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令和元年度第１回相模原地域地域医療構想調整会議 議事録 

 

日時 令和元年８月８日(木) 

場所 相模原市民会館２階第２大会議室 

 

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。 

 それでは、会議に先立ちまして、神奈川県医療課副課長の市川よりご挨拶を申し上げま

す。 

（事務局） 

 県医療課副課長の市川と申します。どうぞよろしくお願いいたします。後ほどご説明さ

せていただきますが、医師確保計画ですとか外来計画ですとかと今年度は検討していかな

いといけないということで、その状況もご報告させていただく予定です。議論すべき内容

が盛りだくさんになっていますが、よろしくお願いいたします。 

（事務局） 

 さて、本会議は先に委員の改選があり、改選後初めての会議となります。改選後の委員

の方々については、お手元の委員名簿のとおりでございますが、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。相模原市医師会の水上委員です。 

（水上委員） 

 水上です。今期より在宅ケアの担当理事となりましたので、この委員会に参加させてい

ただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

（事務局） 

 相模原市薬剤師会の大岡委員です。まだお見えになられておりません。 

 続きまして、相模原市健康福祉局の網本委員です。 

（網本委員） 

 どうもこんばんは。いつもお世話になっています。福祉部長の網本と申します。よろし

くお願いします。 

（事務局） 

 前回オブザーバーでご出席いただきました神奈川県医師会の高井委員が今年度より委員

となります。 

 次に、委員の出欠です。本日の出席者は座席表のとおりです。本日、神奈川県医師会の
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高井委員の代理として、前回までこの会議の会長をお務めいただきました竹村様にご出席

いただいております。なお、神奈川県病院協会の八十川理事からは、今回は欠席とのこと

でご連絡を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13

名お見えでございます。なお、本日の議題のうち、２（６）につきましては、公開すると

病院や診療所に不利益を及ぼすおそれのある情報を扱うため非公開とし、その他は公開と

することとして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。また、公開の議題につきましては、会議録について、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ので、よろしくお願いいたし

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。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

たかご推薦いただけますでしょうか。お願いいたします。 

（土屋委員） 

 従前から委員であられます相模原市医師会会長の細田委員を推薦させていただきます。 

（事務局） 

 ただいま土屋委員から細田委員をご推薦したいというご意見がありました。皆様方、い

かがでしょうか。 

（異議なし） 

（事務局） 

 ありがとうございます。それでは、異議がないようですので、細田委員を会長として選

出させていただきます。恐れ入りますが、会長席にご移動をお願いいたします。 

 それでは、会長に選出されました細田委員から改めてご挨拶をいただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

（細田会長） 

 皆さん、こんばんは。ただいま会長にご推挙いただきました細田でございます。ことし

から相模原医師会の会長を仰せつかっております。重責ですが、皆さんのご協力で何とか

進めてまいりたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 

（事務局） 

 それでは、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
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たします。 

（細田会長） 

 それでは、きょうの議事の内容はかなりのボリュームがございますので、早速議事に入

りたいと思います。まず最初に、２（６）において非公開の部分もございますので、円滑

な議事進行のご協力をお願いしたいと思います。 

 

協議・報告 

 

（１）令和元年度地域医療構想調整会議の進め方について 

 

（細田会長） 

 まず、２の協議・報告の（１）令和元年度地域医療構想調整会議の進め方について、事

務局よりお願いいたします。 

 

（事務局から資料に基づき説明） 

 

（細田会長） 

 ありがとうございます。参考資料は一番後ろのほうからこんな形のスケジュール表でご

ざいます。見つかりましたか。これは前回も配られたやつです。これに関していかがでし

ょうか。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、先に進みたいと

思います。 

 

（２）相模原地域の現状について 

  ア 平成30年度病床機能報告結果（速報値）等について 

  イ 定量的基準について 

  ウ 公的医療機関等2025プランについて 

 

（細田会長） 

 続きまして、（２）相模原地域の現状について、事務局、よろしくお願いします。 

 

（事務局から資料に基づき説明） 

 

