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開 会 
 

（事務局） 

 それでは定刻になりましたので、ただいまから令和３年度第１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させていただきます、神奈川県医療課

の植木と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 さて、本会議はさきに委員の改選がございまして、改選後初めての会議となります。改

選後の委員の方々につきましては、お手元の委員名簿のとおりでございます。新たに委員

となられた方がいらっしゃいますので、ご紹介させていただきます。 

 川崎市医師会の新井委員です。 

 川崎市歯科医師会の松山委員です。 

 川崎市薬剤師会の金子委員です。 

 川崎市看護協会の堀田委員です。 

 次に、委員の出欠でございます。本日の出席者は座席表のとおりです。全員出席となっ

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ます。開催予定を周知させていただきましたところ、

傍聴の方につきましては８名となっております。また、報道機関の方についてもお二方い

らっしゃっています。報道機関の皆様におかれましては、恐れ入りますが取材・撮影は進

行の妨げにならないようご配慮をお願いいたします。また、会議記録につきましてはこれ

まで同様、発言者の方の氏名を記載した上で公開とさせていただきます。資料につきまし

ては机上に配付させていただいておりますが、何かございましたら、会議途中でも事務局

にお申しつけください。 

 次に、会長を選出させていただきたいと思います。川崎地域地域医療構想調整会議設置

要綱第４条第２項により、「会長は委員の互選により定める」と規定されております。皆

様からのご意見はいかがでしょうか。もしご意見がないようでしたら事務局からご提案さ

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） 

（事務局） 

 ありがとうございます。事務局といたしましては、この改選前まで川崎市医師会長に本

会議の会長をお願いしておりましたことから、川崎市医師会長の岡野委員を会長に推薦さ

せていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

（拍手） 

（事務局） 

 ありがとうございます。ご異議がないようですので、岡野委員を会長として選出させて
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いただきます。岡野委員は会長のお席へご移動をお願いいたします。 

 それでは、会長に就任されました岡野委員から一言ご挨拶を頂きたいと思います。岡野

会長、よろしくお願いいたします。 

（岡野会長） 

 ご指名でございますので、今期の会長を務めさせていただきます、川崎市医師会会長を

務めております岡野でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 さてコロナ、今日は東京では3000人を超えたということで、確実に感染力は非常に強く、

そして拡大、ただ、幸いなことに、菅さんが去年提案されました７月末までに65歳以上の

希望する方たちへのワクチン接種は今現在、川崎でも82％ということで、１回目に関して

はほぼ希望する方たちに打てたと。２回目の接種が今70％を超えておりますので、目標の

今月末までには、希望する人はほとんど打てるのではないかという段階まで来ました。こ

れは川崎の施策として、アクセスポイントをとにかく増やすということで、今470ほどの

医療機関が接種することで何とか達成できたことかと考えております。幸いにこの効果は

あるようで、今高齢者の入院は明らかに減っております。ただ、若年の方たち、それなり

の肥満であり糖尿であり、こういったハイリスクの40代、50代の方たちの入院が非常に増

えているということで、病院の現状をお聞きすると、いわゆる中等症の入院が非常に増え

ていると伺っております。とにかく裾野は広がっている割には、重症の割合は必ずしも一

致していないということは幸いかなと思っておりますが、いずれにせよ、救急医療に対す

る負担は非常に大きな状況に来ております。 

 今日は議題としてたくさんございますが、特にこの救急医療に関する問題が一番のネッ

クかなと考えております。本日は重要な審議になりますけれども、スムーズな進行にご協

力いただきますよう、どうぞよろしくお願いいたします。 

（事務局） 

 岡野会長、ありがとうございます。それでは、以後の議事の進行は会長にお願いいたし

たいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

議 題 
 

（岡野会長） 

 それでは、ただいまから議事に入らせていただきますが、報道機関等はよろしかったで

しょうか。 

 それでは、早速これより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。 

 

（１）令和３年度地域医療構想調整会議等の運営について【資料１】（審議事項） 
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（岡野会長） 

 まず、２番（１）令和３年度地域医療構想調整会議等の運営について、事務局からのご

説明をよろしくお願いいたします。 

（事務局） 

（説明省略） 

（岡野会長） 

 ありがとうございました。令和３年度地域医療構想調整会議等の運営について、ただい

まの事務局からのご説明につきまして、何かご質問・ご追加はございますか。この件に関

しましてはご報告をお聞きしたということでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

（岡野会長） 

 それでは、意見を踏まえまして、また作業を進めていただければと思います。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

（２）地域医療支援病院の責務の見通しについて【資料２】（審議事項） 

 

（岡野会長） 

 続きまして、（２）地域医療支援病院の責務の見通しについて、事務局からの説明をお

願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

（事務局） 

（説明省略） 

（岡野会長） 

 ありがとうございます。ただいまのご説明に対しまして、何かご意見・ご追加はござい

ますか。 

（内海委員） 

 ちょっと教えていただきたいのですが、神奈川県では責務を定めないということで、こ

れは特殊な例なのでしょうか。そして、その内容としまして、いわゆる地域医療支援病院

に関して、その管理者に責務を与えるという意味ですよね。その責務とは、例えばどうい

うような責務を与える場合は与える、あるいは他の都道府県ではどういうことを考えてい

るとか、何かそういうことでもう少し具体的に説明していただかないと、何とも理解が十

分でなくなってしまいます。皆さんもそうではないかと思いますので、もう少しその辺の

具体例を取り混ぜながら説明していただけるとありがたいのですが、いかがでしょうか。 

（事務局） 

 ありがとうございます。神奈川県医療課長の一柳と申します。１つ目のご質問、他県の
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状況でございます。近隣の都県に聞いたところ、まず東京都は、国の省令が改正される前

から地域医療支援病院の責務として、災害時の医療であるとか感染症医療を担うことを追

加できないかという検討が進んでいると承知しております。ただ、それ以外の首都圏です

とか関東地方の県に聞いたところ、定めない方向で検討中というような話を聞いておりま

す。 

 具体的な責務ですけれども、実を申しますと今、国から定められているものは先ほどご

説明させていただいた２の「改正内容（追加された事項）」にあります。もともと地域医

療支援病院の責務というのは――話があちこち飛んで失礼いたします――「（参考）地域

医療支援病院制度について」にございますとおり、承認要件の中で、例えば患者さんの紹

介・逆紹介率であるとか、救急医療の提供体制や施設整備、人員配置等について要件が定

められておりまして、こちらは２年に１回、県に報告を頂いて、県から公表させていただ

いております。今回はこれに加えて県知事が県独自の責務を追加で定めることができます

よと。その例示として、２の「改正内容」の（１）で、医師の少ない地域を支援すること

だとか、近接している医療機関と競合している場合に、必要な医療に重点化した医療を提

供することだとかを国が例示しております。実はこれ以上具体的なことは示されておりま

せん。なので、こちらは皆さんのご意見で、地域医療支援病院なのだからこういうことを

させるべきだというご意見があるかどうかをお聞きしながら検討していくと。そういう状

況になっております。 

（内海委員） 

 ありがとうございます。もう少しいいですか。「平常時からの準備も含め、新興感染症

が」というところに、「感染症医療の提供を行うこと」とありますが、今回も誰がそれを

行うのかということを多少考えておく必要があるのではないかと思われます。神奈川県は

医師が少ない地域とは言えません。多い地域でもないかもしれませんが、例えばイ）の

「近接している医療機関と競合している場合」なんていうのは、ものすごく医療機関の多

い地域もございますので、この辺はすごく関係のあることではないかと思います。ただ、

地域医療支援病院という枠組みの中にそれを全て負わせるかどうかというのはまたちょっ

と問題が違うので、国がなぜ地域医療支援病院に関してだけそういうことをおっしゃって

いるのかがちょっと分かりませんが、公共性が高いかどうかとか、そういうことが問題に

なると私は思います。地域医療支援病院の公共性が特にすごく高いということでもないと

思いますが、これは責務ということも含めて考えたほうが、感染症も含めていろいろなこ

とがスムーズに行われてくるのではないかと私は思います。以上でございます。 

（岡野会長） 

 いかがでしょうか。ただいまのご意見に対して。 

（事務局） 

 ありがとうございます。少しコメントさせていただきますと、まず、地域医療支援病院
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に今指定されている病院が、ちょっと分かりづらいのですが参考資料５ということで後ろ

