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開 会 
 

（事務局） 

 それでは、定刻となりましたので、ただ今から令和３年度第１回相模原地域地域医療構

想調整会議を開催いたします。私は本日の進行をつとめ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。 

 まず、はじめに会議の開催方法等について、確認させていただきます。新型コロナウイ

ルス感染症の状況を踏まえ、ウェブを活用しての会議開催とさせていただきました。ウェ

ブで御参加の委員の皆様は、カメラは常時オンにしていただくとともに、発言の場合を除

いてマイクはオフにしていただきますようお願いいたします。事前に送付させていただき

ました「ウェブ会議運営上のお願い」と題した資料にも同様の内容を記載しておりますが、

今一度内容を御確認いただきますようお願いいたします。 

 さて、先に委員改選があり、改選後初めての会議となります。改選後の委員につきまし

ては、お手元の委員名簿のとおりですが、新たに委員となられた方がいらっしゃいますの

で、御紹介させていただきます。ウェブで御参加の方は、紹介されましたら手を挙げてい

ただけますと幸いです。 

 相模模原市医師会の原田委員です。 

相模原市病院協会の井關委員です。 

北里大学病院の高相委員です。 

健康保険組合連合会神奈川連合会の山口委員です。 

なお、相模原市薬剤師会佐藤委員からは欠席のご連絡を頂いております。また、相模原

市医師会水上委員につきましては、代理として、土肥様が出席しております。神奈川県医

師会高井委員におかれましては遅れての参加となっております。 

 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

則として公開とし、開催予定を周知いたしました。傍聴者については事前受け付けとさせ

ていただき、ウェブ視聴が４名いらっしゃいます。公開の議題につきましては、議事録で

発言者の氏名を記載した上で公開させていただきます。 

 本日の資料は、事前にメールで配布しておりますが、何かございましたら会議途中でも

お申し付けください。 

 次に、会長を選出させていただきたいと思います。相模原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。ど

なたか御推薦いただけますでしょうか。 

（土屋委員） 

従前からの委員であります相模原市医師会会長の細田委員を推薦致します。 

（事務局） 
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 ただいま、土屋委員から細田委員を御推薦いただきました。皆様方いかがでしょうか。 

（異議なし） 

（事務局） 

 それでは、異議がないようですので、細田委員を会長として選出させていただき、以後

の議事の進行は、細田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) 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】 

（細田会長） 

 承知しました。よろしくお願いいたします。それでは、早速これより議事に入ります。

（１）令和３年度地域医療構想調整会議等の運営について、事務局から説明をお願いいた

します。 

（事務局） 

（説明省略） 

（細田会長） 

 ただいまの事務局からの説明につきまして、御質問・御意見等があればお願いいたしま

す。 

（土屋委員） 

相模原市病院協会の土屋です。外来機能報告については、かかりつけ医とは何かといっ

た定義の明確化についても今後議論がされていくことと思いますので、今後日医、病医の

動向もみながらまた皆様に共有させて頂きます。 

（細田会長） 

 それでは、他に特にないようでしたら事務局は、今回出た意見を踏まえ作業を進めてく

ださい。 

 

(2) 相模原地域の現状について  

ア 令和２年度病床機能報告結果（速報値）等について【資料２－１】 

（細田会長） 

続きまして、（２）ア 令和２年度病床機能報告結果（速報値）等について、事務局か

ら説明をお願いいたします。 

（事務局） 

（説明省略） 

（細田会長） 

 事務局からの説明についてご質問ございますでしょうか。 
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（土屋委員） 