（細田会長） 

 ありがとうございました。かなり多岐にわたっておりますが、ご質問・ご意見等はござ

いますか。小松委員。 
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（小松委員） 

 県医師会の小松です。質問ですが、資料２－１の相模原の介護施設等のカウントのとこ

ろですけれども、６年後の予定で介護施設等が538床入っていて、これは慢性期の療養型

の病院が介護医療院へ移行する予定ということで答えた数字だと思います。そうすると、

この538床という数字は、総数から外れてカウントされているのでしょうか。介護医療院

に転換する見込みの538床は許可病床数に入っているのか、それとも介護領域に行ってし

まうのでこの538床は外して今後考えるのですか。以前は、これは一緒に考えると理解し

ていたのですが、そこはどうなのか教えてください。 

（細田会長） 

 いかがでしょうか。医療に入るか介護に入るかということですね。 

（事務局） 

 ご質問ありがとうございます。こちらの538床に関しては、医療に含めた形で計上して

おります。ちょっと説明が足りないところもございましたが、６年後の予定は病床機能報

告で各病院さんから自主的に報告をいただいた数字になっておりまして、今、各病院様か

ら出していただいている2025プラン等の将来の数字とは整合がとれていない状態になって

おりますので、ご承知おきください。 

（小松委員） 

 わかりました。ありがとうございました。 

（細田会長） 

 よろしいでしょうか。ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

（井出委員） 

 委員の井出でございます。医師会から出ております。今のお話に付随してですけれども、

介護医療院を病床にカウントするのは、将来的にはやはりおかしいですよね。国は介護療

養病床も全廃したわけですから、介護保険から病院というものは本邦にはないということ

が前提条件となっているはずですので、介護医療院は医療保険でカウントする場合は除外

されるというのが原則だと思いますが、いかがでしょうか。 

（事務局） 

 介護医療院の転換については、現在６年間の猶予期間の中にございます。例えば、介護

医療院に転換して、その分医療の病床があいてしまうと、新しい病床を整備できてしまう

ことになりますので、国の現在の猶予措置として、介護医療院に転換した分は、実態とし

ては病床がないのですが、その部分については医療の病床にカウントするということで経

過措置がとられております。６年間の猶予期間が過ぎた後は、また新たに国から方針等が

示されると思いますので、そちらに沿って対応していきたいと考えております。 

（井出委員） 

 わかりました。ありがとうございました。ただ、原則はそういうことだということをご
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了解ください。将来的にこのテーブルで介護医療院を語るときは、それはオミットされて

いくべきだと思います。 

（細田会長） 

 ほかにいかがでしょうか。ほかにどうでしょうか。かなり多岐にわたることですけれど

も、よろしいでしょうか。最後の資料４の中央病院、相原病院、北里東病院、相模原赤十

字病院、これに関しては、転換について何かお諮りしなくてはいけないのでしょうか。報

告だけでよろしいですか。 

（事務局） 

 何か特に諮るということではありませんが、ご意見等があればいただきたいと思ってお

ります。 

（細田会長） 

 では、特に調整会議で意見を付すということはしなくても構わないということですね。

中央病院は回復期にベッドを移したいという希望が出ているということです。それから、

相原病院に関しては、今すぐということではないということで、将来的にということです

ね。 

（事務局） 

 はい。おっしゃるとおりでございます。 

（細田会長） 

 そうすると、どこの時点でこれを議論すべきなのでしょうか。 

（事務局） 

 直ちにというわけではありませんが、一応2025年以降に移転するということでやってお

りますので、いずれ計画が具体的になる前の段階では、やはり地域として相原病院の、特

に過剰な機能への転換が予定されておりますので、協議をしなくてはいけないかなと思っ

ております。今すぐ議論すべきだというご意見があれば、当然事務局としても考える必要

があるかと思っておりますので、その辺も含めてご意見をいただければと思っております。 

（細田会長） 

 とりあえずそういう予定ですよという第一報が入ったような状況になっていると思いま

すが、具体的なプラン等が何も示されていない状況なので、今議論してもいかがなものか

という気がいたします。こういう問題があるということを委員の皆様方にご留意いただい

て、今後、ある程度プランが少し進んだところで再度お出しいただくということでよろし

いでしょうか。 

（金田委員） 

 相模原病院の金田です。去年の調整会議の中でも出ているのですが、この病床に関して

は自治体、県が最終的に判断するということになりますけれども、政令市の場合はどうか

とか、そこら辺がちょっと悩ましかったと思います。ただ、例えば相原病院さんがこのよ
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うな提案をして、実際には2025年以降ということになると、県のほうに申請をしていて特

