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令和元年度第３回相模原地域地域医療構想調整会議 議事録 

 

日時 令和２年２月10日（月） 

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、ただいまから令和元年度第３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。 

 次に、委員の出欠について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。初めに、委員の変更がございました。１月31日付で全国健康保険協会神奈

川支部の杉浦委員から上田浩之委員に変更となっておりますので、ご紹介させていただき

ます。高井委員の代理として神奈川県医師会副会長の竹村様にご出席いただいております。

なお、大岡委員からはおくれるとのご連絡を受けております。 

 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16

名お見えでございます。また、本日の議題のうち、２（５）医療法第７条第３項の許可を

要しない診療所、（７）の病床機能の転換について、こちらにつきましては、公開するこ

とで診療所、あるいは病院に不利益を及ぼすおそれのある情報を扱うことから、また、２

（６）公立・公的医療機関等に対する具体的対応方針の再検証要請につきましては、国か

らの通知によりデータが確定されるまでの間は、この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すことから、当該議

題については非公開の扱いとさせていただきたいと思います。ご意見はありますでしょう

か。 

（異議なし） 

（事務局） 

 ありがとうございます。それでは、２（５）、２（６）及び２（７）につきましては、

非公開とさせていただきます。このため、傍聴者の方は公開の議題終了後にご退席いただ

くことといたします。公開の議題を優先して行わせていただければと存じます。 

 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。あわせて今回非公開とする議題２（６）につきましては、

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、ご承知おき

願います。 
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 次に、資料についてです。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。 

（細田会長） 

 皆さん、こんばんは。今夜もよろしくお願いいたします。きょうは協議事項、報告、そ

の他盛りだくさんですので、テンポよくやりたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

協 議 

 

（１）重点支援区域について【資料１】 

 

（細田会長） 

 それでは、２（１）重点支援区域について、事務局よりご説明をお願いいたします。 

（事務局） 

（説明省略） 

（細田会長） 

 ありがとうございました。ただいまの事務局からの説明にご質問・ご意見等はございま

せんか。特にないでしょうか。当地域は病床の削減、統廃合といったことのニーズは余り

ないのではないかということで県からのご説明がありましたけれども、よろしいでしょう

か。 

（土屋委員） 

 病院協会の土屋です。確かに当該地域においては再編による統合やダウンサイズの対象

はないかもしれませんが、全国では幾つか聞いていまして、例えば２つの老朽化した施設

を１つにダウンサイジングして、新棟を建ててそこに基金を投入されるというような、ほ

かの地域から見て不公平・不平等みたいなことも聞こえてきます。そういった運用に対し

て異を唱えるような県の姿勢みたいなのは考えていらっしゃるかどうか、その辺をお聞か

せ願いたいです。 

（細田会長） 

 いかがでしょうか。 

（事務局） 

 事務局からお答えします。今回の国の財政的支援の情報がまだ具体的にどのようなもの

なのか整理されていないところもありますので、そこは注視していきたいと思っています。

新たに設けられた84億円というもの、重点支援に伴うもののダウンサイジング支援という

のが本日別添させていただいたのですが、こちらはあくまでも稼働病床を削減した場合で、
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10％以上削減した場合に、病床稼働率に応じた額を交付すると。これは今までの総合確保