のほうにおつけしております。こちらの医療機関を見ていただきますと、そもそも医療法

の中で特定機能病院と地域医療支援病院というのが病院の中でも明確に位置づけられてい

るものでございまして、私どもが承知している範囲では、特定機能病院と地域医療支援病

院の在り方を検討する中で、機能の強化を求めていく必要があるのではないかという議論

がされていると承知しております。ただ、そこで新たな責務を追加するに当たっては、国

で一律で決めるのではなくて、地域の実情に応じて決めていってもらおうと。こちらを見

ていただきますと、実は例えば感染症対応ですとか、ここに載っている医療機関さんはか

なり役割を果たしていただいております。あと、医師少数区域に関しましてもご指摘のと

おり、我々は人口当たりの医師数が少ない県だという自覚を持っておりますが、国が言っ

ている医師少数区域には当たらないという不服がある状態になっております。そういった

ことも踏まえて、なかなかそういったことを責務として求めていくのは簡単な話ではない

なと考えております。以上です。 

（岡野会長） 

 いかがでしょうか。よろしいでしょうか。いずれにせよ、今回の改正におきましては新

興感染症であるとか感染症対策に非常に重点が置かれていることはよく分かりますし、地

域医療支援病院にはいずれも感染症対策にいろいろな形で尽力いただいていることはよく

分かります。ただ、今、内海先生もお話のように、地域医療支援病院だけにこれを負わせ

るのではなくて、第２、第３のピラミッドの形で全体でカバーしていくという意味では、

この辺は特に変わらないのかなと思います。 

 ただいまの件に関しまして、何かご意見・ご追加はございますか。よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

（岡野会長） 

 それでは、ただいまの件はこれにて終了とさせていただきます。ただいまの委員からの

意見を踏まえまして、事務局の提案に、またさらに作業を進めていただければと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（３）川崎地域の現状について（審議事項） 

 ア 令和２年度病床機能報告結果（速報値）等について【資料３－１】 

 イ 公的医療機関等２０２５プランについて【資料３－２】 

 

（岡野会長） 

 それでは、続きまして議題の（３）川崎地域の現状について、ア及びイを続けて事務局

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） 
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（説明省略） 

（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説明のとおり、2025プランなどの更新

の提案がございました。川崎市立川崎病院のプランにつきましては事務局から説明のあっ

たように、既に本会議で議論した内容が反映されたものと思います。特に異議はないもの

と思いますけれども、その他に関しまして委員からのご質問・ご追加が何かあればお受け

したいと思います。いかがでしょうか。 

（小松委員） 

 県の医師会の小松ですけれども、今回の川病さんのことではなくて病床機能報告の速報

値の資料に、病床数の推移と、高度、急性期、回復期、慢性期の比率の変動が見られます。

2016年と2020年で比べると、回復期を名乗るベッドは3000床ぐらい増えていますが、実際

はもしかすると慢性期が一部回復期を名乗るようになったり、回復期の機能を担うように

なった部分もありますけれども、ほとんどは急性期を今まで標榜されていた医療機関の一

部が回復期機能を担っているということだと思います。 

 先ほど事務局から回復期が大幅に足りないという話題がありましたが、現場の感覚から

言うとさほど足りないわけではなくて、むしろ国に言われたとおりに全部が回復期になっ

ていたら、今回のコロナ禍はとてもではないけれども対応できなかったと。看板が決まっ

ていてそれしか診られないというベッドほど硬直的なものはないので、最終的にどういう

形になっていくかは分かりませんが、基本的には回復期を無理に増やしていくというより

は、急性期から回復期の役割を担う機関がある程度ないと困るよねという考え方もあるの

ではないかなと思います。意見です。以上です。 

（岡野会長） 

 この急性期、回復期がどういったステージを想定していたのかというところが一つ課題

かなと思いますが、今現在のこういったコロナの状況の中では、従来の考え方とは多少変

わってきているのかなと思います。ただ、やはり看板というか、病床に完全に何々専用と

いうくくりで考えられているものではないと思いますが、ただいまのご意見に対して事務

局から何かございますか。 

（菅委員） 

 神奈川県病院協会から出席しています菅です。いつもこの議論になりますと、国の定め

た目標とする病床数を目指そうという感じになっています。以前もこの地域医療構想調整

会議で発言させていただいたと思いますが、神奈川県の県民１人当たりの入院医療費はた

しか38万円とかそれぐらいで、全国の高い県から比べれば大幅に低く抑えられているとい

う現実があることは、厚生労働省の資料などでも示されています。神奈川の、入院から退

院させて外来までとか在宅までの導きが非常に円滑に進んでいる証拠かなと思っています

が、神奈川県として自分たちの県のやり方、県の医療機関とか介護施設がうまく連携して
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いるこの方針というか、いい成果が出ていることを国にアピールしていただいて、こうい

ったやり方でやると国の目指している医療費削減にもなるし、県民当たりの医療従事者数

も看護師とかを見ると全国でワーストに近いですけれども、少ないマンパワーで最大限の

効果を上げられるというようなことを逆に示していってもいいのかな、お手本になってい

ってもいいのかなと思っています。これは全国一律の計算式にのっとって数字を入れてい

ると思いますが、何も無理やり国が示したものを目指さなくてもいいのではないかという

考え方は、県として容認されるものなのかどうなのかを伺いたいと思います。 

（事務局） 

 ありがとうございます。まず、大前提として、地域医療構想を策定するときから同じ議

論をさせていただいていると思うのですが、必要病床数の計算方式が2013年のデータを基

に全国一律の計算式で計算した、ある種特定の仮定に基づいた数字であると。特に神奈川

県においては、これが本当に目指すべき必要病床数なのかといった議論はあったと記憶し

ておりまして、そこはやはり県としても違和感を持っているということで、地域医療構想

の本文にも書き込ませていただきました。 

 一方で、病床機能報告の報告内容につきましても、国が示したマニュアルに沿って医療

機関さんが自主的に報告なさっているもの、なおかつ病棟単位での報告となっております

ので、ミックス病棟などについてはどれかに決めなければいけないということもあり、こ

れもまたそれを額面どおりに受け取っていいものではないだろうと。この２つの認識は皆

様と共有させていただいていると思います。例えば県もトライアルで、急性期と報告され

ているものの中で少し実態を踏まえて区分できないかということもやってみましたが、な

かなかいいデータが得られなかったり、試行錯誤しています。国から示されている数字を

完全に無視することもできないので参考としつつ地域の実情を踏まえて、これからの高齢

社会に、それこそ医療機関が役割分担してうまく連携して、おっしゃるとおり介護施設と

も連携してという形をどうやったら実現できるか模索するのがまさにこの場であると思っ

ております。以上です。 

（岡野会長） 

 いかがでしょうか。菅委員、よろしいでしょうか。ただいまのご意見に関しまして、何

かご追加・ご質問はございますか。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

（岡野会長） 

 それでは、ただいまの件に関しましては、このご意見を踏まえた上で作業を進めていた

だくよう、よろしくお願いいたします。 

 

（４）救命救急センターの指定について【資料４－１～４－４】（審議事項） 
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（岡野会長） 

 それでは、続きまして（４）救命救急センターの指定についてでございます。本日は前

回の議論を踏まえた上で、川崎地域の現状や救急搬送の状況などデータ、またＭＣ協議会

委員のご意見を用意していただいたということでございます。まず、事務局からのご説明

をよろしくお願いしたいと思います。 

（事務局） 

（説明省略） 

（岡野会長） 

 ありがとうございます。非常に貴重なデータがいっぱい並んで、逆にちょっと消化不良

気味になりますが、いかがでしょうか。ただいまいろいろなご意見を頂きましたが、何か

ご意見・ご質問はございますか。 

（菅委員） 

 ご説明ありがとうございます。神奈川県病院協会の菅です。２点ちょっとお伺いしたい

ことがございます。１点目は、前回の１月29日のこちらの地域医療構想調整会議で、メデ

ィカルコントロール協議会に意見を伺うということでよかったと思いますが、こちらの

「地域医療構想調整会議の委員を除く」と書いてありますけれども、メディカルコントロ

ール協議会委員は地域医療構想調整会議に２名出席しております。なぜこれを除くことに

なったのかということが１点です。１つ目の質問からお願いしていいですか。 

（事務局） 

 ありがとうございます。ＭＣ協議会の意見を伺うというところで、調整会議に所属され

ている方はこちらでご意見を伺えるということで、この場にいらっしゃらないＭＣ協議会

委員に文書照会させていただいたという趣旨になります。以上でございます。 

（菅委員） 

 ありがとうございます。恐らく一人一人に意見を聴取してしまうと、かなり委員の地域

性もあって、あとは全体をよく見えているのか見えていないのか分からない方も個人の見

解として発言されていることがあると思います。私は６月４日のＭＣ協議会に出席してい

ますが、協議事項として委員の中で意見を出し合って、ＭＣ協議会としてはこういう結論

を見たという形にすべきではなかったのかなと思いますけれども、いかがでしょうか。 

（事務局） 

 ありがとうございます。ＭＣ協議会は川崎市の附属機関設置条例に定められた協議体で

ございまして、所掌事務が決められております。そういったところから、この案件は協議

できないということで今回のような文書照会という形を取らせていただきました。以上で

ございます。 

（菅委員） 

 恐らく意見を聞かれた委員に配付された資料は、前回の地域医療構想調整会議に出され
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た資料プラスアルファみたいなものであって、それだけ見るとこのような答え方をしても

