かれていて、１月から２月

の第３回地域医療構想調整会議で地域の最終確認を行うとあります。ちょっと矛盾してい

るような気がするのですが、この点をどう考えているのか、教えていただきたいと思いま

す。今日の議論が今日のうちにまとまればそれに越したことはありませんが、論点が多い

ので、真面目にやればなかなか議論に時間がかかるのではないかと思うので、確認してお

きたいと思います。 

 それから、２番目の確認は、資料２の３ページの５になるかと思います。横浜において、

第７次計画策定時の横浜地域における議論の中身について書かれているわけです。それで、

当時の到達点が書かれているわけですけれども、横浜は計画の前半３年間は毎年基準病床

数を見直してきたわけです。今回、中間見直しという言葉が出てきているので、ちょっと

議論が混乱しかねないところがあると思っています。なので、確認しておきたいのは、具

体的には波線で囲んだ部分のｂに、前回の議論では毎年見直しについて検討するという記

載がここにあるわけですが、これは計画全般の３年間の方針を指しているのか、それとも
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計画全体、６年間を縛るような規定なのか。今回は３年間が終わったから中間で見直しま

しょうという大前提が最初にあるわけですから、ｂの記載全体を含めて議論するのではな

いかと私は理解していますけれども、はっきりしない点がありますので、通常の１年ごと

の見直しだけでいいのか、そうではなくて今後、後半も毎年見直しをやるのかどうかも含

めて見直すということなのか、どちらでしょうか。 

（事務局） 

 事務局から２点お答えさせていただきます。まず１点目が、パブコメでどのようなもの

を出すのか、スケジュールの関係と絡めると矛盾があるのではないかということもあろう

かと思いますけれども、資料の26ページをご覧いただきますと、調整中ということで、網

掛け部分のように今後検討していきますという形で表示させていただきました。パブコメ

の時点では具体的な検討結果まではお出しできないという形で整理させていただこうと考

えております。これがまず１点目でございます。 

 続いて２点目、中間見直しの位置づけでございます。第７次計画を策定した時期に、毎

年見直しをする地域がある一方で、それを行わない地域ができました。毎年見直しを行う

地域はどういった議論があったかというと、今後の人口動態がかなり大きく動くことを踏

まえて、計画期間中は毎年見直していくという考え方があったのかなと考えております。

基本的に毎年見直しを行わない地域も含めて、今回の中間見直しは全地域で見直しを行い

ます。もともと毎年見直しを行う地域については、策定当時の考え方を踏まえれば、中間

見直しというのもありますけれども、基本的には毎年見直しを行っていくという方針があ

ったのかなと考えております。以上でございます。 

（伏見会長） 

 ほかにご意見・ご質問のある方。 

（水野副会長） 

 今の意見と関係するのですが、６ページのところで、基準病床数と既存病床数の差が

924床と出ています。この基準病床数の見直しに関しましては、さっき言ったようなｂの

ところで横浜でのいろいろな条件によって検討するということと僕は理解していますけれ

ども、その検討する場所というのは、このスケジュールでいくとどこでやるのですか。そ

れを聞きたいと思います。 

（事務局） 

 お答えさせていただきます。まず、今回初めて調整会議で試算値をお示しさせていただ

きました。まずはそれを踏まえたご議論を本日もさせていただきたいと思いますし、最終

的な取りまとめにつきましては、次回第３回の調整会議で、これまで頂いたご意見も含め

て調整を図りたいと思っております。 

（伏見会長） 

 ほかにご意見はありますか。 
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（新納副会長） 

 基本的なことで申し訳ないのですが、国の定めた標準式には、様々な意見があるがと書

いてありますよね。一番に地域の意見を尊重する。そうすると要するに、現場感覚とか肌

感覚ですよね。それでいて、この標準式には様々な意見があるということは、この式はお

かしいのではないかという感覚があるのではないかと思います。誤ったということは言え

ませんけれども、現場感覚と全然違うような標準式を使って基準病床数をつくるのはいか

がなものかなと考えるのですが、いかがでしょうか。 

（事務局） 

 事務局からお答えします。今回様々な意見があると記載させていただいたのは、特にコ

ロナ禍にあるということもありまして、国のほうでもいろいろ議論が始められているとい

うことも踏まえまして、こういった書きぶりにさせていただいています。１点補足させて

いただきますと、先週の国のワーキンググループにおいても、長期的な地域医療構想で議

論すべきことと、もう一方で短期的な新興感染症の影響について切り分けて考えるべきで

はないかというようなことが厚労省の事務局から提案されていて、今後それについて議論

が深められていくものと把握しております。以上です。 

（新納副会長） 

 コロナ禍は分かるのですが、コロナが始まる前からこの数式はおかしいよと、この３年

間の間に何回も繰り返された議論だと思います。それに対しての国の考え方はどうなって

いるのでしょうか。 

（事務局） 

 お答えさせていただきます。資料に記載があるように、算定式自体について国から何か

今見解が示されているかというと、我々はその点を把握しておりません。我々としてもよ

り現状に近づけるために、毎年度最新の人口、直近の病床機能報告の病床利用率を用いて

見直しを行っていると認識しております。 

（水野副会長） 

 問題は５ページのところだと思うのです。一般病床と療養病床とあるのですが、横浜の

一般病床に関してはオーバーと出ていますが、足りないのは療養病床です。ところが、こ

こ３年間で療養病床は、いわゆる在宅医療等の対応可能な在宅医療に関しては、特養が

600床増えています。この扱いが療養病床の計算式に入っていないので、これを検討する

場所がないとちょっとおかしいのではないかと。要するに、横浜は在宅医療の数がものす

ごく多いと。せっかく丸印と星印がついていて、星印の一般病床のほうも病院協会が頑張

ってどんどん入所率を上げてやっているので、0.76でいいのかどうかということです。そ

れから、病床利用率のほうで受入病床は0.90になっていますけれども、それがどうかとい

う問題。それと、今言った特養そのほかは在宅医療になっていますが、600床増えている

ということの理解をどうするか、どの場でどのように決めて基準病床数に合わせていくの
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かということをやっていかないと、大変な問題になってくるのではないかと思います。こ