基金とは別立てと伺っていて、10分の10の補助率になると伺っております。これの活用は

余り本県ではないのかなと想定しておりますが、あわせて総合確保基金の医療分について

も昨年と比べて予算案が増額されております。こちらにつきましては、ダウンサイジング

支援に限らず、県からの提案でもって標準事業例にないような使い方も含めて検討してい

けるものと考えておりますので、こちらも含めて財政支援の使い方を考えていければと考

えております。 

（事務局） 

 医療課の市川です。補足させていただきますと、今、委員からお話があったのは、他県

で余り適当でないようなものに使った場合に意見していくかということだったと思います

が、今、由利から説明したとおり、稼働病床の10％を削減する場合にこの事業費が使える

ということになっていますので、そういうことはないと思います。ただ、今後注視してい

く中でそういったことがあれば、そのときは必要に応じて厚生労働省等に確認ですとか要

請はしていきたいと考えております。今の時点では想定していません。 

（細田会長） 

 ありがとうございました。土屋委員より出された意見に関しては、現状でそういうもの

があるかどうかということだと思います。今、我々の圏域では対象ではないように思うの

ですが、よろしいでしょうか。これは今、申請しなくてもまた後で申請することもできる

ようですので、もし必要があった場合にはそういう形で再度申請するという形で、現在こ

れに関しての申請は、相模原圏域では不要ということでよろしいでしょうか。特に異議が

なければそのようにさせていただきたいと思います。 

（異議なし） 

（細田会長） 

 では、今のところは不要ということで、ありがとうございました。 

 

（２）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 

【資料２】 

 

（細田会長） 

 それでは、次に参りたいと思います。続いて２（２）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でございます。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） 

 ありがとうございました。ただいまのご説明にご質問・ご意見等はございますでしょう
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か。どうぞ。 

（高野委員） 

 高野です。この間のこの会議で審査しました晃友内科の件ですが、あれは結論的にはど

ういう扱いですか。いわゆる同じグループの中で病床を移して急性期をつくるという。結

論は出たのですか。 

（事務局） 

 取り扱いとしては認めないということでご結論をいただいております。 

（高野委員） 

 ありがとうございました。 

（細田会長） 

 ほかにいかがでしょうか。これに関しては前回もこういう議論が多数出ました。それを

整理して、このような形で今後に備え、ベッドをいかようにもできるということをここで

きちんと制限したという理解でいいかと思います。 

（土屋委員） 

 土屋です。１つ確認ですが、分娩も取り扱う診療所については、現在ではこの地域では

徐々に充足されてきていますので、今後手挙げがあったときにどうするかはもう一回この

場で確認という形でよろしいですか。その辺をちょっと確認したいのですが。 

（細田会長） 

 私もちょっと気になっていまして、２－２のことですが、一時停止をする方向でという、

この一時停止というのは具体的にはどのように考えていらっしゃるのでしょうか。 

（事務局） 

 お答えします。横浜市の事例を参考にご説明しますと、今、地域包括とは別に、分娩施

設についても地域の了解を得られれば対象として配分できることに、許可できることにな

っているのですが、実際に分娩施設がかなり充足しているということもあり、横浜地域で

ご議論いただいた結果、横浜地域としては分娩について一旦休止したいという話がありま

した。それを地域の調整会議でお諮りして、一時中断するという取り扱いにしました。実

際に一時中断といっても取り扱いについて地域差があるので、そういう形で各地域で調整

をしています。 

 もう一つの問題は、地域包括ケアについては要件を厳しく設定したので、ある程度申請

として上がってくるものについて絞り込みができる部分があります。一方、分娩施設につ

いては、分娩を取り扱う予定ということが前提で、そのあたりの審査基準的なものが曖昧

なところが多いものですから、いろいろな申請が上がる可能性がある中、もう少しどうい

う形で上がってきたものを審査していくのかということを整理する必要があるのではない

かと。そうしないと、今、一方で地域医療構想調整会議で病床の調整をしているにもかか

わらず、どんどん分娩施設ということで病床がふえていくことになってしまうので、一旦



5 

 

