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開 会 
 

（事務局） 

 ただいまから令和元年度第２回神奈川県保健医療計画推進会議を開催いたします。本日

はお忙しい中お集まりいただき、ありがとうございます。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。よろしくお願いいたします。 

 まず初めに、委員のご紹介です。本日の出席者は、お手元の座席表のとおりですが、相

模医師会連合会の小松委員からは、若干おくれて参加される旨のご連絡をいただいており

ます。また今回、川崎市医師会の岡野委員の代理として、菅様にご出席いただいておりま

す。なお、相模原市健康福祉局保健所長の鈴木委員、神奈川県都市衛生行政協議会の須藤

委員及び神奈川県町村保健衛生連絡協議会箱根町福祉部長の八木委員からは、事前にご欠

席の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が、傍聴の方はいらっ

しゃいませんでした。なお、審議速報及び会議記録については、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。 

 本日の資料につきまして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

中でも事務局にお申しつけください。 

 それでは、以後の議事進行は会長にお願いいたします。 

（宮川会長） 

 宮川でございます。こんばんは。円滑な議事の進行に尽力したいと思いますので、皆様、

ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 まず、今回特に必要なことが一点ございます。議事の内容の公開・非公開をお諮りした

いと思います。先ほど傍聴者がいないということでありますが、一応突然ということもご

ざいますので、確認をしたいと思います。今回は議題（６）ア「医療法第７条第３項の許

可を要しない診療所における協議案件について」というのがございます。ここで、公開す

ると個別の医療機関に対して不利益を及ぼすおそれのある情報を扱うということになって

おりますので非公開とし、その他は公開するということでご了承いただけますでしょうか。

よろしいでしょうか。 

（承認） 

（宮川会長） 

 それでは、そのような取り扱いをさせていただきまして、議事の順番になりましたら、

一応確認ということをさせていただきたいと思います。 

 

報 告 
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（１）地域医療構想調整会議の実施結果について（資料１） 

 

（宮川会長） 

 それでは、早速議事に入りたいと思います。まず、報告についてですが、（１）地域医

療構想調整会議の実施結果について、事務局からのご説明をお願いします。 

（事務局） 

（説明省略） 

（宮川会長） 

 ありがとうございます。追加ですね。どうぞ。 

（事務局） 

 一点、冒頭の説明の補足をさせていただきます。きょうは傍聴者の方はいないのですが、

記者の方が取材に見えていますので、その際には記者の方にはご退席いただくことになり

ますので、よろしくお願いいたします。 

（宮川会長） 

 了解しております。ただいまの事務局の説明について、何かご意見・ご質問等はござい

ますか。よろしいでしょうか。ありがとうございます。では、次に続きます。 

 

（２）第３回医療ツーリズムと地域医療との調和に関する検討会の実施結果について 

（資料２） 

 

（宮川会長） 

 （２）第３回医療ツーリズムと地域医療との調和に関する検討会の実施結果についてで

ございます。事務局からお願いします。 

（事務局） 

（説明省略） 

（宮川会長） 

 ありがとうございます。この医療ツーリズムに関しては、地域的にも非常に問題のある

事例がたくさんありますので、しっかりと検討していきたいと思っているわけですけれど

も、皆さんの中からご意見・ご質問等はございますか。よろしいでしょうか。ありがとう

ございました。では、次に続けさせていただきます。 

 

（３）「医師確保計画」等の策定について（資料３） 

 

（宮川会長） 
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 それでは、医師確保計画・外来医療計画について、事務局からのご説明をお願いいたし

ます。最初から着座のままで結構です。どうぞ。 

（事務局） 

（説明省略） 

（宮川会長） 

 ありがとうございました。この医師の偏在は非常に問題の多いところで、試算のあり方、

項目、それから地域の実情に合わせたか合わせていないのかという数々の問題があるわけ

ですが、先生方から何かご意見・ご質問等はございますか。今後の問題で一番重要な課題

の一つであろうかなと思うわけですけれども、いかがでしょうか。よろしいですか。 

 

議 題 
 

（１）保健医療計画の進捗状況の評価について（資料４） 

 

（宮川会長） 

 では、続きまして次の課題に移らせていただきます。保健医療計画の進捗状況の評価に

ついて、事務局からのご説明をお願いいたします。 

（事務局） 

（説明省略） 

（宮川会長） 

 事務局からの説明がありましたけれども、これに対してご質問・ご意見等はございます

か。どうぞ。 

（吉原委員） 

 協会けんぽの吉原です。資料４－１の３ページの一番上に、目標値の達成がおくれてい

る項目として、特定健康診査、特定保健指導の実施率が挙げられています。これらの実施

率は、脳卒中、心筋梗塞、糖尿病の３つの項目にかかわってくる重要な指標だと認識して

います。特定健康診査、特定保健指導ともに達成率が芳しくありませんが、特に特定保健

指導のほうは他の都道府県との比較においても実施率が見劣っているということで、資料

４－２の18番とかに平成27年度、28年度の数字が掲げられていますけれども、特定保健指

導の数字は連続して47都道府県中で最下位に甘んじているというのが現状です。このよう

に実施率が低い原因の一つとしては、特定保健指導の中心的な担い手である保健師につい

て、平成30年度の人口10万人対就業保健師数が全国平均の41.9人に対して、神奈川は全国

最低の23.5人になっているということが挙げられるのかなと思っています。特定保健指導

の実施率の向上に向けて、就業保健師の数をふやすことが大きな課題だと思っていますけ

れども、平成28年から30年の２年間の増加数を見ると、人口10万人対就業保健師数は、全
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国では1.5人ふえているのに対して、神奈川は横ばいで23.5人ということなので、この辺