 回復期病床が本当に不足しているかどうかについては、病状によって何が足りていない

かなど深堀して検討すべきだと考えます。 

（細田会長） 

井關委員いかがでしょうか。 

（井關委員） 

 相模原協同病院では回復期は苦労をしております。脳卒中センターや整形など回復期の

ニーズはありますが、病床の数が足りないのか、受入れがうまくいっていないのか精査が

必要だと思います。 

（細田会長） 

土肥先生お願いします。 

（土肥代理）  

 在宅ケアの推進により家で看取られたいという方は増えてきておりますが、高齢者の病

状は急変するということがあります。急変した場合に備えて急性期も重要になってきます

ので、そういった視点も併せて検討頂ければと思います。 

（細田会長） 

 北里大学東病院では脳疾患系のリハビリをきめ細やかにやっていましたが、そこがなく

なった分パワーロスしている部分はあると思います。また、その分が大和や町田など市外

に流れているということはあるように感じます。疾患別の患者の流れなども北里大学病院

のトータルサポートセンターのようなところであれば、詳細を把握されているかもしれま

せんが、そういったことも注視する必要があるかもしれません。髙相委員いかがでしょう

か。 

（髙相委員） 

 北里東病院の脳疾患系については方面別に受け入れ先を調整したのですが、回復期リハ

は未検討です。周辺医療機関の協力をいただきたいと思っています。 

（細田会長） 

 小松委員お願いします。 

（小松委員） 

 地域医療構想上、回復期が不足しているということについては誤解もあるように思って

います。基本的には、リハビリの回復期リハ病棟が足りないというニーズなのか、あとは

さっき土肥先生が言ったような、ちょっと入院が必要ですごい重症というわけでもないの

だけど、とにかく受けてもらえると大変助かるというニーズもかなりあると思いますので、

そういったところがニーズとしてあるのかなという印象はあります。今回は、今現在は多

分基準病床と既存病床の話になるのですかね。ですから、今回は60何床不足しているとい

うことを、そこでどういう病棟を募集するかということがこの先、今日の議論になってく
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るのかなと思います。 

（細田会長） 

 先のことまでお話しいただきありがとうございました。それでは、また後でも議論でき

ますので、次に参りたいと思います。一柳さん、何か一言。 

（事務局） 

 恐れ入ります。神奈川県医療課長の一柳でございます。今日はウェブで参加ということ

で失礼いたします。実は私が発言しようと思ったことは小松先生に先に言われてしまった

ので私が言うことはなくなってしまったのですが、国が定義する回復期機能というのは、

いわゆる回復期リハビリテーションだけでなくて、サブアキュート、イメージ的には1.5

次というのでしょうか、そういったような機能も実は含まれております。なので、回復期

が足りないと言われたときに、リハが足りないのか、それともそういうサブアキュートの

機能を担っていただける病床が足りないのかといった中身は、実は我々自身で確認してい

かなければならない部分になっております。そこに留意していただきながら数字を見てい

ただければよいのかなと思っております。以上です。 

（細田会長） 

 ありがとうございます。それでは、また後でも議論できますので、次に進めたいと思い

ます。 

 

  イ 2025年に向けた対応方針（民間病院プラン）について【資料２－２】 

 

（細田会長） 

 2025年に向けた対応方針（民間病院プラン）について、事務局からご説明いただきたい

と思います。 

（事務局） 

（説明省略） 

（細田会長） 

 ありがとうございました。介護医療院への病床転換ということです。これに関してご議

論はございますか。特によろしいでしょうか。それでは、次へ参りたいと思います。 

 

（３）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３－１】 

 イ 令和３年度病床整備について【資料３－２】 

 

（細田会長） 

 （３）病床整備について、基準病床数及び既存病床数について資料３－１からご説明を
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お願いしたいと思います。 