ここで整理させていただきたいなと。 

 本日、別件で上がってきている案件についてはまだ制度を変えておりませんので、以降

の進行では現行の基準をベースにお話をさせていただく予定でいますが、地域でまず分娩

を一旦休止するということを仮にお認めいただいたならば、分娩施設についても同様に基

準的なものを整理して、その上で最終的に解除するのか、それとも、地域としてもう分娩

はいらないという判断をするのかというところをまた改めて調整させていただければとい

う、当座の対応として休止すると。そういう意味です。 

（金田委員） 

 一般病床に関しては調査が終わっていると思います。ただ、要件、基準がもともとあっ

たので、それで話が出てきたのだと思います。例えば相模原市において、産科病床数を正

確に把握されて、それが過剰なのかとかちょうどいいのかとか、そういう判断というのが

なされていないような気がします。その時点で、まず今おっしゃっていた、とめるとめな

い以前に、本来ならば調査して正当な評価をする。肌感覚で言えば、恐らく分娩数が減っ

ているから、うちなんかも20年ぐらい前に比べて４分の１ぐらいになっています。そうい

う意味で言うと、病床は過剰になっているのだろうとは思います。 

（事務局） 

 そういった意味で、何をもって地域で足りているというのかを判断する部分についても、

地域で議論するという話で包括されてしまっていて、明確化されていないということもあ

るので、そのあたりの調整をさせていただいて、また改めてそこをどうするかということ

を調整させていただければと。そのように考えています。 

（金田委員） 

 横浜はもうここで一時停止という結論が出ているということは、それに関しての調査が

終わっているのですか。 

（事務局） 

 まず横浜地域としては、別に周産期医療対策協議会というのがありまして、そこで議論

を行った結果を踏まえて整理をしています。ただ、その方法自体も、まずは横浜地域とし

て分娩が足りているという肌感覚的な意見も多い中、一方で地域柄、どちらかというと分

娩という名目でどうも許可病床をふやそうとしているような申請と思われるものも少し混

ざってきてしまうような事柄もあるので、そういう意味で先行して昨年から休止したとい

うような状況があります。 

（金田委員） 

 わかりました。 

（細田会長） 

 ありがとうございます。相模原市のそういうデータというのは用意されていますか。 

（事務局） 
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 現状あるのは、例えば出生数と分娩取扱数です。これを比較して、出生数が若干多くて、

98％ぐらいということで、数字上は２％ぐらい足りないとなっています。ただし、このあ

たりについて、実際に里帰りでの出産ですとか、そういったもろもろの細かいところで、

現実問題として調整しなければいけない事柄が幾つかあろうかと思います。そういう調整

はせずに、単純に比較しただけの表ですから、このあたりをどのように分析していくのか

というのも地域で話し合っていく上では必要なことだと思うので、またそこも調整させて

いただければと思っています。 

（土屋委員） 

 ごく最近、１つの診療所の認可がありまして、病院協会では異を唱えることはできない

ということで、特に進んで賛成もしないけれども、よろしかろうということになりました。

それにはやはり根拠がありません。こういうことがどんどん出てきますとずっとこの繰り

返しになりますので、なるべく早い段階で、協会としてもアンケートがあればしますけれ

ども、どこかに主体となってやってもらわないと始まらないですから、ぜひお願いしたい

と思います。 

（渡辺委員） 

 看護協会の渡辺です。病床数とは直接かかわらないかもわかりませんが、周産期と考え

ると、ただの分娩数だけではなくて、かなり精神的な疾患を持っている方とか、産後のケ

アが非常に重要になってきています。その辺を産科、周産期の領域の病床というか病院の

中で治療しなくてはいけない方もいらっしゃいますので、いろいろデータを分析するとき

の調査の一つとして、そういうこともぜひ入れていただきたいと思っています。 

（細田会長） 

 そのとおりだと思います。子供が少なくなる、産科のケースも少なくなるということで、

そういった出産に至るまでの間に入院される方もいらっしゃいますので、十分に考えてい

かなくてはいけないかなと。これはどうでしょうか。きょうここで決めるにはちょっと材

料が少ないように思います。この件に関しては、継続審議ということでいかがでしょうか。

よろしければそういう形で継続審議としていただいて、相模原市のこれからの人口動態と

か出産その他のもうちょっと詳しいデータをもとに再度検証し、結論を出させていただき

たいということでいかがでしょうか。よろしければそのようにさせていただきたいと。 

（事務局） 

 分娩につきましては継続としていただくこと自体に異論はございません。ただ、実際に

その間に申請が出てくると、現行の制度の中でどうするかを判断していかなければいけな

いところもありますので、そこは引き続き我々のほうも調整させていただければと思いま

す。一方、もう一つの地域包括ケアにつきましては、でき得ればここで一旦整理して先に

進ませていただければと思っているので、よろしくお願いします。 

（細田会長） 
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 言葉が足りませんでした。資料２－１、最初にご説明いただいた部分に関してはこのま