仕方がないなと思うような結論の導き方をされているような気が個人的にはします。です

ので、委員長がそう言われたのであれば、それは事前に各委員に説明すべきであって、地

域医療構想調整会議に出席しているメンバーに意見を聞かないのであれば、最初から聞き

ませんと。我々も提出したのになぜここに出ていないのだろうと思ってちょっとびっくり

しているのですが、載せませんので意見を聴取しませんということであれば、無駄な時間

を取らなくても済んだのではないかなと思います。 

 もう一点目が、資料４－４の川崎北部医療圏救命センターにおける救急状況等について

ということで、細かく分析していただいてありがとうございます。１つしかないので病院

名をお出ししますけれども、聖マリアンナ医科大学病院がこの救命センターに当たります。

この地域医療構想調整会議で、川崎北部に三次救命センターが必要かどうか、その１点を

皆さんで明らかにしたほうがいいのではないか、現状においてそれが必要かどうかを、具

体的な数値をもって協議したほうがいいのではないかということを私は申し上げました。

こちらを拝見すると、聖マリアンナ医大は大体4500から5400弱をこの３年間で受けて、コ

ロナ禍ということもあって令和２年は多少異常値になるかもしれませんが、二次救急と三

次救急の合計の応需率は95％ぐらいです。 

 川崎北部の三次救命センターは聖マリアンナ医大の救急の受入れだけだと不安だから、

住民が困るからということで手挙げされている医療機関があるのではないかと思いますが、

この内訳を見ると、重症・死亡が45から74です。要するに、5000台要請があって、そのう

ち45例が三次救急相当だったけれども受け切れなくて、南部なり他の市に搬送されたとい

うことです。パーセンテージにすると、99％は聖マリアンナか川崎市内のその他の病院で

も大丈夫だったというケースです。受け切れなかった三次の45、55、74を限りなくゼロに

するために三次救命センターを本当に設置しなければいけないのかということと、近隣の

二次救急病院でうまく救急車の受入れを分担すれば、聖マリアンナにはなるべく三次救急

相当の患者さんを、周りの病院には二次救急相当の患者さんをということをもうちょっと

徹底すれば、40、50というのは限りなくゼロに近づくのかなと思っています。ですので、

このデータから見てはっきり分かったことは、今すぐ三次救命センターを整備するような

状況にないということが明らかになったのではないかなと思いますが、いかがでしょうか。 

（岡野会長） 

 いかがでしょうか。ただいまの件に関しまして、どなたか回答は。 

（事務局） 

 ありがとうございます。この数字、これまでは令和元年度の非応需件数311件というの

をお出ししていて、昨年度はそれで議論ということになって、それでは分からないという

ことで、こちらも混乱させてしまったのかなということで申し訳なかったと思います。今

回、１つずつかみ砕いて、一件一件精査して右側の数字を出したということで、これが多
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いか少ないかの判断は確かに分かれるところだと思います。私どもとしてはこれをゼロに

したいというよりは、これを参考資料として提示しておりますので、皆様からのご意見を

頂戴できればと思っております。協議をお願いできればというところです。 

（菅委員） 

 委員の意見としては、45から74の三次救急相当だったけれども受けられなかったという

件数は、比較的地域の二次救急との連携で解消できるような小さな数字なのではないかな

と。パーセンテージを計算しましたら、平成30年で0.8％、令和元年で１％、令和２年で

1.6％。これを何とか地域の連携で解消できるのではないかと思っているのですが、いか

がでしょう。僕の意見としては以上です。 

（岡野会長） 

 結局、この患者さんが二次でありこの患者さんが三次でありという明確な分類は確かに

難しいと思います。資料４－１の冒頭、（２）の指定方針改正に当たっての付帯意見にも

ございますけれども、結局他の三次、三次救急医療機関との協力関係が不可欠であると。

確かに今、菅委員のおっしゃるように、どうしても三次救急だけで受け入れているわけで

はございませんので、二次救急を受けざるを得ない状況の中で、三次救急が受け切れない

ことは当然あり得ると。恐らく菅先生のおっしゃっているのはその辺なのかと思います。

ですので、二次救急をもう少ししっかりすることで三次救急の数をやたらに増やさなくて

も済むのではないかというのが趣旨なのかと思いますが、この辺に関しまして何か。 

（方波見委員） 

 病院協会の方波見です。菅先生とダブるかもしれませんが、先ほど神奈川県における救

命センターの指定方針というところがありましたけれども、前回のお話で必要性が認めら

れた場合には複数配置を考慮するということがございました。前回の第３回地域医療構想

調整会議の中で、これがちょっと分からなかったというのがございました。川崎北部地域

には二次救急医療が充実すればいいのか三次救急が充実すればいいのかということをＭＣ

協議会に諮問しようということになったと思います。決して新百合ヶ丘総合病院が救命セ

ンターとしてふさわしいのかをＭＣ協議会に諮問したということではなかったように思い

ますが、そこも聞けないのでしょうか。ＭＣ協議会として諮問できないのかなというのが

１つです。 

 あともう一つ、やはり菅先生とダブるのですが、資料４－４で重症・死亡例の分析をさ

れていますけれども、菅先生もおっしゃっていたように、これは１％のことで、逆に言う

と99％は違うものです。１％のところを突き詰めてそこで調整していると、99％を無視し

て調整してしまうことになるので、そちらの議論を一緒にしないと間違えてしまうのでは

ないかなと思います。以上です。 

（事務局） 

 保健医療政策室川島です。お世話になっております。まず、ＭＣ協議会へ諮問できない
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のかということでいうと、この案件を諮問する機関ではないということになりますが、意

見をお伺いすることは可能です。したがって、本日の資料を交えて追加した形で、あるい

は今、方波見先生がおっしゃったようなことのご意見を伺うことは可能です。それが１つ。 

 もう一つ、この数字自体は、私どもが今まで出してきた資料の数字をより分析したもの

がこちらになっております。確かにご指摘のとおり、聖マリさんのコールセンター、ホッ

トラインは二次・三次が分かれていなかったので、なかなか実態的な数字が取れなかった

というのが昨年度までの実績になっています。したがいまして、聖マリさんにも消防から

お話ししていただいて、今年からは新たに二次コール、三次コールを分けていただき、そ

れで出てきた数字がこちらになっています。５月、６月で７件となっておりますので、単

純計算ですが６倍にすると42件、そうすると例年と大体似たような数字になるのかなと思

っております。一方で、これを大きいと取るか小さいと取るかというのはかなり主観的な

例え方があるなというのが一つと、もう一つが冒頭、ＮＤＢデータなどでも説明させてい

ただいたとおり、将来需要を見込む必要もあるのではないかと考えております。特に川崎

北部医療圏におきましては、先ほどの資料と同様に、2040年までしか推計ができていない

ので2040年までになりますけれども、相当医療需要の伸びが見込まれています。これは県

内有数です。したがって、そこが見込まれているので、北部医療圏においては基準病種数

も毎年見直しましょうという特例措置を取っているわけです。そういった状況なども加味

しながらこの議論は進める必要があるのだろうと考えております。以上です。 

（明石委員） 

 よろしいですか。当事者なので伺いにくいですが、川島さんの説明でお聞きしたいのは、

北部の医療需要で高度急性期は2025年に向けて400床過剰です。救命救急センターは高度

急性期病床で申請ですよね。400床過剰というデータがあるけれども、北部の医療需要が

増えるとまだまだ高度急性期も増やすということですか。今はそう聞こえましたが。北部

で伸びる医療需要は、まさに小松先生がさっきおっしゃったように、回復期であるとか慢

性期の需要が増えるのではないかと僕らはこの会議の資料で理解していたのですが、そこ

はいかがでしょう。 

（事務局） 

 ありがとうございます。先ほどのこの前の議題の意見交換でも出てきましたとおり、地

域医療構想の必要病床数は、計算式になかなか納得いかないものがあると。もう一つは、

病床機能報告につきましても、医療機関の自主的な報告に基づいて病棟単位で報告する制

度になっていることから、必ずしもそれが地域の実情を反映した正確な数字になっている

かどうかといったところが共通認識としてあると思っております。なので、これを単純に

比較して足りないからどうとか多いからどうという議論をストレートにするのではなくて、

この数値を参考にしつつ、将来の必要な医療提供体制をどうやって実現していくかをこの

場で議論させていただきたいと考えております。もちろんこの数字を無視することはでき
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ませんが、この数字が表しているものに基づいて議論を完全に進めていくものでもなかろ