に何も言われていないと、恐らく施設は特にコンプレインがなくて、その計画に向かって

いくと思います。そうして2025年に、これはどこで話をするのですか、県の審議会ですか、

それとも政令市だから相模原市でやるのですか、もしくはこの医療調整会議でやるのです

かと。そういった中で、そこで反対が出てきたといったときに、もう準備をしていて後戻

りできない状況になることもあるのではないかと思います。 

 ですから、今、会長がおっしゃったように、具体的になってから話し合いましょうと。

一つ疑問は、前から答えが出ていないのは、どこで話し合って、どこが決定権を持つか、

そしてこれを県に申請していて何もずっと言われなくて、注意もされないということであ

れば、施設としては反対されていないのだなという認識で準備していって、戻れないよう

な設備をつくってしまう可能性があります。特に人員に関しては教育もありますので、す

ぐにできることではありません。今はどこでもそうですが、増床するところは４～５年前

から人件費が膨れ上がるわけです。ところが、そこで病床をふやして準備もしているのに

だめだということになると、大変なことになってしまいます。後戻りできないということ

で、そこら辺も今後、まだグレーゾーンがあり過ぎるので、どこかで決めなければいけな

いのではないかという気がします。 

（細田会長） 

 地域医療構想調整会議でまず意見を付して、県の医療審議会に提出されるという理解で

私はおります。要するに、直接県に行くことはありませんよね。県のほうはいかがでしょ

うか。 

（事務局） 

 医療課副課長の市川です。まず地域で共有しようということで始めているものなので、

地域での議論がまずあってという話だと思います。今、金田先生からもご提案いただきま

したが、このまま何となく出されて、何となくみんなが情報共有してという話になれば、

確かにこれがいいとか悪いとかということに対してはっきりとした考え方がないというこ

とになってしまって、なかなか立ち行かないのかなというところもあります。今後、どう

いう形でこの話を進めていくのか、見通しを少し整理して、その結果を共有する中でどの

ように諮っていくのかということも含めて検討させていただきたいと思います。我々もこ

れ以上の情報がないので、きょうのところはここから先、これ以上ご議論いただきたいと

いってもなかなか難しいですし、実際問題として出されても委員の先生方も意見の出しよ

うがないということもあろうかと思います。ですから、そういった意味で預からせていた

だいて、次回以降、報告させていただければと考えます。 

（細田会長） 

 ありがとうございます。必ずこの委員会を通していただくということだけは確約をいた

だきたいと思います。地域のことは地域の意見を付してよろしいというのが地域医療構想
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の基本骨格ですので、ぜひここをきちんと通してください。あとは、新しい情報が入って

きた段階で、遅くならないうちに情報をいただいて議論をすると。特に今回の機能別に分

けたところでは、病床の過剰部分が出てくるということなので、絶対に議論をしなくては

いけないことになると思います。ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 そのほか、北里東病院に関しては、このままでいいかと思います。日赤に関しては、地

域の状況に合わせて回復期のほうに40床を移すということで、これはあまり議論にならな

いかと思います。特にここに関して大きな問題、ご提言等がありましたらお出しいただき

たいのですが、よろしいですか。では、次に参りたいと思います。 

 

（３）報告事項について 

  ア 平成31年４月１日現在の既存病床数について 

 

（細田会長） 

 続きまして、（３）報告事項について、事務局からよろしくお願いします。 

 

（事務局から資料に基づき説明） 

 