（事務局） 

（説明省略） 

（細田会長） 

 ありがとうございました。不足は61床ということが説明されました。皆さん、ご意見等

がございましたらディスカッションいただきたいと思います。いかがでしょうか。特に病

院関係の先生方からいかがでしょうか。 

（土屋委員） 

 では、僕から口火を切らせていただきます。一時コロナの勢いが強かったとき、受診控

えから病床がかなり空いた時期がありました。それから比較的病床は埋まってきています

が、まだ従前と同じではないというところと、コロナに対応するための人員や病床がそれ

によって削られているというところで、まだなかなか本当に病床が足りないのかどうか判

断するのは非常に難しい時期かなと僕は思っています。回復期が足りないという結論がし

っかりと出ればもちろんそれに進むでしょうけれども、なかなかそこを判断する材料が乏

しいのかなと思っております。僕としてはそういう意見です。以上です。 

（細田会長） 

 ありがとうございます。ほかにご意見はございますか。 

（西委員） 

 相模原赤十字病院の西です。お世話になります。当院もコロナ病棟を１フロア確保した

ために、病床はかなり少なくなりました。昨年に比べて大分回復しましたが、何とかコロ

ナ病棟１フロア以外のところで入院もやっていきますので、確かに患者さんはほとんど回

復していないような気がします。回復は８割ぐらいだと思います。外来も元に戻っていま

せん。だから、病床を決めるのはまだ早いのではないかと思います。以上です。 

（細田会長） 

 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。なかなか病院の入院患者さんの動

向というのはまだ不安定な状態と、一言で言えばそんな感じかなと思います。ただ、今後

の計画で、これをもし増やす減らすといった場合には、すぐに一朝一夕にはできませんの

で、きちんとしたルールにのっとって、あと審議会を通してのことになりますから、ある

程度将来を見据えた形にしなくてはいけないかなとも思います。今の61床という数字と、

不足している部分と回復期の議論はまたあろうかと思いますが、急性期を増やすという議

論には多分ならないと思いますので、回復期にどういう機能を持たせて地域でその回復期

をいかに活用できるかという議論、この61床をどうするかと。来年また16床ばかり増える

予定だということを今お示しいただきました。今後、これに関して、今コロナの大流行の

中ということで、少し１年、２年延ばしても問題ないと思えば、今回は事前協議を実施し

ないというご判断にするか、回復期はまだ不足しているのだからすぐにこういう協議を始
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めたほうがいい、そのどちらかの２択の議論を今日はさせていただきたいと思います。 

（金田委員） 

 相模原病院の金田です。この前までちょうど神奈川モデルの会議をやって、多分、小松

先生も参加されていましたし何人も、一柳さんもいらっしゃいました。ご存じのように、

今ものすごく陽性者が増えてきまして、うちも変異株の検査をやって、ほとんど８割５分

以上がデルタ株です。ずっと出ていなかった職員の感染が昨日１人見つかりまして、昨日

から今日はてんやわんやですけれども、何とか対策はしっかりしているので、救急も含め

てそのまま診療は続けられる状態です。 

 先ほど来話がありますが、今先が見えない状況の中で、将来を見据えるのはとても大切

だと思いますけれども、例えばＮＨＯなんかでも休眠病床だった結核感染症病床なんかを

復活させて、そういうところを利用している状況で、一時の地域医療構想の考え方が全く

通用しなくなっています。コロナが落ち着かない限り、なかなか難しいと。今日も２類か

ら５類へという話がありましたが、コロナはインフルエンザとかほかの感染症と違って感

染力がすごく強いし、まだ一定していないですよね。かつ重症化するというのがあるし、

死亡率も高いと思います。ですから、現状で５類に戻すのはやはり非常に危険だし、相模

原市でいえば、コロナを受け入れる病院をもっと増やそうと。例えば５類だったらもっと

増えるわけですよね。でも、それをできる病院がどれだけあるのかというところもあると

思います。ですから、コロナ以前の病床の考え方とはまた違うのかなと。特に今の落ち着

かない状況で話しても何か身が入らないというか、自分自身はそんな気がします。 

 それともう一点、一柳さんがおっしゃっていた慢性期とか療養型に関してサブアキュー

トという意味合いもあるとおっしゃっていますが、僕はサブアキュートというのが、お年

寄りの方が療養しているようなときでも急変した場合は急性期の患者さんになってしまう

わけですよね。そうすると、それは療養型の病院で夜中とかに診られるの、救急車を受け

られるのというと、それは難しいと思います。やはり急性期の病院が、うちあたりが二次

救急ぐらいの感じで受ける形になります。そうすると、病床としてはどこに入れるかとい

うと、療養型の病床ではなくて急性期の病床なのです。そのときには看護必要度も増えま

すし、手がかかる状況になります。つまり、７：１看護でないと最低診られないと。下手

すると４：１、そういうところがあると思います。だから、急性期病床を減らすというの

も、療養型でサブアキュートの急変の人を診られるかというと、まず診られないと思いま

す。ですから、ここもまた悩ましいところだと私もずっと考えています。私どものような

病院がちょうどそういうサブアキュートの患者さんを受け入れるべきだと自分でも思って

いるので、そういうつもりでうちは診療しています。以上です。 

（細田会長） 

 ありがとうございます。地域医療支援病院として頑張っていただいていることは大変よ

く分かりますので、今後ともどうぞよろしくお願いしたいと思います。 
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 一部の委員の方々しかご発言はございませんが、今はそういう時期ではないだろうとい