れはどうでしょうか。どこでやるのですか。 

（事務局） 

 お答えさせていただきます。在宅医療で対応できる分については病床ではなく対応され

ているので、その分基準病床数にどう影響してくるかということだと思いますが、別紙１

の５ページの計算式を見ますと、療養病床の分子のところで在宅医療等対応可能数、これ

は差し引くという形で最新の数字を反映させていただいております。 

 なお、今回最新の数値を反映することによって大きく影響が出たところを１点補足説明

させていただきますと、横浜地域では流出・流入の入院患者数で、最新の数字を当てはめ

たことによって影響が出た部分が比較的大きかったのかなと分析しております。以上でご

ざいます。 

（伏見会長） 

 ほかにご意見はありますか。 

（水野副会長） 

 だから、924床の検討というのはどこでやるのですか。 

（修理委員） 

 先ほどから議論があるように、横浜の場合、直近の人口と病床利用率を用いて毎年やっ

ているというのがあります。今回、県のほうから試算を示されて、地域ごとに計算式はい

じれないでしょうけれども、パラメーターを変えたりすることは可能だと聞いているので、

そういう意味では横浜独自に関係団体の先生方とも調整しながら、県とも調整しながら、

基準病床数についての案をお示ししたいと思っています。ただ、それを公式の場のどこで

というのは今のところないので、関係団体や県と調整させていただく形になりますけれど

も、どこか正式にかけられるような場所はあるのですか。 

（事務局） 

 基本的には地域のご意見を最大限尊重させていただくという考え方でいきますと、地域

医療構想調整会議が一番その位置づけとしては大きいのかなと考えております。協議をす

る場としては今回で終了ではありません。第３回、次回の調整会議で地域としての最終の

ご意見を確認させていただくというスケジュール感で考えております。924床という数字

が出ていますけれども、それまでの間でそれ以外にどういったパラメーターが調整可能な

のか、そういったことも個別に確認した上で調整させていただいて、第３回の調整会議に

臨むことができればと考えております。以上でございます。 

（水野副会長） 

 了解です。 

（伏見会長） 

 ほかにご意見・ご質問はありませんか。 
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（窪倉委員） 

 せっかくいい資料がたくさん出てきているので、そういった個別の資料についての分析

も本当はやったほうがいいのではないかと思います。こういう場がふさわしいのかどうか

は分かりませんが、せっかくなので。救急車の出動件数についてのデータが出ていました

けれども、件数が増えているということで、滞在時間も延長しているというようなお話が

ここに書かれています。多くは高齢者による出動件数の増加だと思いますが、直ちに病床

数の不足を意味するかどうかは、分析をもっと深めたほうがいいのではないかと思います。

というのは、高齢者が運ばれてきたときに一番特徴的なのは、やはり社会的に困難な要件

がたくさん付随していることが多いです。それから、健康情報とか社会的な背景の把握も

難しくて、転送する病院とのマッチングに時間がかかるということが恐らくあるのではな

いかなと思うので、数分の時間の延長が病床の不足を意味しているかどうか、そこは慎重

であってほしいなと。そのほか、コロナの状況は別にして、それ以前の段階で搬送困難の

事案がどうだったのかというようなことを、救急の検討委員会のデータなどもひもといて

もう少し深めてほしいと思います。 

 それからもう一つは、県から提出された資料の47ページで、先ほど県の方からもお話が

あったように流出入の分析がされているわけです。細かくは52ページ、53ページに書かれ

ていますが、横浜市の流出入人口の格差、つまり流出が多いというのが特徴だと言われて

きたわけですけれども、資料をよく読むと、一般病床でも療養病床でもこの２つの時点で

減少傾向です。つまり、流出過剰が減っているわけです。この数字は抽出されたもので実

態を反映していないのではないかというご意見もあったようですが、この算出の根拠は厚

労省の示す算出法ということになっていますから、一定の根拠があると思います。これは、

横浜市の毎年の見直しでも使われてきている算出方法ですから、根拠がないわけはないで

すよね。そうすると、この数年間の流出入の格差が減っているということであるならば、

県の総数ではあまり変化がないですから、ひょっとしたら県内で流出入の調整がされてい

るのではないかと。ですので、こういったことももっと深めたほうがいいのではないかと。

県内完結に向けた動きにつながっていないだろうかと。というのは、恐らく高齢者人口が

これからも増えることは間違いありませんが、先ほど水野先生も言っておられましたけれ

ども、高齢者施設がかなり増えているわけです。ですから、病院ではなくても入れるとこ

ろが増えているということがあって、吸収されてしまっている可能性はないのかなとも思

うので、ここももう少し別の角度から切り込むようなデータがないのかなと思います。こ

の２つの点、私はデータから感じるところがありましたので、意見させていただきます。 

（事務局） 

 ２点ご提案いただいたのですが、２点目の流出入について、県のほうからご説明させて

いただきます。この計算式でいきますと、流出過剰が解消されていくと、その分基準病床

数が多くなる形で式ができているという特徴がございます。今回、流出過剰が減っている
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という部分については、県内全体で見ればそれをどこかで受けているということは確かに