まで承認してはどうかということで、それに関して異議はいかがでしょうか。 

（異議なし） 

（細田会長） 

 異議なしでよろしいでしょうか。それでは、資料２－１に関してはこのとおりに認める

という形にします。あと資料２－２の分娩の病床に関しては、相模原市内での状況につい

てまだ十分に議論がなされていないということで、継続審議とさせていただくと。小松委

員、どうぞ。 

（小松委員） 

 小松です。分娩を取り扱う診療所に関しては、相模原において足りている足りていない、

必要か必要でないかを議論する材料が足りない中で、横浜のように一時停止をしておかな

いと、今のルール上、申請が出てきたときに協議しなければいけないというのがあります。

今言ったように、議論に必要なデータをそろえて、相模原としてはこういう方針でいきま

しょうという話題をするまで一時停止してはどうかというのが県の提案だと思います。と

いうのは、次の調整会議まで６カ月あいてしまうので、これでまた協議して相模原の分娩

がどうだという話をするのが、１年とまでは言いませんが、結構先に結論が出る。そこま

での間にもし申請があった場合は受け付けるのか、今こういう事情なので受付を一時停止

させてもらっている状態のポジションをとるか、どちらかと思います。どうですか。 

（事務局） 

 そのとおりです。 

（細田会長） 

 そのとおりだということは、一応受付を一時停止するけれども、病床をつくる可能性は

残っているという議論をして、認めるかどうかということですね。 

（事務局） 

 はい。 

（金田委員） 

 ただ、それを言うには、開設したいという人の立場になれば、全くいつになるかわから

ないし、そんな半年先の会議で、この時点で調査すると決まっていないわけでしょ。調査

すると決めていないのにとめるというのもどうなのでしょう。確かに先生のおっしゃるよ

うなあれですけれども。とめるのであれば、きちんといつまでとめますからそれまでお待

ちくださいと言わなければならないので、調査をしていつまでとお尻を決めて、そこでみ

んなで審議会で話しましょうという話をしてあげないと、開設者がいるとは思えませんが、

やはりそこはやっておいたほうがいいのではないでしょうか。 

（小松委員） 

 基本的に僕も金田先生と同じで、一時停止がルールとしてありかというと、ちょっと微
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妙だと思います。横浜が一時停止になって１年たってしまってるわけですよね。これは本

当はおかしくて、やはり一時停止するなら、かくかくしかじかでいつまでと。半年とか、

一時停止の期間は短ければ短いほうがいいとは思うので、そのあたりはできるだけ期限を

決めた形にしてもらったほうがいいのではないかなと。 

（細田会長） 

 さて、いかがでしょうか。どうしましょうか。多分そういう申請というのはあまり上が

ってこないのではないかという予測ですが、そういう申請が出てきた場合に、一時停止し

てあれば議論のテーブルにのると。そうでなければ申請が上がってきて、否定するものが

何もなければそのまま通ってしまうと。そういう理解でよろしいですかね。横浜が今、停

止しているということで、相模原はいかにいたしましょうか。皆さん、発言がないようで

すが、どうしましょう。決をとりますか。 

（金田委員） 

 調査はそんなに大変なのですか。 

（高野委員） 

 調査の資料がない限りできないわけですよ。 

（細田会長） 

 ですから、調査の次のときまで延ばしていいのではないかと。実は私はそう思って、あ

る程度数字をちゃんと出していただいて、出生率がこのくらいで、分娩率がこのくらいで、

産科病床の稼働率がこのくらいでと。過去はもっと多数分娩をやっていたわけですよね。

余裕の病床、分娩のケース、そういうものを加味して数字を出してからでも私は遅くはな

いのかなと思いました。次まで約半年ぐらい遅くなりますが、先延ばしをするということ

と、ある程度、今はとにかくとめておくということの２者、どちらか選択だと思います。 

（金田委員） 

 とめるのであれば調査をしますとちゃんと言っておけばいいのではないですか。それで

とめておけばいいのではないですか。調査にはどのぐらいの期間を要しますと言えば。調

査の予定がまだ立たないのにとめるわけにはいかないし、とめないとまたちょっと変な方

向で病床をつくられるということもあるかもしれないから、そこの危険性を考えれば、何

となくとめたほうがいいように思います。でも、とめるからにはある程度の期間を設けて

調査をするという、ここである程度の方針を立ててしまって、その調査にはどのぐらいか

かるということで、そこまで一時的にとめますと。そして評価をして、どうするか決める

というのが正しいような気がします。 

（細田会長） 

 皆さん、ほかにいかがですか。 

（小松委員） 

 相模原の方に質問ですが、相模原は横浜と同じような、いわゆる周産期協議会みたいな
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協議をする場があるのでしょうか。 