うご意見が大勢を占めているように思いますけれども、皆さん、いかがでしょうか。ほか

にご意見はございませんか。 

 それでは、決を採らせていただきたいと思います。事前協議の実施の可否についてとい

うことで、今は病床の事前協議を行う時期ではないというご意見の方はどうぞ手を挙げて

いただけたらありがたいと思います。 

（挙手） 

（細田会長） 

 ありがとうございます。ほぼ全員ですね。とういうことで、皆様の意見を総合しますと、

今は事前協議を行わない、61床については来年度以降、もうちょっとコロナが落ち着いて

地域の現状が見えてきてから行うということで決めたいと思います。ありがとうございま

した。追加のご意見等はございますか。 

（土屋委員） 

 １つよろしいでしょうか。土屋です。事前協議を行う行わないではなくて、行った後の

話になるかと思います。以前にもお話しさせていただいたのは、当初、例えば回復期で認

可を受ける、また婦人科病棟等で認可を受ける、しかしながら、経営の状況、患者のニー

ズ等によって変換を余儀なくされることもあります。それについてどういうルールで適用

するか。例えば、認可は取消しになるのか、それとも変換を認めるのか、それとも何年以

内に建築してそれが稼働しなければいけないのか、そもそも人員を集める見込みがあるの

かどうか、そういった議論がなかなかされないままに認可、そして認可した後のアフター

フォローがないように思えて仕方がありません。以前、地域医療計画のときには認可した

らしっ放しだったのに、調整会議がその機能を担うことを前にお話しいただきましたので、

そういうルールづけも今後検討をぜひともお願いしたいなと思って、今日提言させていた

だきます。以上です。 

（細田会長） 

 ありがとうございます。大変重要なことかと思います。実際、相模原にどういう医療が

必要なのかという議論がどうしても必要かなと思います。また、そういうところにどうい

った機能を持った病院にご参加いただくかということは非常に大事だと思いますので、こ

れに関しては引き続きいろいろな形で議論を進めていただきたいと思っております。 

 それでは、一応事前協議としては行いませんが、そういった議論は今後とも続けていく

ということでまとめさせていただきます。 

 

（４）地域医療支援病院の責務の見直しについて【資料４】 

 

（細田会長） 
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 それでは、次に参りたいと思います。（４）地域医療支援病院の責務の見直しについて、