あるはずで、それが是正すべきものなのかどうなのかというのは一つ議論すべきところで

はあるのかなと考えております。その点も何らかの分析ができて、今後対応も可能であれ

ば、それも含めて第３回の調整会議でお示しできればと考えております。救急については、

県のほうでも持ち合わせがございません。申し訳ございません。 

（事務局） 

 横浜市から救急の関係についてですが、横浜市の消防局でいろいろそうしたデータを扱

っておりますけれども、基本的にはあくまでも局内の内部データとして扱っていて、公表

されているものはありません。先生のお話しになった、いわゆる社会的背景がどういう影

響を与えるかということは、そういったことも含めてなかなかデータとしてしっかりした

ものをお出しすることは難しいと思います。一方、ご承知のとおり横浜市としては、例え

ば脳血管疾患だったり外傷だったり、様々な救急医療体制をこの間ずっと充実してきてお

りますので、そういった状況においても滞在期間が長くなっているという因果関係、必ず

しも病床が不足していることとは関係ないのではないかという点については、先生のご指

摘のとおり非常に多角的な検証ができれば好ましいと思います。しかし、限られたデータ

の中でどこまで先生のご指摘に応えられるかは、また持ち帰りまして調べたいと思います

ので、今日のところは申し訳ございませんが、その程度でございます。 

（水野副会長） 

 １ページの素案骨子の中で、医療と介護の整合性を取って一体的整備を推進するという

ことで、いわゆるＫＤＢシステムを活用し追加的に対応する在宅医療及び介護サービスの

按分について県と市町村で調整を行うとともに、地域医療構想調整会議を協議の場として

活用して、在宅医療及び介護サービスの整備目標の云々と書いてありますよね。もし横浜

市で医療施策と介護施策の中の一般病床ではない部分に関しては、非常に大きな影響が出

てきていると思います。そこに関して、行政当局と我々と関係団体と協議して、ある程度

数字の整合性が取れれば、地域医療、あるいはここにあるような在宅医療及び介護サービ

スによって必要性が変わるということは十分に考えられると思いますし、またそういう中

で横浜はすごく金があるせいか、３年間で600床という特養をつくっているわけです。そ

ういうのも合わせると、ものすごい影響が出ています。ですから、そういうことを考えて

もう一度数を調整して、調整会議の場に出すということは十分検討を考えられると理解し

てよろしいですね。 

（事務局） 

 この後の「医療と介護の一体的な体制整備に係る調整について」という資料３に関わる

部分でございますが、８ページに今水野先生がおっしゃった追加的需要の按分の関係の概

念図がございます。高齢化に伴って在宅医療だとか、もともと100万人あったものの介護

需要が増えていくという問題とは別に、国が政策誘導的にそれまで療養病床にいた患者さ
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んを、在宅医療であるだとか外来医療であるだとか施設のほうに誘導していくと。いわゆ

る30万人問題というものがございまして、その30万人のところにあるのがこの図でござい

ます。その中で②、③の真ん中の帯の部分にあるものが在宅医療等対応可能数と呼ばれて

いて、在宅医療と介護施設で受け止める分になります。その下にある①が介護医療院等へ

転換した部分、転換の実績だとか見込みの部分を差し引いていくという処理をいたします。

なので、今回の基準病床数の算式に反映しております在宅医療等対応可能数につきまして

は、転換見込み調査をしまして、転換見込みが分かっている部分については差し引いてい

るということでご理解いただければと思います。以上でございます。 

（伏見会長） 

 次の議題のほうに入ってしまっているのですが、まず基準病床数の見直しについては本

日結論を出すことは難しいですし、いろいろ課題がありそうで、次回の調整会議において

最終的に決めるという形になっていますので、それまでに関係部署でいろいろ意見調整す

るなり資料を分析するなりして、お話を進めていただきたいと思います。本日の議論につ

いてはここまでとして、次の議題に移りたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

ウ 医療と介護の一体的な体制整備に係る整備について【資料３】 

 

（伏見会長） 

 続いて、医療と介護の一体的な体制整備に係る整備について、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） 

 ただいまの事務局の説明についてご質問・ご意見のある方、発言をお願いいたします。

水野委員。 

（水野副会長） 

 ちょっと確認ですが、10ページの退院後６か月、３か月、12か月というのは、ここのデ

ータの横浜部分のあれですか。 

（事務局） 

 横浜のデータになります。 

（水野副会長） 

 あと、この800幾つというのは、急性期・慢性期関係なく退院した人の数になるわけで

すか。 

（事務局） 

 事務局からお答えいたします。これは療養病棟、医療区分Ⅰから退院した退院した患者
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ということになります。 