（事務局） 

 周産期協議会は県全体のものなので、情報としては、もちろんその中に相模原地域のも

のも入っています。ただ、何をもって足りるとするのかという判断はなかなか難しいとこ

ろもあるので、そういう意味で地域差が出てきてしまっているというのはあるかと。 

（小松委員） 

 多分データだけ見せられても、わかる人とわからない人が。この場だけで議論していい

のかもちょっと微妙なところがあるのかなと思って質問しました。 

（細田会長） 

 それでは、どうしましょうか。 

（事務局） 

 今いただいたご意見についてはもっともだと思っていますし、私どもも実際に速やかに

調整しなければならないのですが、一方でどう評価したらいいかわからない申請が上がっ

てきてしまったときにどうしようかという不安もあり、ご相談させていただいたというの

が正直なところです。ですので、やはり正攻法でしっかりと調整したものをまたお諮りで

きるように、今の話を総合すると次回に継続していただくのがよろしいのではないかと考

えますが、いかがでしょうか。 

（高野委員） 

 ここに産婦人科の先生がいるかといったらいないわけでございまして、結果的にそれぞ

れの産科の現状を集まって一回やらないと、許可するかどうかというのはわからないので

はないかと思います。少子ということで、本来であればたくさん安心して産めるようなと

ころを持つというのは大事なことだと思います。例えば我々の施設でも月に60から70やっ

ていましたが、今は20から30です。産科の先生を探すのも、医者の数も大変でございまし

て、状況が、単なる分娩数とベッド数だけでは解決できない問題がいっぱいあると。です

から、相模原の問題になってくると、別のところでもしやれるのであれば、産科を有する

病院・施設が集まって、ある程度の意見を出してもらって協議したほうがいいのではない

かと。単なる病床数というだけでは解決できない問題があるのではないかと思います。 

（細田会長） 

 それでは、基本的にはデータをきちんと出していただく。それで議論をきちんとしてか

らということでいかがかと思います。今、一時中止という言葉が非常に微妙な言葉で、実

際にきょうこれだけ議論がなされたということで、必ずそういうケースは調整会議を通っ

ていくわけですから、そのときにきょう話し合われたことをベースにある程度の判断がで

きるのかなと理解しております。では、次回に延ばさせていただくということで皆様、よ

ろしいでしょうか。 

（異議なし） 



10 

 

（細田会長） 

 異議がなければそのようにさせていただきます。基本的には先延ばしと。 

（事務局） 

 申しわけありません。ありがとうございます。 

（細田会長） 

 ２－１に関してはこのまま了承ということでよろしいでしょうか。 

 

（３）令和２年度地域医療構想調整会議の進め方について【資料３】 

 

（細田会長） 

 それでは、次に参りたいと思います。令和２年度地域医療構想調整会議の進め方につい

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。これに関していかがでしょうか。高齢者の救急とか施設関係

のデータ、これは今のところ宿題になって、それぞれの話が進んでいるところではないか

と思います。これに関してはよろしいでしょうか。それでは、次に行ってよろしいでしょ

うか。 

 

（４）精神病床に係る病院等の開設等に伴う取扱いについて【資料４】 

 

（細田会長） 

 それでは次、（４）精神病床に係る病院等の開設等に伴う取扱いについてということで、

資料４でございます。よろしくお願いします。 

（事務局） 

（説明省略） 

（細田会長） 

 今まで精神科の病床数はカウントに入っていなかったということです。この数字を見ま

すと、2659床の過剰ということですけれども、この数字はどこからはじき出したもので、

実際にそれだけ余っているのですか。 

（事務局） 

 一般、療養と同様に、計算の仕方は少し違うかもしれませんけれども、今の人口などの

規模から計算がされたというものです。 

（細田会長） 
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 ありがとうございます。実際に結構足りなくて困るのではないかというような印象が。