うと思っております。 

（明石委員） 

 一柳さん、この地域医療構想調整会議、私は最初からメンバーですが、国が示したＮＤ

Ｂデータの必要病床数に合わせて私たちは病床機能報告、将来はこうしますといった報告

を出しているのですよね。申し訳ないが、北部の高度急性期病床は全てうちの病院です。

ですから、400床過剰だというから将来の病床機能報告に我々は600幾つと出しているわけ

です。でも、それが地域の事情によって計算式に合わなくて変えられるのだと今おっしゃ

ったわけですが、では何のために我々はＮＤＢデータに合わせて今まで議論してきたのか、

とても疑問に思いますけれども、そこはいかがですか。 

（事務局） 

 ちょっと申し上げづらいのですが、今、聖マリアンナ病院さんは全ての病床を高度急性

期で報告いただいております。実は大学病院が所在する地域はどこも同じような状況が生

じていると思っておりまして、そういう意味では高度急性期の現状の病床数と必要病床数

の比較が、大学病院が所在する地域においては結構捉え方が難しいものなのかなと思って

おります。ですので、単純に今が1200床で将来の病床数が787床だから、では減らしてい

けばいいんだねという議論になりにくい特殊な事情を抱えている地域なのかなと認識して

おります。 

（明石委員） 

 大学病院の問題点は、私はこの会議が始まったときから国にも申し上げてきましたが、

この県の会議でも同様に申し上げてきて、つまり特定機能病院と大学病院も同じカテゴリ

ーで議論するのかというのは何度も質問させていただいて、現状がこうあるわけです。で

すが、それが今、大学病院は特殊なのでということで考えていいのなら、我々が今出して

いる数字も根底から見直す必要があるのかなと思います。それは正しい理解ですか。 

（事務局） 

 なかなか制度が決められている中での議論になりますので、私どもでこれを全然無視し

ていいですとも言えない部分はございますが、そういったことがあるということを念頭に

置いてこの数字を見ていく必要があるのだろうと思っております。 

（明石委員） 

 一柳さんの胸中はお察しいたしますが、３年の間に我々は来年完成する大学病院の建替

え事業も進めてきました。そのときの建築の病床数も地域医療構想のＮＤＢデータに合わ

せて削減を考えて建てているわけです。それが今になって大学病院は考えにくい地域だか

ら高度急性期病床の考え方を変えてもいいような言われ方をしても、この議論の責任は誰

が取るのですか。 

（事務局） 
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 申し訳ありません。高度急性期の考え方を変えてもいいと申し上げたつもりはありませ

んが、必要病床数の計算式にしても病床機能報告の報告の仕方にしましても、一定の決め

られた制度の中でやっているものになります。やはり地域の実情が加味されていない部分

があるかと思いますので、我々は議論するに当たってはそういう認識を持ってこの数字を

見ていかなければならないのだろうと思っております。 

（明石委員） 

 ということで川島さん、もう一回戻しますが、北部で伸びる医療需要に高度急性期が含

まれているという解釈でいいですか。 

（事務局） 

 今後入院の医療需要の中には、当然高度も通常の急性期も含まれていると考えておりま

す。 

（明石委員） 

 初めて知りました。 

（小松委員） 

 県の医師会の小松です。やはりこういう話をするときは必ずベッドの数の話になるので

すが、一番の問題はベッドの数ではなくて、ずっと言っているのは数だけ増やせばいいと

いうものではなくて、むしろ人の問題です。ベッドだけ増やすと人は変わらないわけです

から、ちょっと乱暴な言い方をすれば、人の取り合いが起こったりとか、逆にその結果と

して共倒れになってしまうということがあると、今よりもさらに落ちてしまうこともある

ので、いたずらに当初から出されている数字を無理に追いかけるのはやめようということ

で、神奈川県ではずっと現状を尊重しながらやってきたという経緯があると思います。一

番の問題は、こういう話をする前提として働き方改革が目の前に来てしまっているという

ことがかなり大きな視点としてあって、特にこういう高度医療の領域というのは、今まで

のような医師の勤務形態ではもうすぐ違法になってしまいます。むしろ今のコロナの状況

で本当に頑張っていらっしゃる先生方を今の人員の倍の人数で見ていかないと、働き方改

革上は無理になってしまうのが２～３年後に必ず来ます。 

 そういったことを考えたときに、そこの話だけをすれば救命救急センターというのはも

ちろんあったほうがいいよね、望ましいよねという話になると思います。ただ、救命救急

センターをつくる結果として一番問題になるのは、さっきから需要としては当然どこの地

域も高齢者が増えて、入院のときに要する医療的な高度さというのはさほど高くないけれ

ども入院が必要なケースが増えていくわけです。ですから、どちらかというと高度急性期

のベッドが必要というよりは、急性期から地域包括ケア病棟のようなところの地域や施設

と病院を行ったり来たりするような患者さんに柔軟に対応できるベッドが基本的には必要

で、そちらがちゃんと守られるという意味で言うと、救命救急センターよりも二次救急と、

施設の利用者さんが調子が悪くなったときに受ける高齢者救急という呼び方をしたり、あ
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とは1.5次救急といったり、そういったニーズをうまく多用していくほうがかなり大事で

す。救命救急センターというのはそういう意味で言うと、菅先生がおっしゃったように、

本当に三次のシビアなケースに関しての不応需が２つあればゼロになるかもしれませんが、

逆に二次救急がどうなってしまうのかということをしっかり議論した上で、地域によって

救命救急センターがこの地域に２つ要るのか、１つでむしろそこの役割をみんなでうまく

分ければやっていけるのかとか、そういう議論をしていかなければいけないのかなという

気がします。 

 あと県に伺いたいのですが、資料４－１の２ページで、最終的には調整会議と救急医療

問題調査会等で議論して、最後は県に持っていくわけですよね。医療審議会に上げていく

となると、調整会議ではこういう意見がありましたという形で結論も持ち越しで上がると

いうのは何となくあまりないと思うのですが、今夜で終わるのかもちょっと分からないで

すけれども、どういう結論というか、今日の持っていき方というか、そのあたりの指定の

同意というのは、例えば全員同意だったら何の問題もないと思いますが、何となくいろい

ろな意見が多分あると思うので、そうなったときは賛成多数、反対多数なのか、極端なこ

とを言えば決を採るのか、どの辺までイメージされているのでしょうか。多分いろいろな

意見が出て、いろいろな考え方があることは間違いないと思います。そこだけちょっと教

えていただければと。 

（事務局） 

 ありがとうございます。まず、実を申しますと、今回のこの議論というのは、救命救急

センターの、従来、整備方針と呼んでいたものが、二次医療圏全てに１か所以上の救命救

急センターが指定されたことをもって一定の整備目標が達成されたということを踏まえて、

新たに指定方針という形で改正された後の初のケースとなります。ちなみに、これまでの

整備方針と今回の新たな指定方針でどこが異なっているかと申しますと、資料４－１の

（２）に指定方針１、２、３、４とございます。１はアンダーラインをつけ忘れています

が、１と２に太字とアンダーラインでお示しさせていただいた箇所になります。つまり、

「アクセス等にも配慮した全県的な地域バランスや地域の医療ニーズ等を考慮し」という

部分と、地域の需要について、修正前は「地域の実情により」となっていたところを、

「地域医療構想調整会議で協議し、その必要性が認められた場合には、複数配置を考慮す

ることとする」とさせていただいております。したがいまして、地域医療構想調整会議で

協議し、その必要性が認められた場合に救急医療問題調査会にバトンタッチしていくこと

になります。 

 では、何をもってその必要性が認められた場合と見なすのかということが実は結構難し

い問題でございまして、もともとこの地域医療構想調整会議は何かの議題に対して多数決

をもって決定していくような機関ではございませんでしたので、そういう前例はありませ

ん。必要性が認められた場合とにはと言っているぐらいなので、意見が全くまとまらない
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状態で結論を出すというのもあり得ないだろうと。なので、そこに関してどのように意見

を取りまとめていくかといったことは、ルールを決めているわけではない状況ですが、や

はり一定の意見の方向性がまとめる状態は必要かなと思っております。 

（坂元委員） 

 先ほど小松委員から、例えば病床の配分を不用意にやっていくと、場合によると共倒れ

みたいなことも起きるかもしれないということがでました。確かに三次救急というのはど

こを見ても非常に過酷な現場でということもあると思います。令和元年第２回医療審議会

で、その必要性が認められた場合に三次救急の新設を考慮するとありますけれども、多分

こういうのはいろいろな見方、私は医者であっても行政の人間なので、新たな三次救急あ

ったらまずいかという議論が必ず出てくると思います。それがあることによって、例えば

小松委員の言った共倒れが起きるのかとか、ほかの医療を阻害するのかという議論も本来

は必要なので、例えば三次救急複数配置したときに、仮に今の議論で99％は聖マリアンナ

医科大学で受けていて非応需が１％しかない、だから不要だという議論も当然あると思い

ますが、しかしもう１つがあってはまずいという議論を神奈川県としてはどうお考えにな

っているのでしょうか。 

（事務局） 

 ありがとうございます。まず、大前提として、救命救急センターの指定については、全

ての二次医療圏に１か所以上配置するということを目標としてやってまいりました。平成

29年４月に２病院が新規で指定されたことによりまして、その目標は一定達成されたと。

そのときに、救命救急センターの指定については、県の救急医療問題調査会は県の救急医

療に関する諸課題について協議するために設置されている会議でございますので、ここが

一義的に審議する場になっております。その中で今後どうしていこうかという議論を２年

にわたってしてまいりました。実はもうこれ以上指定しなくてもいいのではないかという

議論もございましたが、委員の皆様から二次医療圏に複数配置されているところも現実に

ある中で、全ての二次医療圏が１か所以上あるから打ち止めというのも、それはそれで県

の方向性としてよろしくないのではないかという意見を頂きました。様々な意見を交わし

た中で、複数配置を希望する医療機関が出てきた場合に、地域でその必要性があるかどう

かを協議していただいて、その意見を踏まえて救急医療問題調査会で協議しましょうとい

うことになりました。お答えになっているかどうか分かりませんが、地域医療構想調整会

議の中で必要性が認められるか否か、我々としてはそこが申し上げられる唯一の基準とな

っているという状況でございます。 

（明石委員） 

 私は当事者だし、北部唯一の救命センターを運営している理事長なので、新百合さんが

とても優秀な救急病院であることはよく知っていますし、この救命センターの可否、新百

合さんが適切であるかという議論は、私は意見を言うべきではないと思いますが、事実だ
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け申し上げます。私たちの救命救急センターの、さっきピアレビューとおっしゃいました