（細田会長） 

 これに関していかがでしょうか。24床過剰ということです。よろしいでしょうか。では、

次に参りたいと思います。 

 

  イ 公的医療機関等2025プランの具体的対応方針の検証について 

 

（細田会長） 

 イをお願いします。 

 

（事務局から資料に基づき説明） 

 

（細田会長） 

 これに関しては病床が過剰のところが対象ですよね。神奈川県ではこれにあまり当たら

ないという理解でよろしいでしょうか。 

（事務局） 

 一応そのように思っておりますが、国もその辺は明確に言っていません。特に重点的な

支援区域みたいなものを設定するというようなことも言っておりまして、全国で10数カ所

を設定すると。そういった重点地域に設定されたところにつきましては、厚生労働省の担
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当官が地域医療構想調整会議に出席して、そこで助言等をするというようなことも言って

おります。ただ、神奈川県の構想区域のどこが指定されるのかといったことはまだ全くわ

からない状況で、恐らくないのではないかと思っておりますが、そういうことが一応予定

されているということでございますので、今後また動きがあり次第、地域医療構想調整会

議でご報告させていただきたいと思っております。 

（細田会長） 

 では、次に行きましょう。 

 

  ウ 医師確保計画、外来医療計画について 

 

（事務局から資料に基づき説明） 

 

（細田会長） 

 これに関してはいかがでしょうか。神奈川県の医師の数は、ある程度は充足されている

と。県のほうから。 

（事務局） 

 これまで医師の人数をどのように捉えたかというと、大体人口10万人当たりの数で比較

して出していました。これでいきますと全国で39位で、当然大きな県ですので医師数の総

数は多いのですが、人口当たりに換算するとあまり多くないというのが神奈川県の現状で

す。医師偏在指標というものを用いてこれからはやっていかなければいけません。これは

ざっくり言ってしまえば、単純に人口10万人当たりだけで考えるのではなくて、患者さん

の状況ですとか流出入の状況だとか、もろもろを考慮して考えていくべきだろうと。それ

を全国一律に考えていこうというのが医師偏在指標です。今、報告がまだ国から来ていな

いという話をしましたが、細かいデータとしてどういう計算をしているのかという筋道が

示されていないというのが正確なところで、順位自体は先ほど言った人口10万人当たりが

39位だったのに対して、医師偏在指標を用いると24位ぐらいだといわれています。それが、

例えば資料７の昼間人口や夜間人口などを用いて計算したらどうだこうだとか、そういっ

たことです。それをやっていこうという話になっているというのが現状です。 

（小松委員） 

 従来から神奈川は医師不足といわれていたのですが、結局、資料７の１ページにあるよ

うに、昼間と夜の人口が違って、昼間は東京に働きに出るので人口が減ります。あとは比

較的若い医師が多いということで、39位から24位に一気にジャンプアップしたということ

です。ただ、人口10万人当たりの医師数で出していたものを、診療科に関しては小児科と

産科だけしか出していないとか、まだまだ足りないというか、幾つかの指標は加えただけ

で、はっきり言えばまた怪しい数字が出てきたということだと思います。 
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 またぞろ何が一番大きいかというと、この数字によって、地域枠医師の定員が2022年以

降は変化、要するに採れなくなるというような問題が出てきますので、そのあたりに関し

て緊張感を持って、今後いろいろ見ていかないといけないなと思っています。結局、神奈

川は少数だったものが真ん中になりましたが、そもそも真ん中だから医師が適正だという

ことでは決してなく、順番に並べたら一番医者が多いのは東京で、神奈川はたまたま真ん

中だったのに過ぎないのに、それによって今度は地域枠医師の定員ですとか、違うとは言

っていますけれども専門医のシーリングだとか、いろいろなことにこの数字が関与する。

また余計なものが出てきているなという印象があります。 

（細田会長） 

 ありがとうございます。皆様方の実感とこういう数字は多分乖離してくると思います。

あとは診療科、それから地域特性、神奈川県の中で相模原市は１つの医療圏になっていま

すが、首都近郊のベッドタウンみたいなところから過疎の山の中まであるわけで、実際に

相模原市立の診療所のドクターの求人に関しては、いつも大変苦労しています。要するに、

一部のめちゃくちゃ過疎の山間部を抱えているという特徴がありますので、これは人ごと

ではないなと。結構満たされていますねという数字が出ても、ふたをあけると我々はうん

と困っているんだよというようなことがあるので、こういう数字だけにとらわれないよう

な形で、相模原の地域特性をよく考えて議論いただきたいということでございます。よろ

しいでしょうか。 

 