一般開業医で私なども内科をやっていて、精神科で早く入院させたいけれどもベッドがな

いということで大変困ることが多々あります。ですから、この数字を見ると、実際とはち

ょっと乖離があるのではないかという印象を実は持ちました。どうぞ、土屋委員。 

（土屋委員） 

 精神病床の運用の状況はわからないのですが、地域の患者さん以外の患者さんがどのぐ

らいの割合でその病院にいるかという調査もしないで、100の100を認めるというのはちょ

っとどうなのかなと思います。そういう調査は行われないのでしょうか。 

（事務局） 

 実際は、そのあたりについては精神保健福祉審議会で中身をやっていて、私ども医療課

も共管してやらせていただいているのですが、精神の分野そのものについて直接的に今ご

説明できるだけの材料がなくて、申しわけありません。 

（細田会長） 

 確かにこれに関して流入・流出、そういったところの話は何もないわけで、ただ実際の

数だけでの議論ですから、本当に必要な病床なのか、この数字の根拠をもうちょっと出し

ていただければなという感じはいたします。ただ、精神病床に関してこういった議論を土

俵にのせることに関しては、非常に必要なことかなと理解しております。 

（岩村委員） 

 北里の岩村です。先ほど2659床過剰という話がありました。これの根拠ですが、今後精

神病患者さんについてはなるべく、入院加療ということよりも地域の中で診ていくという

方向で進んでいると理解しています。この2659床の患者さんの状態というのはそれを見越

した数なのか、それともあらかじめ決められたような形の既存の根拠に基づくものなのか、

その辺を教えていただければと思います。 

（事務局） 

 私どもも伝え聞いていることなので、直接的に確信を持ってご説明できないのですが、

一般ですとか療養病床につきましては、確かに地域医療構想調整会議の会議でさまざま流

入・流出がということも議論しながらやっていますけれども、精神病床については、この

過剰病床というのはあくまで基準に対して過剰だというもので、保健医療計画をつくる際

に毎回計算して整理しているものです。そういった病床数がどうなのかとか、流入・流出

がどうなのかという議論は、精神病床についてはそこまで議論が進んでいないと思ってお

ります。 

 ただ一方、感覚的な話になって恐縮ですが、やはり実際に精神の患者さんで入院できな

い患者さんがいらっしゃるというのは、合併症だったりの部分もありますし、そういった

あたりの調整がまだなかなか進んでいないところがあろうかと思いますので、そういう意

味で、直ちにこの病床をなくしていいのかという議論もなかなか難しいこともあって、今
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この状態が続いているという認識です。 