（水野副会長） 

 非常に難しいと思うのですが、どこの病院でも急性期から慢性期までいっぱいいて、そ

れでむしろ急性期から出される人も結構多いと思います。急性期から直接在宅に行ってし

まうというか、いわゆる医療ニーズが高いまま、どこも受けてくれないから出される人、

ある程度長期になったので帰ってもらう人、一般病床の中でも慢性期病床から出される人

が800幾つしかいないというのは、これは１年間ですか、半年ですか。６か月、３か月、

12か月全部869になっていますが、Ⅰ、Ⅱから退院したのが３か月間なのか６か月間なの

か１年間なのか、同じ数字ですよね。何で同じ数字になっているのかということと、本来

そういうあれに戻るときに、在宅でも今我々が往診や何かで受けている中では、急性期病

院から出てくる人の対応にかなり追われているという現状もあります。そうすると、そこ

だけの数字だけで云々というのはちょっとおかしいような気がします。普通の一般病床で

も急性期から慢性期までずっといて、それである程度いて出される方も結構いますし、こ

の869という数字が多いのか少ないのかという判断も、３か月なのか６か月なのか１年な

のかというのも分からないし、どうなっているのでしょう。 

（事務局） 

 お答えさせていただきます。療養病棟以外の急性期から退院してくる分はどうなのかと

いうことですけれども、全国の市町村のデータを国のほうで集めまして、それを分析ツー

ルを使って分析したものが国から提供されております。そこの中に急性期病棟から在宅医

療ですとか介護に移ってきた分のデータは反映されておりませんので、持ち合わせとして

はないという状況でございます。 

 あと、３か月、６か月、12か月というデータが複数出ていて、あまりばらつきが見られ

ませんが、地域によってばらつきのあるところが一部ございます。ご参考として70ページ

に県内の地域別按分比率を一覧表で出しておりますので、後ほどご覧いただければと思い

ますが、一部の地域では期間によってのばらつきが生じているということをご確認いただ

けるのかなと思います。なお、全国的な傾向で言いますと、３か月と６か月はあまりばら

つきがありません。12か月になると、母集団の数が死亡等によって減ってきてしまうとい

うことがあると伺っております。もう一つ、神奈川と全国の傾向で違うところを言います

と、在宅医療を１とした場合の介護の比率が全国平均では3.9となっておりまして、神奈

川の場合はそれより在宅医療のほうが大分多くなっているというところに大きな特徴があ

ると言えるのかなということを併せてご報告させていただきます。以上でございます。 

（水野副会長） 

 今の３か月、６か月、12か月の在宅医療等対応可能数というのは、何を意味しているの

ですか。 

（小松委員） 
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 県医師会の小松です。この在宅医療等対応可能数という、この数字自体が基準病床数以

上にめちゃくちゃなのですが、今慢性期の病床が横浜の場合は多分4500ぐらいあって、療

養病床というのは患者さんの病状に応じて医療区分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲというのに分かれています。