が、国がピアレビューしています。前年度のスコアリングでの評価は全国１位でした。こ

れはお調べになれば分かります。それから、新型コロナの重症者患者の受入数は全国の大

学病院の中で残念ながら２位でした。でも、これは数例差で、関西医科大学と本学の救命

センターが断トツ２校です。それから、先ほどグラフでお示しになったデータで、いつも

こういう表の書き方になると、川崎市立多摩病院の救急数と聖マリアンナ医科大学の救急

数は病院が別なので分かれて出ますが、実態は一緒にやっているわけです。同じ医局の人

間がシェアしてやっているので、我々としては川崎北部の救急医療に関しては合算数字で

評価してほしいなという思いがあります。その上で、まだ１％を満たすために救命センタ

ーが不足しているのだと。必要であるという議論であれば、私は単純に力が及ばなかった

ということでおわびをしなければならないという立場だと思っています。以上です。 

（坂元委員） 

 今ちょっとコロナの話が出てきたので、私は行政の人間ですからどこの病院がコロナを

受けているか言ってはいけないと言われているのですが、明石先生が受けていると言った

ので。確かに聖マリアンナは重症を受けていて、多分断トツかなと私も思っています。と

いうより、これはかなり個人的な意見も入ってしまうのですが、コロナの重症を受けるた

めには、ある意味では三次の能力が当然必要かなと思います。だから聖マリアンナ大がこ

れだけ受けられているし、これだけ貢献しているというのもあると思います。今、三次の

議論が、三次救急を受けている受けていないという議論に話が行っているのですが、私的

には、これは後で神奈川に聞こうかと思ったのですけれども、地域医療構想調整会議の中

で今まで危機管理という概念が全くありませんでした。言葉は悪いのですが、病院にとに

かく病床を減らせみたいな、そういう議論でずっと来ていました。国の公立病院の議論を

見たら典型ですよね。公立病院なんか要らないみたいな議論をしていて、コロナが起こっ

たら受けているのは公立病院という形ですから、そもそも地域医療構想調整会議の中で危

機管理という概念がなかったのはちょっと変だなということです。そこら辺を今後どうす

るのか。ちょっとずれるかもしれませんが、今ちょうど明石先生からコロナの重症という

お話があったので言わせてもらいます。 

 私的には、もし仮に三次救急をやりたいと言うならば、コロナの重症を受けるぐらいの

覚悟が今後必要だろうなということが１点です。別にこれは県の中でそういう考え方を持

ってもいいと私は思います。何もほかの県と同一に、三次救急だからコロナの重症を持た

せるという議論をしてはいけないということはないと思います。こういう時代ですし、今

日は感染者が3000人を超えているしということも一つあります。それから今、委員から二

次救急の問題の受け入れのほうが重要だという意見が結構出ていて、私もそれはそうだと

思います。だから、一つの可能性として、多分皆さんの心の中にあるのは、三次救急をや

ってしまって二次救急をやらなくなってしまったら地域は大変なんじゃないのというとこ
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ろの担保ですね。仮の話で、仮に三次救急になったときに、うちは三次救急だから二次救

急は取りませんと言ったら、そこは変な話、取り合いみたいなおかしな話になってくるの

で、三次になったからといって二次救急の担保をどうするのかが必要です。それからやは

り、地域医療構想調整会議の中でずっと議論が欠けていた危機管理。つまり、今回のコロ

ナ。そこを県としては三次救急の必要条件と認められるというようにそういう概念を入れ

ていくべきだと私は思いますが、いかがでしょうか。 

（事務局） 

 ありがとうございます。様々論点があったので、答えが漏れていたらご指摘ください。

まず、１つだけ言わせてください。我々としては、地域医療構想調整会議の中で病床を減

らそうという議論をしてきたつもりはございませんので、そこだけは一つ言わせていただ

ければと思います。 

 あと、三次救急の必要性について議論する中で、まさに今真っただ中の感染症対策につ

いて、やはり三次救急を名乗る以上はしっかりと見ていくべきだといった議論であるとか、

三次にリソースを集約させるだけではなくて二次もしっかりと受けていくべきだという議

論があることは当然あり得るかと思っております。 

 あと、危機管理につきましてはおっしゃるとおりで、最初の議題でもご説明しましたと

おり、医療法が改正されて、次の医療計画の改定には６事業目という形で新興感染症等の

感染拡大時における医療が位置づけられることになりました。詳細については今、国の検

討会で検討していますけれども、県としても地域の中での医療提供体制を話し合っていく

地域医療構想調整会議の場で、もちろん現在が終わっていないので次の話をするのもあれ

なのですが、グローバル化が進んでいる時代ですので、何十年か、もしくは何年か後に似

たようなことが起こるであろうことに備えて、どういう体制を地域ごとに取っていくかと

いう話合いはが今後絶対に必要になってくると思っております。なので、まず今年度の後

半にアフターコロナに向けた勉強会を検討したいなと考えております。以上です。 

（坂元委員） 

 今のお答えの中で、三次救急をどうするかというのを、一つの視点としては非応需があ

るかどうかという議論、ただ非応需はすごく数が少ないよねという議論と、せっかく国が

医療計画の中で危機管理みたいなことを言い出した中において、一歩前に進んだ議論とし

て、また言うと怒られてしまうかもしれませんが、コロナの重症を受けるというのは、聖

マリアンナ大が一生懸命やっているところを見ると、やはり一つの三次救急の使命かなと

感じます。というより、その体制を用意していかなければいけないというのは多分、今後

の大きな課題になると思います。ですから、必要と認められるという条件の中にそれを入

れていいのではないかと思います。なぜならば、必要と認められるという議論は、令和元

年の段階の地域医療審議会で、当時はコロナなんか全く起こっていなかったときなんです

ね。誰もそんな危機管理のことなんか生じると思っていなかった。だけど今は違うので、
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令和２年の医療審議会の意見の中にそれを付け加えるべきだと思います。多分、一般病院

でコロナの重症を診ろと言ってもかなり難しいのではないかと思います。つまり、それぐ

らいの能力と覚悟が必要なのではないかというのは必要性の項目の中に入れるべきです。 

 ただ、当然それでうちは三次だからと言って、二次を断って地域医療が混乱するといけ

ないので、何か二次を受けているという追跡調査とか報告を義務づけるとか、そういうも

のがないと駄目だと私は思います。ですから、令和元年の２回に決めた基準はコロナもな

かったし、平穏無事の時代で決めた必要条件という概念と今の概念は違ってくると思うの

で、一歩踏み出してそういう新たなものも認めるときには、私は必要なのではないかと思

います。そこをどう考えるかです。例えばそれは、今回新百合ヶ丘から三次救急の申請が

出ているけれども、新百合ヶ丘に限らず、今後出てきたところにもそれを新たな要件とし

て見ていくことは、一歩踏み込んで先駆的にこの会議で踏み出してやっていってもいいの

ではないかということです。 

 病床削減会議と言ったのはごめんなさい。言葉のあやで、私の言いたかったのは財務省

の医療削減だと言いたかったので、別に県を批判したわけではありません。という形で、

例えば自分で自分が川崎市に聞くのは変なのですが、川崎市としては二次救急をおろそか

にしていないかという追跡というのは、具体的にどのようにできると思っていますか。 

（事務局） 

 まず、こういったいわゆる病床の整備ですとか、あるいは新たなスキームを導入すると

いうことは、従前は地域医療審議会で行ってきておりました。そこに来て地域医療構想調

整会議が法改正に伴って設置され、それに伴って一部本案件も含めて地域医療構想調整会

議の中で諮られるようになったと承知しております。それで本日この場を迎えていると。

従前の例で言いますと、川崎市地域医療審議会において、例えば旧社会保険病院が譲渡さ

れた場合ですとか、あるいは６号基準病院に川崎幸病院が指定されたときですとか、そう

いったことにおいてはしっかり果たすべき機能を果たしているのかということを毎年度、

地域審に報告していただいているような仕組みでやっている例もあります。そういった意

味においては、新百合さんについては去年の11月の第１回のこの場において、皆さんの前

でプレゼンをしていただきました。当時の計画書の中にも、これまで担ってきている二次

救急機能はきちんと継続しながらそれに上乗せして三次をやりたいというようなことをお

っしゃって、それを前提として議論が始まっておりますので、そういった意味では地域審

なりでしっかり検証していくことは可能だと考えてございます。以上です。 

（明石委員） 

 長引かせて申し訳ないですが、ＭＣの現役の先生方の前で大変口幅ったいのですけれど

も、もともと私は救急医ですから、ここで救急医療の歴史もレクチャーできるぐらい詳し

いつもりでいます。そもそも三次救急医療体制なんて昭和50年代初期にできました。たら

い回しが起きたのでやむなくできた一次、二次、三次の区分けで、今でも三次救急と二次
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救急を分けていること自体が本当の最先端の救急をやっている連中からするとナンセンス