  エ 地域医療介護総合確保基金事業について 

 

（細田会長） 

 では、次に行ってください。 

 

（事務局から資料に基づき説明） 

 

（細田会長） 

 ありがとうございました。資料９までですね。 

（事務局） 

 資料９についても引き続きご説明してよろしいでしょうか。 

（細田会長） 

 そうですね。ちょっと時間が押しておりますので、さっとやってください。 

 

  オ 「神奈川県地域医療連携ネットワーク構築ガイドライン（仮称）」に

ついて 
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（事務局から資料に基づき説明） 

 

（細田会長） 

 ありがとうございます。地域介護連携ネットワーク構築ガイドライン、実は、神奈川県

は１カ所、鶴見区でしたか、始めています。小松先生がこれのメンバーで入っています。

特に５ページ、各医療機関、調剤薬局、介護施設、それぞれがこれだけの負担を毎月月額

でしなくてはいけないということと、相模原市は１医療圏なのでこの前にありました、そ

こに大きなサーバーを設置しなくてはいけない、その管理運営をしなければいけない、か

なり医療的に厳しいです。確保基金の予算を流用しても、最初の立ち上げでサーバー代ぐ

らいは出るかもしれませんが、その後はエンドレスで、かかわる人たち全部が負担してこ

れを動かさなければいけません。国はこういうことを言っていますが、結局地域にかなり

しわ寄せが来て、我々医療機関がかなりの負担をしなくてはいけません。一回投資すれば

ずっといけるかというと、大体ＩＴ関係は５年たつと古くなりますから、全て入れかえる

ということになりますし、サイバー攻撃を受けたときにどうするのかとか、そうなるとか

なりセキュリティーにもお金をかけなくてはいけません。個人的にはかなり無謀なプラン

かなという感じがするのですが、県としてはこれをやる方向で考えているのですか。 

（事務局） 

 ご質問ありがとうございます。地域医療ネットワークの関係ですけれども、国としては

全国ネットを整備しようとしている中で、医療介護総合確保基金の標準事業例の中の筆頭

に位置づけているということもありまして、財政的な支援としては、今、追い風が吹いて

いるところなのかなということです。そうは言っても、こうしたツールを実際に役立つ形

でつくっていくというのは、やはりそう簡単なことではないと考えております。そのため

には、地域の中でどうしたものが本当にツールとして必要なのかといったことを、可能で

あればご議論いただいて、その中でこういうものを使ってもよいなと考えていただけるの

であれば、そこに対して財政支援を考えていきたいと考えております。財政支援について

は、イニシャルコストもあると思いますが、なるべく幅広くご支援できるような形、でき

れば準備の段階で顔の見える関係をつくっていって議論していただくだとか、そういった

ところも含めてご支援できないかどうかといったことも、県としては考えていきたいと考

えております。 

（細田会長） 

 ありがとうございます。金田委員。 

（金田委員） 

 ここにプラットフォームは何を使うかということが全然書いていません。これはすごく

重要なことです。国のということは厚生労働省、僕らＮＨＯでも３年ぐらい前にＳＳ－Ｍ
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ＩＸ２を使って全部マスターをつくらされたりいろいろやったのですが、基本的に国がや