医療区分Ⅰというのは、あまり医療が必要でないので、施設でも在宅でも大丈夫でしょう

と言われる人が、4500のうち恐らく３割ぐらいと見積もっています。その３割の医療区分

Ⅰの中７割は今は入院しているけれども、国の考え方としては、今後は家に帰せ、施設で

見られるだろうということで、基準病床数から差し引けといって出てきた数字が860幾つ

です。だから、この数字の単位は何かというと、パー・デーと思っていただいていいと思

います。要するに、今は入院しているけれども、政策医療で869人は、国としては施設や

在宅で見ろと。その数字に関して、ＫＤＢで療養病床から出ていった人のフォローアップ

をしていくと。だから、実際にこの869という数とは関係なく、時間で区切っていくと３

か月、６か月、12か月で、時間がたてばたつほど施設の割合が減って在宅の割合が増えて

いくと。そういうことで、在宅なのか入所系の施設なのかの線をどこで引くかというのを

定義上６か月のところで切りましょうかというのがこの議論なので、正直何のために何を

しているのかというのはちょっとよくわかりません……本日の協議の意図としてはそうい

う意味だとは思います。 

（水野副会長） 

 現場としてはすごく実態感がない数字に思います。６か月を取るか３か月を取るか12か

月を取るか、国はどういうつもりでというのは大体分かりました。100万人のうちの30％

を減らすので30万人を外に出すから、それをどのように在宅に持っていくかという比率で、

70％はⅠのほうに出すと。それを受け取るようにするにはどうなのかということになって

いきますが、横浜は在宅医療が多いと僕は思います。そこに特養が増えてしまったのです

よね。すごく今現場では混乱しているような感じを受けます。というのも、どんどん流れ

が病院から特養ではなくて、老健から特養に流れてしまったり、非常に現場サイドとして

はおかしな現象が起こっているので、そういった中でこの在宅医療の按分には、施設とい

うのは何を意味するのかということもはっきり出ていないですよね。施設間の動きがどう

なっているか、ＫＤＢの中で資料がちゃんと出ているのかどうかということですよね。そ

ういうのもちゃんと出ていないと、やはり正しく理解しにくいなと。我々の現場感覚とし

てはちょっと違うのではないかという感じを受けますけれども、介護施設同士の動きとい

うのはＫＤＢの中でデータが出ているのですか。 

（事務局） 

 申し訳ございませんが、介護施設同士の動きは持ち合わせがございません。ここで把握

できているデータとしては、入院していた患者さんが退院後の行き先として在宅医療を受

けているのか、あるいは介護施設に行ったのかというような形で、患者所在地別で分析が

なされていて、それをレセプトベースで集めてきたものということでご理解いただければ
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と思います。 

（伏見会長） 

 ほかにご意見はありますか。 

（松井委員） 

 先ほど小松先生がおっしゃったのですが、12か月たつとかなり亡くなってくるというこ

とも当然あると思います。それでも在宅医療と介護施設を足すと全部同じですよね。

869.52になってしまうのですが、減っていかないとおかしいですよね。 

（小松委員） 

 先生のおっしゃるとおりで、按分する意味も、あとはある日１点で切れば869ですけれ

ども、その数字が日々変化していくわけですから、むちゃのむちゃのむちゃぐらいの仮定