これは国の通知が変わったということで、よろしくお願いします。 

（事務局） 

（説明省略） 

（細田会長） 

 ありがとうございました。これについてご議論いただきたいと思いますが、いかがでし

ょうか。もう既に地域医療支援病院は十分に機能していただいているように私は思いまし

て、こういう見直しが本当に必要かどうか、私は非常に疑問視しています。先ほどから金

田先生の相模原病院は地域医療支援病院として非常によくやっていただいておりますし、

協同病院に関しても同様で、特に相模原北部の患者さんを本当にきめ細かく診ていただき、

また地域に戻すというような活動をきちんとされておられます。そういうことを考えると、

ここで知事さんという文言が出てきますが、そういう部分に関して、具体的に知事さんは

どういう要求をこれに乗せていきたいのか、そういうのがちょっと見えてきませんでした。

あとは、相模原市は政令市ですので、市長さんの権限というのが出てきてもいいのかなと

いう気もします。これについてざっくばらんなご意見を皆様から頂ければと思います。い

かがでしょうか。 

（金田委員） 

 よろしいですか。当然、地域医療支援病院にはそういう責務があるというのは重々私も

理解しているつもりですし、それなりのことをしていると思っていますけれども、ただ、

今回このように出てきて、恐らく県知事、いわゆる自治体の権限を与えるわけですよね。

それは今回の例えば重点医療機関にするとか病床を増やしなさいとか、特にコロナが起き

てからこういう発想が出たと思います。さらにもう一個、地域への医療、医師の提供です

よね。あちこちに医師を出しなさいと。やはりちょっと勘違いされているのは、地域医療

支援病院は大学病院、特定機能病院みたいに医者がいるかというと、必ずしもそうではな

いわけです。自分のところで精いっぱいで、いろいろな機能、救急をやったり感染を診た

り接触者外来をやったり、いろいろやるわけですから、そういう中で人がいっぱいいて、

外に医師を貸し出す人数は、大学病院みたいには研修医もおりませんし、そこを国が勘違

いされているのではないかなと。地域医療支援病院は医師や看護師、人的医療資源が豊富

にあるという前提の下でこういう話がされているのかなという気がしてしまいます。だか

ら、できることはするけれども、他の医療機関まで助けるほどの人的資源はないというこ

とだけは分かっていただきたいと思います。 

（細田会長） 

 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。内容が漠然としていて、確かに県

知事としての指揮命令系統というのも必要かと思いますが。小松先生、いかがでしょうか。 

（小松委員） 
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 小松です。この後多分、県から説明があると思いますけれども、地域医療支援病院の責

務の見直しの議論は、コロナ前から医師少数区域で勤務した医師でなければ、将来的には

地域医療支援病院や一部の公立・公的病院の管理者になれないみたいなルールがあって、

それが去年からでしたか、今年からでしたか、そういうような定めがあって、恐らく20～

30年後ぐらいにそこのところが管理者に、要するに今卒業される方、ドクターになる方が

20～30年後に管理者になる頃になって、神奈川県に医師少数区域はないけれどもどうする

のというような議論になるか、その頃にはこういう国の定めた訳の分からない理屈が雲散

霧消しているか、そのどちらかだと思います。先ほど金田先生がおっしゃったように、今

現状、県としては、地域で貢献されている地域医療支援病院に対して国が示すような重し

をつけようというよりは、重しはなくてもいいのではないかというような意見でよろしい

のかなと思います。 

（細田会長） 

 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。 

（金田委員） 

 いいですか。当時は、最初はそういう特典を持たせるような意味合いで話が進んでいた

のが、今回の書きぶりを僕も初めてしっかり見ましたけれども、地域医療支援病院が医師

の少ないところに医療資源を提供するという書き方になっていました。こういうのはかつ

てないから、コロナになってから書きぶりが変わったのではないかなという気がします。

突然こういうのがまたさらに声高になってきて、こういう中で論じられるようになってい

るということは、いわゆる感染症指定病院でなければ感染症は診ないよとか、とにかく地

域医療支援病院になったら感染症は何でもかんでも県のあれに従ってちゃんと診てくれと。

感染症病床を増やせと言ったら増やせよみたいな、そういう感じに聞こえるわけです。た

だ、これはやはりどうかというと、例えば感染症を診るためには、建物の動線を別にした

り特殊な病院を建てなければならない。そこまでの資金の面倒も見てくれるのかと。やる

ことはやりますけれども、これでは感染症を診切れません、動線を２つに分けなければ駄

目ですよと。陰圧病棟もないので、その資金はちゃんと面倒見てくれるのですかと。言う

のだったらそこまでやってねという気はします。簡単にできることではないですから。今、

コロナの病床数を増やしてくださいと言われても、すぐには増やせないですよね。それと

同じですよね。 

（細田会長） 

 ありがとうございました。権限と一緒にお金も持ってきていただけるといいかなという

気がします。 

（事務局） 

 ありがとうございます。先生方おっしゃるとおり、地域医療支援病院の在り方について

は前々から機能強化というのでしょうか、その議論がされてきております。その延長線上
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に今の省令改正があると理解しております。ただ、全国一律の、いろいろな都道府県の状