っているのというと、それしかないと思います。プラットフォームは、例えば秦野は県の

あれでやりましたよね、彼らが使ったそういう。そうではなくて、ＳＳ－ＭＩＸ２で全国

版でやるということでいいのですか。 

（事務局） 

 はい、そのとおりです。あとはＳＳ－ＭＩＸ２を使わないクラウド型のサービスでの情

報共有というのも…… 

（金田委員） 

 いや、ＳＳ－ＭＩＸ２は別にサーバーのことではなくてシステムというか、何を使うか

ということなので、ＳＳ－ＭＩＸ２を基本プラットフォームとしたクラウド型ということ

であれば、それはそれでいいと思います。 

（細田会長） 

 この問題をここで議論するととても時間がかかると思いますので、県は前向きにという

ことでよろしいでしょうか。顔を横に振っている人がいますね。小松先生、いいですか。 

（小松委員） 

 私も委員なのですが、今、鶴見区でサルビアねっとをやっています。この立ち上げに関

して検討会を関係者・事務方で、合計60回ぐらいやったと伺っています。それで、システ

ム銘柄の選択だとか、地域協議会という法人を立ち上げてやっているというようなことも

含めて、相当の覚悟と、あとは実際にこれがなくても十分に連携がとれる関係づくりをし

てやっていくべきかと思っています。何よりもまず国が言う全国ネットワークはまだでき

ていないのに、こちらが先にやる理由は何ぞやというのが一点です。 

 あとはポンチ絵が１ページにありますが、これで見ていただくと真ん中に患者さんがい

らっしゃって、周りにかかりつけ医、病院、薬局、訪問看護ステーション、介護事業所が

あります。要するに、この人たちが情報を共有しながら日々の診療、患者さんのために生

かしていくということになりますが、そこから外に、保険者による効果的なデータ活用に

より、加入者の、あと医療費も効率化。それから、行政機関は効果的なデータ分析による

政策の立案。それからＰＭＤＡで医療の質向上という、はっきり言えば国はこれが欲しい

と。こんな貴重なデータを自分たちでお金を払って国にくれてやるというのがこのネット

ワークだと僕は思っているので、本来であればランニングコストはこの人たちも当然負担

してしかるべきと。むしろほとんどはその人たちが払うべきではないかというぐらいに思

ってはいますが、地域で検討ください。 

（細田会長） 

 ありがとうございます。ビッグデータになるということですよね。ビッグデータをどう

するかということです。これは議論しても大変大きな問題なので、きょうはこの辺でやめ

にしたいと思います。司会の不手際で時間がかなり押していてすみません。次に参りたい
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と思います。 

 

（４）相模原市の医療・介護連携の取組について 

 

（細田会長） 

 ２の（４）相模原市の医療・介護連携の取組について、これは前回の宿題ということで、

よろしくお願いします。これは相模原市の河崎さん。 

 

（事務局から資料に基づき説明） 

 

（細田会長） 

 ありがとうございました。相模原は、基本的にはアナログで、紙ベースでということで、

ＩＣＴの対局を行っているような政策です。この支え手帳は、本当は認知症疾患医療セン

ターで認知症の患者用の共有ツールということで開発したものです。開発するときにほか

でも使えるようにということで、基本的に高齢者、障害者、全てに使えるような形になっ

ています。先ほどお見せしたバインダー代、文房具代が一番高いと。あと、これから誰か

が落として拾わない限り、情報漏えいはないと。個人責任に当たるところがあります。基

本的には余り名前を書かないとか、そういうのはありますけれども。 

 あと、後ろのほうにはお薬手帳、保険証、その他をクリアなチャックつきのものに全部

入れておくと。この手帳がどこにあるかというのを、玄関の鉄の扉のところにマグネット

で書いておくということで、救急隊が踏み込んだときに、そのドアを見れば、ささっと行

けると。この中に主治医が情報提供書みたいなサマライズしたものや、ＡＣＰとか、いろ

いろ最新の本人の意思を書いてあれば、それがもし病院に救急車で運ばれたときに、救急

連絡シートもアナログですけれども、これとともに役に立つというようなことで運用を始

めました。これは報告でよろしいですね。ぜひごらんになってください。 

 それでは、これに関して追加はないでしょうか。よろしいでしょうか。では、次に参り

たいと思います。 

 