に基づいて想像されたものだと思いますので、これで何を議論すればいいのかというと議

論のしようがないと僕は思っています。 

（松井委員） 

 ３年間で600ではなくて、毎年600ずつ特養が増えています。毎年。ものすごいです。ま

た来年も600ですけれども、その中の150は現在ある特養のショートからの転ベッドです。 

（水野副会長） 

 毎年600ですか。 

（松井委員） 

 毎年600です。これは市長の公約でそのとおりにつくっています。 

（松本委員） 

 横浜市です。第７期の計画期間中に関しては毎年600ずつ特別養護をつくります。第８

期は今審議中ですが、600を毎年450ずつにして、残り150をショートステイからの転換で

対応します。 

（新納副会長） 

 600の６年間ですか。 

（松本委員） 

 第７期間の３か年は、毎年600ずつです。第８期については、毎年450を整備するという

ことです。 

（新納副会長） 

 質問です。今７期の３年間が毎年600で、あとの３年間はつくらないということですか。 

（松本委員） 

 第８期は、毎年450で３年間です。 

（新納副会長） 

 だから、600掛ける３プラス450掛ける３。すごい数ですね。 

（伏見会長） 
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 議論が脱線しているようなので、まず医療と介護の一体的整備については、ある意味仮

定の推計の数値なので、その意味を推し量るのはなかなか難しいですけれども、基本的に

はここに書いてある方法で推計作業を進めていただいて、次回の第３回地域医療構想調整

会議で再度資料に基づいて議論するという形で進めていきたいと思います。それでよろし

いでしょうか。水野委員。 

（水野副会長） 

 さっき言ったのは、５ページの計算式の按分で、療養病床の中の重要な部分を占める在

宅医療等の対応可能部分のところですよね。それに関しての根拠というのは、我々現場サ

イドから言うと、全然肌感覚に合わないと。これで数字を出されるのはちょっとおかしい

と思うので、その辺は現場やいろいろな関係団体と話をして、それで基準病床数というも

のを考えないといけないのではないかと思います。あくまでもこの数字を絶対に使わなく

てはいけなくて、これに当てはめてやらなければいけないとなると、かなり違う感じの数

字が出てくるような気がしてしようがありません。そういう考えでよろしいのでしょうか。 

（事務局） 

 在宅医療等対応可能数が現場の肌感覚と乖離があるのではないかというご指摘だと思い

ます。そうしたことは起こり得ると考えています。これはなぜかといいますと、在宅医療

等対応可能数自体がバーチャルな数字であるということです。なぜかというと、それは政

策誘導によって位置づけられた目標、これは国が30万人問題として位置づけた目標を都道

府県別に割り振って、それを介護施設で受け止める分、在宅医療で受け止める分で割り振

ってくださいと。それだけが都道府県の裁量になっているのが実態でございます。なので、

総量としての最終的な目標値は国が政策目標で定めた数値ですから、現場感覚との乖離が

生じてくることはあり得るかと考えております。以上でございます。 

（伏見会長） 

 その点も含めて関係団体とよく情報交換して、次の調整会議に向けて作業を進めていた

だきたいと思います。よろしくお願いいたします。次の議題に行きたいと思いますが、よ

ろしいでしょうか。 

 