に近いです。今、救命センターの中にもＥＲ型救命センターと名乗っている人たちがたく

さんいます。一方、医者はどんどん細分化して専門性が分かれてきているので、二次救急

だったら横断的に何でも診られる医者がいるかというと、どんどん減っているわけです。

ですから、いわゆる今まで二次といわれていたところまで救急医がカバーすると。つまり、

二次と三次の区分けなんかなくなってきているのが今の救急医療のトレンドです。ですか

ら、うちも今、実は面倒くさくなってしまっているのは、ホットラインは１本でよかった

のです。でも、三次救急の応需率が分からないと言うから２本になってしまっているので

す。救急の現場がそのしきたりにかなうために後ろ戻りせざるを得ず、面倒くさいのです。

ですから、そもそも神奈川県も川崎市ももっと新しい救急医療に目を向けて考えるべきで

はないかと思います。 

 それから、そもそもが二次の患者か三次の患者かという統計データを救急隊が取ってい

るわけです。こんなことでいいのかと思うわけです。つまり、お医者さんたちがたくさん

いるし、健康福祉局だってあるのだし、きちんとした医療サイドで川崎市内、あるいは神

奈川にどのぐらい重症救急患者がいるのか、中等症の救急患者がいるのか、そういうのを

きちんと把握するのに本当に消防局に任せておいていいのですかというのがあまりに古臭

いやり方だなと思います。それが実際にこういうところに出てきてしまうわけです。 

 それから、坂元先生がおっしゃったように、従来の三次救急該当疾患というと、ショッ

ク、心肺停止、熱傷とか、疾患に限りがついてしまうわけです。でも、そうではない。こ

んな新興感染症で重症が出てきたりしても、それはＥＲ型救命センター、つまり重症者か

ら中等症まで救急だったら何でも診ますよという新しいコンセプトの救命センターであれ

ば、それは診て当然と。コロナで重症だから診られませんということでは救命センターで

はないよねというのは、別に新しい疾患が出てくるたびにカテゴリーを変える必要は全然

なくて、それがむしろ市民目線だと思います。ですから、実は僕はとても古臭い議論をし

ているような気がしています。以上です。 

（岡野会長） 

 ありがとうございます。さっきもお話がありましたが、どこをもって二次の患者さん、

どこをもって三次の患者さん、どこの病院が二次の病院で、どこの病院が三次の病院であ

るという細かな分類というのが果たして必要なのかどうか、僕もちょっと疑問に思います。

特に年末年始の医療崩壊、救急医療の崩壊と言っていたときにどういうことが起きていた

かというと、新型コロナが２類の感染症であるというのが一つの大きなたがにはなりまし

たが、結局、救命で受けた重症患者さんが今度は救命でなくて二次に回したい、回復期の

病床に回したいけれども、感染症という絡みで回すことができなかった、受け入れてくれ

るところがなかったというのが、要するに、１つのピラミッドがしっかりと構築されてい

ればある程度救命に対する負担も軽くなって、救命の新たな応需率も上がるのではないか
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なと僕も感じていたところではあります。 

 そういう意味では、１つの病院が三次だけであるとかここの病院は二次だけであるとい

うわけではなくて、やはりいろいろな病院が、特にこういう新興感染症の場合には全体で

の連携というものをしっかりと構築されることが本当に必要なのだろうと思います。果た

して三次救急という冠にどういう責務があって、逆に三次救急をもらったことでどういっ

た責務が免除されるのか、こういうものが何かあるのかどうか、この辺も僕らとしては知

りたいところです。例えば三次救急となった場合には全科が必要であるとか、そういった

何か決まりというのはあるのかどうか、その辺を教えていただければと思います。 

（事務局） 

 ありがとうございます。まず、明石先生がおっしゃった、国でも救急災害医療の在り方

検討会等の議論を見ていますと、まさに三次の医療機関でも二次の患者を取っていくとい

うようなことが話し合われていたりですとか、あと坂元委員がおっしゃったように、従来

の三次救急の中で感染症への対応は特にないといった中で、国では救命救急センターの指

定基準は定めておりまして、そこにはいろいろと医師の体制ですとか地域の連携の体制で

すとか、そういったことが要件として定められております。ただ、質問に対する答えにな

っているか分かりませんが、先ほど小松先生からこの議論をどうやってまとめていくのと

いうご質問があって、私はちょっとつたないお答えをしてしまったのですけれども、正直

に言ってこの決め方について今は定まったルールがない状況でございます。今まで意見が

出てきておりましたように、救命救急をやるのだったらばこういったことであるとかこう

いったことは絶対やるべきだといったような条件も込みで、例えば一定の方向性がまとま

るといったことはありなのかなと思っております。お答えになっているでしょうか。以上

です。 

（岡野会長） 

 極端に言うと救命救急センター、三次救急でなければできない医療というのが特にある

のか、それだけ一つ教えてください。三次救急の救命救急センターでなければやってはい

けない医療です。 

（事務局） 

 三次救急でなければできない医療といいますか、救命救急センターに求められているも

ともとの役割は、重症であったりとか重篤な患者さんの受入れ、あるいはほかの医療機関

で受けられないような患者さんの受入れではないかと思います。 

（菅委員） 

 神奈川県病院協会の菅です。また議論をちょっと元に戻してしまうようですが、今、一

柳課長がおっしゃったことというのは、まず大前提として必要性があるというコンセンサ

スがこの中で得られた上で、さらに手挙げをしたところにこれはできますか、コロナの重

症は受けられますか、こういった医療はできますかという第２段階の話であって、これを
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やれるかどうか聞いてやれると言ったからやらせてやるというのは、ちょっと議論があべ

こべになっているのではないかと正直思うのですが、いかがでしょうか。何か条件をつけ

て、やると言ったところにやらせるような進め方だと、これは必要性も何もないというか、

幾つかの条件を満たせば、手挙げしたところはみんなやらせると川崎はしたんだとなって

いくのではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。 

（岡野会長） 

 そのための協議、そのためのこの調整会議だと思うので、基準を満たしてそれがそのま

まクリアになるのであれば、確かに我々のような会議は必要ないのかなとは思います。 

（菅委員） 

 だから、大前提としてはコロナの重症受入れも必要性をまずクリアしてからの話ではな

いでしょうか。 

（岡野会長） 

 ですから、三次救急というのが現在の規定の中からいったらこの病院は果たして必要な

のか、この病床を認める必要があるのかというところから来ると、そこの必要性は今現在

の数字の上からいうと、必ずしも必要ないかもしれないと。ただ、新興感染症、コロナの

ような状態の中で、やはり病床の整備がうたわれている中では、余力というものも確かに

必要であろうと。その余力という意味では、申請の出ているものを駄目だとすることもや

はり審議をする必要があると。駄目だとしていいのかどうかも審議の対象になろうかと。

ですので、今回、例えば今、坂元先生であるとか県からもお話のありました、ある程度意

向としてというよりも、我々がこの会議体として求めていきたいもの、要するに二次と三

次のバランスをしっかりと担保できるかどうかが一つの鍵になってくるのではないかと。

その上で、改めて二次に対する考え方、三次に対する考え方が、そのバランスがしっかり

取れるという確認をまず病院側からしっかりともらう必要があるのかなと。その上での審

議になるのかなという気はします。いかがでしょうか。 

（方波見委員） 

 僕も菅先生に賛成なのですが、必要性をある程度はっきりしておかないと、また次にほ

かの病院が出てきて、実はうちもやりたかったんだというときに、今こういうわけで必要

ですということが言えなくなると、救命センターを申請したところを全部認めなくてはい

けなくなってしまうのかなというのがちょっと危惧されます。 

（岡野会長） 

 ですから、必要性のところでは、さっき言った三次救急、二次救急のピラミッドをしっ

かりと整備するというのがまず最低の条件なのかなと。二次、三次の体制の連携がしっか

り取れて、しっかりとした流れがきちんと構築されるのであれば、その上で本当に三次救

急の必要性が審議されるべきかなと。例えば、今のマリアンナに関しましては三次救急か

らもちろん二次救急、そして外来から病床という形はできているかと思います。そして、
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さらにその連携の後方ベッド、こういったところまでしっかりと構築されると。そういう