（５）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 

 

（細田会長） 

 次は資料11です。医療法第７条第３項の許可を要しない診療所について、事務局から説

明をお願いします。 

 

（事務局から資料に基づき説明） 
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（細田会長） 

 ありがとうございます。いかがでしょうか。医療法第７条第３項にはこういった抜け道

がありますよということですね。どうぞ。井出先生からいこうかな。こちらからいきます。 

（井出委員） 

 相模原医師会の井出でございます。後で配られた取扱要領をきょう初めて拝見したので

すが、そもそも地域包括ケアシステムの地域での整備のためにつくられた施設基準として

地域包括ケア病棟があるかと思います。きょうもそちらの病棟への転換を希望する病院が

幾つか相模原市内でもありましたけれども、これは地域包括ケアシステムを支えようとい

う地域の意向のあらわれだと思います。 

 ここに書いてあるように「有床診療所が果たす役割が一層期待されている」というのは

誰が期待しているのかわかりませんが、地域包括ケア病棟の志がそこで始まっている以上、

その病棟のいろいろな施設基準は非常に厳しいものがあります。在院日数のこととか、看

護基準とか、ＤＰＣですけれども、出来高でとれる項目も細かく規定されております。ざ

っと今拝見すると、有床診療所が地域包括ケアシステムを担うということになりますと、

地域包括ケア病棟に定められた施設基準と比べると、この案件はものすごく緩いですよね。

看護基準その他もあれだと思うので、そうなると本当に急変時の入院とか、これを引き受

ける、恐らく志は、地域包括ケア病棟を始めたときにポストアキュートの部分とサブアキ

ュートの部分と地域の急変時の受け入れと、幾つかの役割が期待されていたかと思います

が、全国ではほとんどポストアキュートの部分の動きしかありませんでした。 

 したがって、サブアキュートの部分を有床診療所にも担ってもらおうというあたりが恐

らく始まりかと思いますが、現在の地域包括ケア病棟は各病院の院内で受け皿になってい

るというだけではなくて、地域の中でどうやっていこうということをいろいろな格好で検

討しています。先ほどの相模原の中でのいろいろな検討部分でも施設基準が果たす役割と

いうことで、シンポジウムやいろいろなことをやっています。そこで有床診療所がそれを

担ってくれるだろうということであれするのであれば、やはり施設基準なり、裏にざっと

書いてある（ア）から（オ）までの要件はえらくファジーですよね。これを進めるのであ

れば、このテーブルで第２回からもうちょっとストリクトなものを詰めていかなければ容

認できないなという気がいたします。以上です。 

（土屋委員） 

 今の井出委員のお話と大分重なるところがあって、僕がしゃべりたいことをかなりお話

しいただいたのですが、追加する要件のところで、病院は今非常に入院のハードルが高く

なって、国が医療費を少し減らしていこうということで、きっちり入院の要件をつけてき

ました。重症度、看護必要度等の要件がないと当然入院すべきでない人も含まれるわけな

ので、地域包括ケアのもとに、それが緩い有床診療所が許されるということになると思い
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ます。実際に我々のところは300～400の在宅をやっていますが、年中入院するのは６名か