（２）病床機能の転換について【資料４】 

 

（伏見会長） 

 （２）病床機能の転換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） 

（説明省略） 

（伏見会長） 

 ただいまの事務局の説明について、ご意見・ご質問のある方は発言をお願いいたします。
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窪倉委員。 

（窪倉委員） 

 関連して質問します。35ページ以降に病床機能報告結果が書かれています。ただ、これ

は11月10日現在と書いてあります。今年度の病床機能報告で転換の実態がばらばらと報告

されると思います。この資料というのは、病床機能報告の期限が11月30日だったと思うの

で、途中結果をまとめて…… 

（小松委員） 

 これは令和元年の11月ではありませんか。 

（事務局） 

 お見込みのとおりでございまして、今回お示しさせていただいたのは令和元年度の病床

機能報告の資料でございます。 

（窪倉委員） 

 令和元年度の実態を今年報告しているということではなくて、去年の取りまとめ結果と

いうことですね。 

（事務局） 

 通常ですと、例年は夏の時点で比較的早い時期にこういった同じような資料を調整会議

の場でお示ししておりますが、今年度につきましては国からのもともとのデータが県に届

くのが通常より４か月ほど遅れたということで、調整会議への資料の報告がこの時期にな

ってしまったということでございます。申し訳ありません。 

（窪倉委員） 

 そうすると、転換の届出というか認知というのは、これから地域で報告されたものが詳

しくここに出てくるということでよろしいですね。ありがとうございました。 

（伏見会長） 

 それでは、この２病院の病床機能の転換についてほかにご意見のある方はいらっしゃい

ますか。特に反対意見等がない場合は、転換を了承するという形になりますけれどもよろ

しいでしょうか。 

（異議なし） 

（伏見会長） 

 では、了承されたという形で、地域医療構想調整会議の意見とすることにいたします。

ありがとうございました。 

 

（３）地域医療連携推進法人について【資料５－１～３】 

 

（伏見会長） 

 続きまして（３）地域医療連携推進法人について、事務局からの説明をお願いいたしま
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す。 