意味で、例えば新百合さんが今回、二次救急をやってくださっている中で、三次救急が入

ったことで二次救急が今計画されている人員、これからの見込みを踏まえた上で、三次を

やったことで二次にどれだけ影響するのか、正直言って川崎病院の場合には三次救急を始

めたことで二次救急の応需率が若干下がっているというお話も聞いたことがございます。

そういう意味で、今はきちんとした流れが確保されることが必要なのかなという中では、

三次救急をつくることに対する、二次に対する考え方、この辺をやはり新百合さんにきち

んと確認する必要もあろうかなと思いますが、いかがでしょうか。 

 要するに、今ここでいう二次をしっかりとというのは、例えば今、川崎の場合には川崎

で二次救急に対して６号基準というのがございます。今、川崎には１つの病院が、救急搬

送で迷走した場合にはそこが必ず受けるという病院がありますけれども、この病院の認定

はＭＣ協議会になろうかと思います。この会では、三次救急に対してＭＣは基本的に重複

しない、対象外であるというお話がさっきありましたけれども、６号基準もしくは６号基

準に準じた体制が今、マリアンナなんかの場合には当然担保されていると。ですので、６

号基準に準じた体制が取れるというのは、まず最低限の三次として手挙げしていただく条

件としてつけてもよろしいのかなと思いますけれども、この辺に関してはいかがでしょう

か。 

（坂元委員） 

 確かに三次救急が必要なのかという議論がまず絶対にあって、だからもう一つ、三次救

急にしてしまうと何が一番まずいのかというと、今、岡野先生が言った、二次がおろそか

になってしまうということ、三次救急が新たにあること自体まずいということはあまりな

いと思います。それで二次がおろそかになって地域医療が混乱するということは多分ネガ

ティブな側面で、だからそこをどうやって担保するかということです。今６号基準という、

多分病院にとってはかなり厳しい基準を求めていくという案でした。その６号基準云々を

議論するのは多分ここではなくてＭＣ協議会なのですが、そこで６号基準をどうするかと

いう話になると思いますが、かなりこれは厳しい要求かなと私は個人的に思います。なぜ

かというと、川崎幸病院が６号基準でやっていて、私はあそこが地域医療支援病院になっ

たときに委員をやっていたので、出るたびに毎回こんな厳しい条件を背負わされたと文句

を言われていて、そのうち出るのが嫌になってしまいました。そのくらい病院にとっては

かなり厳しい基準だと思います。そういうものに準じたものをどうするかは、私は具体的

に思い浮かびませんが、課すとなるとそこの扱いはＭＣも含めて慎重に議論したほうがよ

いと思います。行政としては行くところがなかったらあそこは６号基準だからみたいに言

ってしまえば非常にありがたい話ですけれども、病院にとってそれをクリアするのがどれ

だけ大変かということを私も知っています。多分この場では決まらないと思いますが、一

つのオプションとしてはありかなと思いますけれども、慎重な議論が必要かなと思ってい
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ます。以上です。 

（菅委員） 

 ６号基準のお話が出ましたけれども、ここ数年の北部の二次救急応需の改善があって、

以前と比べれば件数は数百件のレベルになっています。もし６号基準ということで南北で

やったとして、単純計算で半分としたら、１病院150件となると、年間を通して２日に１

回か３日に１件ぐらい発生するような事案、そんな数になってきます。ですので、多分、

坂元委員が担当だった頃に比べれば、随分その状況は緩和されているかなと思っておりま

すし、三次救命センターが設置されているところだから６号基準を条件としてやらせなけ

ればいけないというのは、ちょっとまた論点が変わってくるので、ＭＣに投げていただい

て。ここで結論が出ないというのはもちろん皆さんも分かっていると思いますけれども、

そこはまた別の話として、今、実は神奈川県のメディカルコントロールの作業部会でそう

いった話がちょうど出ています。今すごく話が進んでいる中で、また違う方向からその話

が出てくるので、それとここでの話を抱き合わせにされると正直困るというのもあります。

ですので、そこは分けていただきたいと。 

（事務局） 

 ちょっと補足説明をさせてください。まず、６号基準病院の指定については、もともと

は神奈川県の救急搬送受入協議会で基準をつくって、それを市内のどの病院にお願いする

のかという議論をした場は地域医療審議会になっています。地域医療審議会から募集をか

けたという形になっております。これがこの間の経過でございます。それと併せて、救命

救急センターの指定基準というのが一方であります。６号基準をやるかどうかの基準も一

方であります。なので、救命センターの指定の条件として６号基準を取れということはち

ょっと無理な話だなと考えてございます。一方で、いわゆる断らない医療を担保するとい

う議論の中から６号基準みたいな話が出てきたのだろうと解しておりますので、そういっ

た意味ではちゃんと二次の実績報告などを求めていくですとか、あるいは６号基準相当、

なかなかすんなり受入れにいかないような患者さんを極力積極的に受け入れてもらえない

かというような要請的なものを投げかけることは可能だと考えております。以上です。 

（岡野会長） 

 特に今回問題になっているのは、新興感染症が加わったということが協議の上で重要な

ポイントなのかなと思います。今現在では新百合ヶ丘総合病院のコロナ受入れの実績とか、

新興感染症患者の積極的な受入れに対する今後の見通しというか、その辺というのもしっ

かりお聞きしたいなと思います。この辺は調書の中でどのような回答なのでしょうか。 

（事務局） 

 調書の中では当時、実績までは明記されていなかったと思いますが、私の記憶の中で申

し訳ございません、少なくとも新百合総合においては神奈川モデル認定医療機関として、

主に中等症を受け入れる重点医療機関の機能と、疑似症を受け入れる協力病院の機能を担
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っていただいています。それは現在に至っているといった中で、神奈川モデル認定医療機

関の制度ができた去年の４月から本年６月までの実績でいうと、陽性確定例が延べ484名、

疑似症例が1204名を受けていただいているというのが、我々が医療調整をしている上での

統計になっております。その上で、先ほどから議論になっていますが、救命救急センター

をやるのであれば、そういったものもしっかりやってくれというようなことを要請してい

くことは可能だと思います。いずれにしても、提案している病院側に投げかけて、その上

でこちらで説明を受けるということも可能かと思っております。以上です。 

（岡野会長） 

 ありがとうございます。本件に関しましては、昨年の11月以来、本日を含めて３回目の

審議になろうかと思います。救命センターは言うまでもなく他の医療機関で受けられない

ような重症患者の受入れの機能を担っている最後のとりででございます。ここで行政等か

らのいろいろなデータを見る中で、救命センターの必要性を、数字だけで最終的な結論を

出すことは非常に難しいのかなと思います。委員の皆様からの意見を頂いておりますが、

確かに高齢化に伴って救急医療のニーズ、医療体制の必要性は今後、今とは当然違った状

況になっていくのだろうと思いますが、救命救急センターの複数体制ができるということ

で市民にとってのメリットは確かに大きいのかもしれません。ただ、逆に反対意見として、

現状で三次救急の救急医療体制はもう既にきちんと取れているのではないかというような

意見も当然ございます。 

 こういったものを数字だけで評価するのは難しいと思いますが、先ほど神奈川県から救

命センターというもの、もしこれができたという仮定の下でお話をすると、ピアレビュー

の導入の説明がございました。ピアレビューがきちんと構築されるのであれば、場合によ

っては指定後に定期的な評価を行うことで、指定の取消しも救命センターとしてしっかり

覚悟しなければいけないようなものなのだろうと思います。今後、このような会をあと何

回開いても非常に難しいのかなと思いますが、場合によっては最後の新興感染症対応であ

るとか二次救急の対応であるとか、こういったものをしっかりともう一度確認、または該

当する地域、例えばＭＣ協議会の中でとか川崎北部医療圏の中で実際に当事者がしっかり

と膝を突き合わせて、お互いの懸念事項であるとか要望事項であるとか、こういったもの

をきちんと該当者同士が実務者会議、事前会議という形で行わない限り、ここで何遍繰り

返していてもなかなか結論の出ないことなのかなという気はいたします。 

 そういう意味で、本件に関しては新百合ヶ丘総合病院からの説明を受け、また、指定に

関しての最終的な意気込みというか、その辺をしっかりと確認した上で、改めてこういっ

た会をまたしなければいけないのかなと。最終的な判断には改めてもう一度意思確認が必

要なのかなという気はいたしますが、いかがでしょうか。まだこういうところがもう一つ

審議の上で欠けているということが恐らく皆さんの中にもあろうかと思いますので、こう

いった実務者的なもの、もう少し本心というか本当のしっかりとしたご意見、意向、この
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辺をもう一度待つ必要があるのかなという気はいたします。次回こそ最後の会とできれば