７名です。19床はどんなにやっても埋められません。そうすると、何をするかというと、

必要のない入院をふやさなければやっていけないわけです。実際にそういうところがある

と聞いています。その辺をどうやってしっかり監視していくのか、それがないままに、地

域包括ケア病棟なら認めるというのは非常に不安を感じるので、ぜひそういった議論もし

ていただければと思います。 

（細田会長） 

 ほかにいかがでしょうか。なかなかそれぞれの問題がいろいろあるようでございます。

では、どうぞ、小松委員。 

（小松委員） 

 基本的には有床診療所が開設しやすいようにということで、平成20年に分娩を扱うもの

ができて、平成30年からは地域包括ケアシステムもということなのですが、今、井出先生

や土屋先生がおっしゃったように、病院の開設に比べるとかなりファジーで緩いものがあ

ります。既に今、取扱要領が県のほうにはありますが、やはり地域医療構想の中で病院の

ベッドも有床診のベッドも許可病床数に含まれる以上は、一括して整合性をとっていく必

要があると思います。だから、医療法上は受け付けざるを得ないとしても、結局、病床整

備とあわせて一括で病院の申請、有床診の申請を公平に判断していくというのが一番シン

プルかなと思うので、地域包括ケアシステムの診療所の要件を厳しくするという考え方も

あります。 

 また、あとは４の病床整備に関する事前協議ですが、単純に事前協議が行われる場合と

いうのは、病床が不足しているので募集を行いますよということです。例えば今の相模原

は、病床が過剰でベッドは必要ないよねという状況ですので、事前協議が行われない場合

というのは、受け付けてもその後の調整会議の中で、病床が過剰だから今これはというよ

うな形で協議していくのでもいいのかなと。要件を厳しくするのもそうですが、やはりベ

ッドそのものを議論するのは、病院も診療所も公平にやっていくようにしないと、何とな

く抜け穴のようなルールになっているのかなと思っています。 

 あと、県のほうに質問ですが、今後の予定としては、この件に関しては今年度中に要領

を改正しようというお考えだと思います。そうすると、来年の４月から変わるということ

ですか。それまでの間というのは、一時的にこれの受付をストップするとか、そういうこ

とは可能ですか。 

（事務局） 

 今、横浜市で具体的に実際にとめているというのがあります。そのきっかけは、横浜市

で昨年の３月の医療審議会で諮った案件ですけれども、分娩施設に対してのご相談があり

まして、実際に横浜地域の分娩施設については相当充足しているということもある中、そ

もそも届け出の病床を認めるのかどうかということがありますので、４月以降のものにつ
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いては一旦地域的に休止したいというような意向がありまして、そういった手続をしてい

くということになっております。 

（小松委員） 

 要望ですが、各地でこれから議論が、実際に具体例が出ている地域もあれば、具体例が

出ていないところもあると思いますけれども、基本的には今、横浜でとられているような

対応を全県で来年の４月まではしておいていただいたほうがよろしいと思います。という

のは、結局、有床診で19床のこういうものが、例えば病床過剰地域でも理屈上はつくれる

可能性があるよねという話になると、みんなが有床診をつくっておいて、次に同一法人の

同一医療圏のベッドであれば、要するに有床診から病院にベッドをかえることも可能です

ので、さっき土屋先生がおっしゃったように、有床診でやっていたけれども、思ったより

も患者さんが埋まらないのだったら病院に移してしまえということで、本来ふやせないは

ずの病院のベッドが理屈上はふやせるという次のあれができてしまうことになりますから、

しっかりそこはふたを閉じておいていただきたいと思います。 

（細田会長） 

 ご指摘ありがとうございます。この問題については、県のほうからは、資料の裏面の追

加する要件の例がありますが、これに関して何かこういうことを追加しておいたほうがい

いのではないかというご提案はございますか。きょうのきょうではなかなか出ないかと思

いますので、何かありましたら後日事務局のほうにご連絡を早々にいただければと思いま

す。それでは、きょういただいたご意見を少し、いろいろ抜け道ではないかというような

ご指摘もありましたけれども、これを十分に考えて、新しい要件を考えていただきたいと

思います。では、次に参りたいと思います。 

 

その他 

 

（細田会長） 

 それでは、次は２の（６）ですが、これは非公開なので次に行きまして、その他でござ

います。何かございますか。事務局のほうから何かございますか。特によろしいでしょう

か。 

 それでは、最後の議題ですが、議題２の（６）の医療法第７条第３項の許可を要しない

診療所は、冒頭でお諮りしたとおり非公開とさせていただきますので、恐れ入りますが傍

聴の方々はご退室をお願いしたいと思います。 

 

閉 会 

 

（事務局） 
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 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、まことにありがとうございました。本日の議論を踏まえまして、

今後の取り組み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。どうもありがとうございました。資料12につきましては回収資料になりますので、

机の上に置いていっていただくようにお願いいたします。 

 