（事務局） 

（説明省略） 

（伏見会長） 

 続きまして、法人設立準備事務局から説明があるとのことですので、どうぞよろしくお

願いいたします。 

（関係者） 

 よろしくお願いいたします。法人準備事務局の横浜市病院協会の池島でございます。着

座にて失礼いたします。資料５－３をご覧ください。地域医療連携推進法人設立に向けて

の資料を準備いたしました。２枚目でございます。地域医療連携推進法人の企画方針案に

ついて説明いたします。まず、私ども横浜市地域の病院に関しまして、これから2025年を

迎えるにあたり、病床数も検討されていると思います。また同時期には医療従事者の数も

大分少なくなっていることが予想されております。つまり、医療資源が非常に枯渇する可

能性がございますので、少ない医療資源を有効に活用できるようなことからこの企画を始

めております。 

 ２枚目をご覧ください。大口東総合病院理事長の新納先生のお言葉になっております。

横浜市において云々と書いてありまして、ここで重要なのは、「横浜市内の医療機関を中

心に連携を強化することで、経営面での底上げ」、とにかく私ども病院は今苦しい状況に

ございますので、それを底上げしていきたいと。そのために協力し合うということを趣旨

の１番としております。 

 各論ですが、１番、各参加病院の持続可能な経営と横浜市地域医療の質の向上に貢献す

ることを目指しております。２番、各参加病院の経営の独立性・気密性を担保しておりま

す。３番、連携推進業務として私どもが今考えておりますのは、早期に共同購買を始めさ

せていただいて、次年度以降ですが、共同研修・交流、人事交流について始めたいと思っ

ております。その後もその他の事業を積極的に検討しております。最後ですが、４番目、

本法人は医療連携推進事業の透明性と公平性を担保しようというところに一番の主眼を置

いております。これを担保しながら進めたいと思っています。 

 裏面をご覧ください。３番です。これまでの経緯と今後の予定ですけれども、まず私ど

も横浜市病院協会が最初に地域医療連携に関してアンケート調査をしております。それを

基に、この先に説明をいたしますけれども、横浜市大の課題解決型高度医療人材養成プロ

グラムの中で検討した結果でございます。2020年９月に、その結果を基に神奈川県地域医

療連携推進業務支援対象地域に選定いただきまして、10月から神奈川県横浜市域の各病院

に情報提供しております。本日、この調整会議に諮らせていただければと思っております。

その後、協議開始のご報告を申し上げます。2021年２月に調整会議でご承認をいただけれ

ばと思っております。４枚目以降ですけれども、私が横浜市大で調査した結果になってお
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ります。 

 裏面をご覧ください。５枚目です。今までの他地域のことをご説明いたします。神奈川

県内では県央にも１つありますが、全国で15法人が設立されております。厚労省の医政局

長の通知では、医療連携推進事業には下に書いてあるようなものがございます。しかし、

大体各法人で何をされているかといいますと、一つは、まず少ない量ですが医療機能の分

担をされているところがございます。その他はやはり医療材料、医薬品の共同購買、交渉、

私どもと同じような考え方のところがほとんどです。印象としまして、地域医療連携推進

法人というのは、病院を統合したり、もしくは医療機能を分担させたりというような考え

方ですが、この地域ではあまりそれがそぐわないので、それよりは基本的に共同で何かを

していくというようなことを考えております。他機関とのすみ分けについて私どもが何を

考えているかというと、その下に書いてありますが、私どもは都市型の医療圏にございま

すので、参加病院、特に中小病院の経営力底上げのためにこの推進事業をうまく実施して

いきたいと考えております。調査研究ですけれども、６枚目に内容を書いております。 

 ７枚目をご覧ください。私どもは横浜市内の病院からアンケートを取らせていただきま

したけれども、認知度と印象としては、大分医療機関はいい印象を持っております。もし

この推進事業をやるとしたら、市内にはどんな需要があるのかというと、先ほどからご説

明しております共同購買、人事交流などがございました。 

 裏面をご覧ください。９枚目ですが、今後の動きに関して、地域連携推進事業について

ここに示しております。今日が11月30日で、第２回地域医療構想調整会議にて協議を開始

したいということをご連絡できればと思っております。 

 その後の10枚目をご覧ください。地域連携推進方針（案）を書いております。私どもの

名称は横浜医療連携ネットワーク、推進地域は神奈川県横浜市を想定しております。参加

法人は今調整中ですが、10から20法人を考えております。その先に病院が参加するようで

あれば、もちろんそれは審査しまして、加入していただくようなことを考えております。

理念と運営方針を示しております。横浜市において質の高い効率的で効果的な医療提供体

制を確保するために、地域医療構想及び地域包括ケアシステムの構築の実現に寄与するこ

とを目的としております。運営方針は、下記のとおりでございます。 

 裏面をご覧ください。11枚目のスライドです。４番目、病院等相互間の機能の分担及び

業務の連携に関する事項及びその目標を記載しております。１番は、医療関係者の資質向

上を図るために共同研修及び相互交流をしたいと考えております。２番目は、医薬品、医

療材料、医療機器等の共同交渉・共同購入を考えております。３番目、これが私はかなり

重要だと思っていますが、災害発生時や緊急事態発生時、今回のような事態ですけれども、

そこでの対応力をみんなで強化していきたいと考えております。４番としまして、その他

関連する事業も考えております。説明は以上です。 

（伏見会長） 
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 ありがとうございました。ただいまの説明について、ご質問・ご意見のある方、発言を

お願いいたします。特にありませんか。よろしいですか。それでは今後、次回の調整会議

で改めて協議することになると思いますので、その際はどうぞまたよろしくお願いいたし

ます。どうもありがとうございました。 

 

その他 
 

（伏見会長） 

 続いて議題３その他ですけれども、事務局・委員等から特に議題はありますか。よろし

いですか。それでは、本日の議事を終了いたします。進行を事務局にお返しいたします。

よろしくお願いします。 

 

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

ご議論いただき誠にありがとうございました。本日の議論を踏まえまして、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。 