況がある中で、国がある意味例示をした上で、各県の実情に応じて知事がどうするか決め

なさいよとある意味丸投げをしてきたものだと理解しております。ただ、本県においては

他県と比べましても、地域医療支援病院だけではありませんが、例えば新興感染症の対応

であったりとか災害時への対応といったことについて、強制しなくても皆さんにご協力い

ただけている状況にあると思っております。ですので、我々としてはせっかくやっていた

だいているのだから、責務として明文化することもあり得るななんてことを考えつつも、

なかなかそのことを担保させてできなければ認めませんというのは難しい部分があると思

いまして、今回は国の例示したものを知事が追加で定めることはしないという形でご提案

させていただいているものです。以上です。 

（細田会長） 

 ありがとうございました。 

（小松委員） 

 金田先生がおっしゃったように、もともと、例えば働き方改革、医師確保の話、要する

に医師をどうやって派遣するかという話が地域医療構想の後に３点セットで、国としては

いろいろと医療提供体制を国の思惑どおりにコントロールしたいということがありました。

幾つか、地域医療構想もそうですけれども、幾ら数字で示してもなかなか実態を反映しな

いのと、全国一律でそれをやるのは不可能なので、結局は机上の空論になりがちです。今

回はそれに加えてコロナ禍において、さらにどさくさに紛れていろいろなことを各病院に

国からやらせようという思惑が混ざっている感じがしますので、そのあたりに関してはし

っかりと警戒して、とにかくそういうことにならないように議論していかなければいけな

いなと思います。今後もご指導よろしくお願いします。 

（細田会長） 

 ありがとうございました。大体ご議論はよろしいでしょうか。今、一柳課長さんからも、

県としてはこれを定めない方向でよろしいようなご発言も頂きましたので、現時点では特

定の管理者責務を定めないということで、皆さん、ご異議はございませんでしょうか。よ

ろしければ手を挙げていただいて。 

（異議なし） 

（細田会長） 

 ありがとうございます。では、そのような方向にしたいと思います。どうもありがとう

ございました。これで議題については以上でございます。 

 

報 告 

 

（１）地域医療介護総合確保基金（医療分）について【資料５－１、５－２】 
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（細田会長） 

 次に、報告でございます。地域医療介護総合確保基金について、事務局からよろしくお

願いします。 

（事務局） 

（説明省略） 

（細田会長） 

 ありがとうございました。確保基金を使うのはなかなか申請しにくいというようなこと

が前からあります。相模原は数字で見てもほかから比べるとちょっと少ない現状がござい

ます。何とか申請を出していただいて、公的なお金を頂いて事業を進めていきたいと考え

ております。皆さん、いかがでしょうか。 

（上田委員） 

 全国健康保険協会の上田と申します。よろしくお願いいたします。こちらの資料の６ペ

ージの（２）県内の地域別執行状況で、先ほどお話があったように、相模原地域の執行状

況は合計６億464万2000円ということで、その他を除いた執行が県全体の3.9％に過ぎない

という状況にございます。先ほどの資料３－１の「令和３年４月１日現在の既存病床数に

ついて」の３ページの２の療養病床及び一般病床ですが、相模原地域の既存病床数は全体

の10％程度であります。また、ここに資料はありませんが、国勢調査で相模原市の人口割

合は全体の7.8％です。これらと比較しても執行額が少ないように思えます。一方で、相

模原地域の既存病床数は基準病床数を61床下回っているという状況にありますので、県に

は病床数を初めとした医療提供体制の整備をさらに進めていただき、関係団体や市町村に

対してこれまで以上に事業提案を強く促し、相模原地域の執行額を増やすよう努めていた

だけたらと思うのですが、いかがでしょうか。 

（細田会長） 

 ありがとうございます。執行額についてはこういう意見を毎年県に申し上げるのですが、

なかなか既にある程度実施できていますと却下されます。そういうことで、基本的には整

備されていない地域にどうも予算が行ってしまうという傾向があります。ただ、我々とし

ても相模原でもさらに上の体制を組みたいということでいつも努力しているわけでして、

こういう点をご理解いただいて、県からある程度相模原にも割当てを頂けるとありがたい

なと思います。どうぞよろしくお願いします。 

 これに関してはよろしいでしょうか。追加のご意見はございますか。 

（土屋委員） 

 土屋です。先ほどの病床返還の補助金の話で県にお尋ねしたいのですが、稼働のうちの

10％という意味をもう一回確認したいのですけれども、仮に休眠中の病床があった場合は、

それを返還してもそういった補助金を得られないという考えでよろしいでしょうか。 
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（事務局） 