と考えますが、いかがでしょうか。 

（小松委員） 

 県の医師会の小松です。救命センターは二次医療圏ごとに１つあればいいけれども、一

定の条件を満たすなら、絶対に１つしかつくってはいけないというルールではないですよ

ね。そういう方針があって、当然手挙げをされてくる病院は地域で貢献している病院です

から、いろいろな立場の人がいるにしても、やはり賛成の部分もあれば反対の部分があっ

て、必ず決め切れない話です。むしろ、こういうルールがあるということは、本来であれ

ば、基本的には手挙げされるときに必要性が認められて手挙げしてくるのが一番望ましい

と思います。我々が調整会議で必要性を認めると言い切ることが難しければ、逆に必要性

がないと言い切ることも難しいと判断する人もいると思います。今、岡野会長が次回には

必ず決めるとおっしゃっておりますので、指定方針に関してもうちょっと最終的にどうい

う形で決めるのかというのは、例えば今日の会議が、新百合さんがいいと言ったから公開

で差し支えないというのも、僕は聞いていてそういうものなのかなと。要するに、公開・

非公開は片方がいいと言っているから公開していいという部分があれば、逆に我々も発言

することは全部公開されることを前提に話すわけですので、公開・非公開の話もそうです

し、あとは決め方が最後に賛成多数でなければ、いろいろな意見があって全員が賛成して

いるわけではないですよという意見で県の医療審議会に上げるのか、基本的に僕は数にあ

まり意味がないと思いますが、意見として賛成の意見がこうあった、反対の意見がこうあ

ったというのを上に上げて、次回には必ず決め方を示していただかないと、１年近くこの

話題が出ていれば新百合さんも困ると思います。ずっとこのままで保留というのは、やは

りどの医療機関だって、もし自分がその立場だったら非常に困ることです。 

 あとは、いろいろなことを調整会議で協議することはすごく実りがあっていいのですが、

協議と、決めるということは、できないときもあると思うので、その辺はより明確にして、

できれば事前に一応こういう形が協議の方向性としては、最終的に賛成か反対かとか、意

見だけでも上げるかという何かが見えないと、多分次回も切りがないというか、決められ

ずにずるずるになってしまうと思います。もし次回にということなら必ずそこをしていた

だかないと多分県も困りますし、審議会のスケジュールもあると思うので、次回で間に合

うのかどうかというか、次の審議会ぐらいにこれを上げて、救急センターの指定方針も決

め方とかさばき方のところをもう少し書いておかないと、このルールにして手挙げがあっ

たけれども地域で混乱があって非常に協議も含めて困ったという話をしておいていただい

たほうがいいかなと思います。なかなか決めろと言われても、これは正直難しい部分もあ

るのかなと思いますし、とにかく賛成多数とか全員賛成でなければ指定の同意と考えない

という考え方もあるのであるならば、今日の中だけでいうと賛成多数ではないのだろうな

という気もしたので、その辺だけもうちょっと示していただければありがたいかなと。 
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（岡野会長） 

 この件に関しては、決定権が知事決定と。もしそういうものであれば、我々にこういっ

た協議会を持って地域の意見をしっかりと付帯事項としてつけることができるというチャ

ンスを頂いていることに違いないとは思います。ただ、今のお話のように、必ず一本化し

た回答はとても難しいなという気がします。いろいろな立場であるとかいろいろな懸念が

交錯していることは確かです。正直言って、今我々の審議が市と県に向いていることは確

かです。今ここで新百合ヶ丘さんの向いているところも市に対してであり県であることも

確かです。ただ、ここで本来必要なのは、当事者同士がきちんとお話のできる場があって

よろしいのかなと僕は思います。 

 そういう意味で、現状の制度の中で我々ができることとしては、もう一度確認事項をぜ

ひ取っていただいて、次にはある程度の方向性を出したいと。ただ、方向性を出すという

ところに対して、白だ黒だを出さなければいけないのかどうかだけ最後に教えていただけ

ればと思いますが、いかがでしょうか。 

（事務局） 

 ありがとうございます。まず、地域医療構想調整会議はこれまでかなり意見が二分され

る中で何かを決定するということをしてきておりませんでしたので、ご指摘のとおり、確

かにそこの意見のまとめ方について詰めの甘い部分があったのかと思っております。そこ

は次回に向けまして、川崎市さんですとか座長にもご相談させていただきながら詰めてま

いりたいと思っております。 

 あと、直接関係ないのですが、先ほど私の発言の中で誤っていた点が１つありますので、

この場をお借りして訂正させてください。先ほど救命救急センターをやるに当たって、何

をやらなければいけないという義務があるのですかというご質問に対して、私は国の基準

がありますと答えてしまいましたが、県の基準がありますというのが正しいご回答でござ

いました。参考までに、資料４－１の最後のページにおつけしておりますので、ご覧いた

だければと思います。失礼いたしました。 

（岡野会長） 

 ありがとうございます。いかがでしょうか。これまで熱心なご意見を頂きましたけれど

も、今回ここで結論を出すのは非常に難しいなという気はいたします。いろいろな意見が

ございましたけれども、よろしければこの件に関しましては再度審議させていただくとい

う形で閉めさせていただいてよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

（事務局） 

 １点だけ確認させてください。次回については当事者の新百合さんにここに参画してい

ただいて、改めて提案の計画の詳細を確認するというのが１つ。それと併せて、この間議

論していただきました、例えば今後のパンデミック等においては重症者を取れるのか、積
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極的に取ろうとするのかどうか、あるいは皆さんご懸念の三次救急をやるからといって二

次救急がおろそかにならないよねときちんと確認が取れるのかどうかというようなものを

新百合さんから説明していただくという想定でよろしいでしょうか。 

（岡野会長） 

 正直言って、また間接的な回答だけでという前に、もう少し実務者会議ができないのか

なと僕は思います。要するに、事前にこのように聞いてきます、このような回答でした、

このようにもう一度確認してください、これの行ったり来たりで回数がかさんでいるよう

に思います。そういう意味では、行政が難しければ、ちょうちん持ちという言い方が適当

か分かりませんが、例えば川崎市医師会が北部の救急医療を考えるという一つの検討会の

中で救急指定病院であるとか北部医療機関であるとか、そこで新百合ヶ丘さんと直でお互

いの意見交換をする場がないと、形式的なこういう会議を何回やっても難しいとは思いま

す。逆に当事者同士のほうが話しにくいという意見もあろうかと思いますが、この辺を少

しワンクッション置かせていただいて、最終的には次回に結論を導けられたらなと思いま

す。いかがでしょうか。 

（事務局） 

 それでは、今の会長のご発言を踏まえて、また改めて次回に向けてのその間のプロセス

についてご相談させていただきながら、委員の皆様にも別途実務者レベルでお集まりいた

だくという場面もあろうかと思いますので、その節にはよろしくお願いいたします。あり

がとうございます。 

（岡野会長） 

 ありがとうございます。それでは、ただいまのご意見を踏まえて、事務局で検討を進め

ていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（５）令和３年４月１日現在の既存病床数について【資料５】（報告事項） 

（６）地域医療介護総合確保基金（医療分）について【資料６－１、６－２】（報告事項） 

（７）神奈川県循環器病対策推進計画の策定について【資料７】（報告事項） 

 

（岡野会長） 

 大変長引いて申し訳ございません。それでは、ここから報告事項に移らせていただきま

す。（５）令和３年４月１日現在の既存病床数について、事務局からのご説明をよろしく

お願いいたします。 

（事務局） 

 会長、すみません。会議の時間も大分押していますので、報告事項はこの後３つ予定し

ておりますが、事務局からまとめて簡単に概要だけご説明させていただいて、あとは資料

を後ほどご覧いただければと思います。いかがでしょうか。 
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（岡野会長） 

 分かりました。よろしくお願いいたします。 

（事務局） 

（説明省略） 

（岡野会長） 

 ありがとうございました。ただいまの報告に対しまして何かご質問等はございますか。

よろしいでしょうか。 

 それではよろしいようなので、事務局ではただいまのご意見を踏まえて作業を進めてい

ただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

その他 
 

（岡野会長） 

 議題の３番、その他でございます。事務局または委員の皆様から何かございますか。よ

ろしいでしょうか。 

 ないようであれば、これをもちまして本日の議事を全て終了させていただきます。進行

を事務局にお返しいたします。 

 

閉 会 
 

（事務局） 

 岡野会長、ありがとうございました。本日はお忙しい中会議にご参加いただき、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、ご相談し

ながら今後取組を進めてまいりたいと思います。 

 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。 

 