（岩村委員） 

 恐らく委員の中でも入院が必要な精神病の患者さんの認識に少しずれがあると思うので、

この辺の定義というか、そういったものははっきりしたほうがわかりやすいと思います。 

（事務局） 

 ですので、精神の病床をどうするのかということ自体についての議論は、この会議では

なくて精神保健福祉審議会での審議事項としてしっかりと議論していただくということは、

それはそれで必要なのかなと思います。一方、今ここに掲げる取り扱い自体については、

現実問題として今、患者さんを抱えている精神病床自体が丸々なくなってしまったときに、

要は建てかえができないということだけをもってなくなってしまうということがあっては、

それはそれでまたぐあいが悪かろうという部分があるので、まずそこは何とか現状維持で

きるようにということで、ご提案するものです。 

（細田会長） 

 では、病床の建てかえ等で同一医療圏であれば認めるという方向でどうかということで、

実際の許認可に関してはこの会議ではないですよね。 

（事務局） 

 そうです。 

（細田会長） 

 一応我々の地域医療構想調整会議ではそういう形で処理してよろしいと考えてほしいと

いうことですね。 

（事務局） 

 この取り扱いとして定めた内容に従っているのであれば、それは特段の協議はなく進め

させていただければと。ただ、もちろんこれを超えるようなご相談があった場合について

は、もちろんお諮りするということはあるかと思います。 

（細田会長） 

 ほかにご意見はございませんか。どうぞ。 

（渡辺委員） 

 精神科の病床に関しては、北里東病院が本院に移るときに、岩村先生に大丈夫でしょう

かというふうに。地域の中での精神疾患の患者さんの、特に精神科救急の対応で非常に困

ることが多くて、二次救急の外科救急でも内科救急でも、自傷行為で来られる方もいらし

てどうしようかというときに、県の精神科救急のハードケース、ソフトケースというシス

テムが全く機能していなくて、今うちの病院でも本当に、単独の精神科の病院とコネクシ

ョンをつけて、そこに入院が必要かどうかご相談しようかなんていう話まで出ているぐら

いなので、ぜひ地域医療構想調整会議の中でも、さっきの周産期のところもそうですが、

精神科領域も本当に地域の中で病院機能がしっかりと果たせるのかどうかということも机
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上に上げ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す。小松委員、どうぞ。 

（小松委員） 

 小松です。基準病床数の話題が今出ているのですが、これは全国一律です。全般的に言

えば、昔に比べると精神科も、特に若年齢の人の入院の適用は圧倒的に減っているので、

基本的には精神病床のニーズが減っているというのは、一つ大きな流れとしてはあります。 

 ただ一方で、いわゆる精神科の単科の病院で長期的に療養していた患者さんは減ってい

くのですが、急性の精神のニーズというのは一定数あります。ですから、精神病床だけを

地域医療構想の枠外で議論すると、厄介になるのは、いわゆる精神病床も持っている一般

病院の取り扱い、そのあたりが問題になってきたりすると思います。いわゆる精神科救急

をやる病院は必要だけれども、そうではなくて、何かあると全部救急車を呼んでしまう病

院の病床は余っているのではないかというのが、いわゆる国道16号ベルトというか、青梅、

八王子、相模原、厚木は精神病床が多いので、このあたりは比較的そういう傾向があるの

ではないかと思います。ですから、精神保健福祉審議会だけではなくて、県もここに少し

かかわるようなケースが出てくると思うので、そのあたりに関しては積極的に発信しても

らえばと思います。 

 あとはやはり精神科も地域移行支援加算というのをつけて、ベッドを減らしたらご褒美

をあげるよという診療報酬改定が前回から始まっているのですが、うまくいくところと、

当然いかないところと、なかなかそのあたりは理想と現実のギャップというのがあるよう

です。 

（細田会長） 

 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。では、簡単に。 

（金田委員） 

 当初、一般病床とか慢性とかそういう４つの分類だけでやっていたのが、このようにデ

ィテールまでいろいろ議論されるようになってきたことはとてもいいことだと思います。

ただ、いつも不思議に思うのは、例えば県の審議会があって、横浜もそうですし、相模原

もそうですが、政令市の審議会というのがある程度優先されるというか尊重されて、そし

て、それを受けて県のほうで最終的にということだと聞いていました。だからこれも、精

神科というのは県全体で考えているけれども、実際は相模原市が困るような状況にならな

いようにということで、相模原市の医療審議会がどのくらい機能しているのか、僕は出た

ことがないのでわかりませんが、そこはやはり政令市としてリスペクトしていただいてと

いう考えでよろしいのでしょうか。 

（事務局） 

 ありがとうございます。確かに政令市は政令市、相模原、横浜、川崎については、精神
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についての審議会がございます。ここの部分について、最初にご説明していなくて申しわ

けございません。ただ、県と政令市と一緒にやって、病床の調整だとかについては、医療

圏自体は神奈川県全体です。ですので、今、政令市さんのほうとご相談しているのは、病

床の関係についての全体の調整があるので、各政令市と情報共有して、一元的にそこら辺

の整理をした上で、病床だとかこの対応についての整理自体は、神奈川県の精神保健福祉

審議会で一元的に議論するという形に整理していこうかということを今、調整しています。

ですから、各政令市の審議会については情報共有して、齟齬のないようにはしていくとい

う調整状況です。 

（金田委員） 

 実際に今、渡辺委員が言ったように、そういう方を県の場所に送るということは現実的

に不可能です。この周りで、みんなである程度受け入れなければならないということが実

際にありますので、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。それでは、（４）に関しては、とりあえずこの案でよろしい