 土屋先生のお見込みのとおりで、平成30年度の病床機能報告にどのように報告されてい

るかで変わってくるのですが、休床で報告されている病床については稼働病床と見なすこ

とは難しいと思います。なので、休眠・休床病床については今回、対象外ということにな

ろうかと思います。以上です。 

（細田会長） 

 よろしいでしょうか。 

（小松委員） 

 １点だけ。小松です。この基金自体が、例えばさっきの病床を減らすことに基金が出る

こと自体、本来の地域医療総合確保基金という名前とは全然違って、結局病床を減らす分

にはお金を出すよとか、あとはベッドを医療費がかかる急性期から回復期に下げたらお金

を出すよという非常にふざけた性格の基金でございます。特に相模原の場合は、県内でも

公立病院の大きいところが一部この基金を利用して機能転換したりした地域もあるので、

相模原の場合はこの数年間でそういった基金の使用がなかったこともあって、なかなかい

わゆる大きい箱物の基金の利用がないという特徴がございます。ただ、これは神奈川県全

体が全国でいえばほぼビリに近い、その中で相模原がビリに近いということは、全国で一

番基金を使えていないのが相模原市という可能性があると思うので、ぜひ先生方もアイデ

アを出していただきたいのと、あとはやはり市の方も頑張っていろいろな箱物以外でも、

これは多分市の負担はないので、市のほうから医療団体とマッチアップして基金の事業提

案をして、事業の応募は今月いっぱいですか、もう終わってしまいましたか、まだあると

思うので、ぜひ頑張って取っていくべきだと思います。今、上田委員がおっしゃったとお

りで、相模原市として何か基金を利用した事業を提案していくことは非常に大切なことだ

と思います。 

（細田会長） 

 ありがとうございます。ご意見はそのとおりだと思います。我々もそういったプランを

たくさん出していきたいと思っております。よろしいでしょうか。 

 

（２）神奈川県循環器病対策推進計画の策定について【資料６】 

 

（細田会長） 

 それでは、次に参りたいと思います。神奈川県循環器病対策推進計画の策定について、

新しいのが出ました。これについてよろしくお願いします。 

（事務局） 

（説明省略） 

（細田会長） 
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 ありがとうございました。これに関しては循環器、心臓と主に脳ということです。特に

脳血管疾患に関して相模原はちょっと患者さんが流出している部分もありますので、何と

かこれにのっとってうまく計画を進めて、市民の方に資する計画になることを期待します。

ご意見何かございますか。よろしいでしょうか。 

 今日はこの後もたくさん資料がついておりますけれども、これに関しては後でご覧いた

だくような形でよろしいですね。では、循環器病対策に関しては粛々と事業を進めていた

だきたいということにしたいと思います。よろしいでしょうか。 

 

その他 
 

（細田会長） 

 それでは、その他に参りたいと思いますが、いかがでしょうか。何かございますか。委

員の方々から何かご発言はありますか。 

（土屋委員） 

 先ほど言い忘れてしまったのですが、２つの病院からの転換のところで、資料２－２に

なります。相模原南病院ですが、介護医療院に介護型が移るのですけれども、今休眠中の

病床が99床あります。これは介護病棟がなくなって介護医療院になるために、少し人員が

浮くということもあると思いますけれども、今後これを稼働するように努力するというこ

とで、99床の療養病床がこれから稼働していくということになりますので、また地域で利

用できるといいなと思っております。また少しこれからの状況に変化が起こるのかなと思

っていますので、ご報告させていただきます。以上です。 

（細田会長） 

 ありがとうございます。ほかにございますか。事務局からは特に何かございますか。市

のほうはどうですか。大丈夫でしょうか。 

 それでは、これで審議終了でよろしいですか。長時間にわたりましてご審議いただきあ

りがとうございます。これをもちまして今日は終了したいと思います。事務局にマイクを

戻したいと思います。ありがとうございました。 

 

閉 会 
 

（事務局） 

 細田会長、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

ご議論いただきまして、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。 