でしょうか。既存のベッドをとりあえず温存するという形で取り扱いをさせていただくと

いうことで、異議がなければこのまま進めたいと思います。異議なしでよろしいでしょう

か。 

（異議なし） 

（細田会長） 

 ありがとうございます。それでは、これも承認したいと思います。次に行きます。 

 

報 告 

 

（１）神奈川県保健医療計画の中間見直しについて【資料８】 

 

（細田会長） 

 報告、その他になります。神奈川県保健医療計画の中間見直しについてのご報告をお願

いします。 

（事務局） 

（説明省略） 

（細田会長） 

 ありがとうございます。これに関して何か意見はございますか。なければ、このような

形で進めていただければと思います。 

（鈴木委員） 

 相模原市の保健所の鈴木です。確認ですが、医療計画のスケジュールについては特に異
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議はありませんけれども、正確には神奈川県保健医療計画と、保健と医療を一緒にこれま

でつくってきています。これについてもやはり今後も保健と医療の計画を一緒につくって

いくということでよろしいのかどうかということと、あと地域の個別課題を今後、地域医

療構想調整会議で協議していくということについてもいいかと思いますが、ある程度一定

の内容について整理されたら、計画の中に織り込んでいくのかどうか、その辺の現状の考

え方を教えていただければありがたいと思います。 

（事務局） 

 まず、保健医療計画の名称を含めて、第７次計画では保健医療計画という位置づけをさ

せていただいて、2023年度まではこのような形で進めていきたいと思います。第８次以降

の計画については、そのときにいろいろと状況もまた変わっているだろうと思われますの

で、そのときにまた改めて検討したいと考えております。 

 あと、地域医療構想調整会議で個別の協議をしていくということでございますが、基本

的には申し上げたように、基準病床数について皆様のお考えをいただきたいと。そのほか、

計画の中間見直しなどで必要が生じた議題につきましては、適宜調整会議の場におろして

検討していきたいと考えております。 

（細田会長） 

 よろしいでしょうか。 

（鈴木委員） 

 ありがとうございます。 

（細田会長） 

 ありがとうございます。ほかにご意見がなければ、このようにさせていただきたいと思

います。次に参ります。 

 

（２）医師確保計画・外来医療計画（案）について【資料９】 

 

（細田会長） 

 次は医師確保計画・外来医療計画（案）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） 

 ありがとうございます。これに関して何かご意見はございますか。よろしいでしょうか。 

 

その他 

 

（細田会長） 
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 それでは、以上で議事は終了しましたけれども、委員の皆様、事務局から何かご意見等

はございますか。 

（事務局） 

 本日、机上にチラシを１枚お配りさせていただいております。３月13日金曜日の夜にな

りますが、「かながわＩＣＴを活用した地域医療介護連携ネットワーク」セミナーという

ことで、神奈川県と横浜市の共催で開催することとしております。昨年８月に神奈川県で

は、医療情報ですとか介護情報を共有するネットワーク構築のガイドラインを策定したと

ころでございます。今後、県内においてネットワーク構築の機運を高めていくためにも、

ガイドラインのご紹介ですとか、今、鶴見区を中心に構築されている「サルビアねっと」

の取り組みについてのご報告に加えて、国からも先進的な取り組みと評価されております

埼玉の利根保健医療圏で構築されている「とねっと」から講師の先生をお招きしてご講演

をいただく予定でございます。今後、県内でもネットワークの構築が進むように、行政と

してもこうしたセミナーを通じて機運を盛り上げてまいりたいと考えておりますので、ご

興味のある方はぜひご参加いただければと思います。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。ほかに何かございますか。 

 それでは、これをもちまして本日の公開議事を終了させていただきます。事務局のほう

からはよろしいですか。傍聴の方はこれでご退席をお願いしたいと思います。 

（傍聴人退室） 

 

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

ご議論いただきまことにありがとうございます。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たいと思います。なお、非公開で行いました資料は回収となりますの

で、机上に置いていっていただきますようお願いいたします。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。 

 