について県としては就業保健師数をどのようにふやしていこうとお考えなのかということ

をお聞きしたいと思います。 

（事務局） 

 保健師の育成に関しましては看護師の１つ上の教育になってきます。現在、看護学校の

看護師の養成数はふえてきましたので、その上の保健師の養成についてもこれからふやし

ていけるように考えております。 

（宮川会長） 

 よろしいでしょうか。今の質問で、人的な配置も含めてなのですが、どうぞ。 

（事務局） 

 医療課長です。まさに今、保健医療人材担当課長が申しましたように、その前段の看護

師の養成数は、平成24年から直近の30年までの養成校での単純な養成数の伸び率は、実は

全国で１位です。逆に言うと、もちろん看護師自体も足りないですけれども、ここからど

う保健師になっていただく方をふやしていくかは、まさにこれからの課題でございます。

需要も高まっている中で、どれだけそういう人材を伸ばせるか。きょうは直接の所管課が

おりませんけれども、これからしっかりと伝えて、保健師をふやす努力をしてまいりたい

と考えております。以上です。 

（宮川会長） 

 よろしいでしょうか。目的をどうやって説明して、それに対して当たっていくか、その

重要性をどうやって理解していただくかということも含めて、非常に重要なのかなと思い

ます。ほかに何かご質問・ご意見等はございますか。この中でＣランクは糖尿病の重症化

予防のことも含めてなのですが、その原因というか、そういうところはどのようにお考え

でしょうか。Ａ・Ｂ・Ｃの中で、Ｃが１つですよね。総合評価で一覧の中にもありますし、

先ほどの（２）の総合評価の状況の中でご説明いただいたわけですけれども、個別にお話

ししていただいた中でＣが１つであると。 

（事務局） 

 事務局からお答えいたします。糖尿病の総合評価につきましても、やはり予防の観点か

ら重要な指標である特定健康診査・特定保健指導、この実績が大きく響いていることから

評価が低く出ていますので、先ほどの保健師の確保ということも含めて、予防の施策が推

進できるように取り組んでまいりたいと考えております。 

（宮川会長） 

 県民、それから医師、保健師、看護師に対して、糖尿病の疾病に関する重要性というも

のをもう少し理解していただくというか、そういうことの取り組みも非常に必要なのだろ

うと思います。各地区でも対応がばらばらであるというようなこともあるので、市町村に

任せるだけではなくて、その辺の意思統一や、ある程度の数字を含めてきちんと指導して
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いくことも必要なのかもしれません。各委員からほかにご意見等はございますか。よろし

いですか。 

 それでは、お諮りしますが、この内容を承認してよろしいでしょうか。 

（承認） 

（宮川会長） 

 では、事務局にはこの内容で作業を進めていただきたいと思います。よろしくお願い申

し上げます。それでは、課題の次に移りたいと思います。 

 

（２）国庫補助金等における事業計画の事後的評価について（資料５－１～５－４） 

 

（宮川会長） 

 国庫補助金等における事業計画の事後的評価について、事務局からのご説明をお願いし

ます。 

（事務局） 

（説明省略） 

（宮川会長） 

 ありがとうございました。今のご説明に関しまして、何かご意見はございますか。どう

ぞ。 

（河原委員） 

 質問ではないのですが、こういう形で補助金と医療計画を結びつけてわかりやすく体系

的に、特に最後の図では示されていると思います。こういう試みをやっているところは都

道府県では余り見たことがありません。例えば、埼玉県の例を挙げて恐縮ですが、精神医

療に関して補助金を見たら、全然つけていません。予算措置は県の負担が２分の１補助に

なっていると思うので、国からのこういう補助金があっても、予算措置ができずに事業化

していないというところも都道府県の中には結構ある中で、このように医療計画と具体的

な手段である補助金を結びつけたような形でわかりやすく説明していただいたのは、私は

評価していいものだと思います。 

（宮川会長） 

 ありがとうございました。河原委員より非常に適切にお褒めをいただいたということで、

県としてもきちんと対策をして、十分な評価をまた受けられるようにしていただければと

思います。ほかに何かご質問・ご意見等はございますか。よろしいでしょうか。 

 では、粛々とまた進めていただければと思いますけれども、この内容で承認してよろし

いですか。 

（承認） 

（宮川会長） 
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 では、この内容で作業を進めていただければと思います。よろしくお願い申し上げます。 

 

（３）地域医療介護総合確保基金の都道府県計画について（資料６－１～６－３） 

 

（宮川会長） 

 それでは続きまして、地域医療介護総合確保基金の都道府県計画について、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） 

（宮川会長） 

 ありがとうございました。全く見通しが立たないということで、今年度のことですけれ

ども、どの辺で物事を見定めたらいいのかと。委員から何かご質問・ご意見等はございま

すか。変な言い方ですが、全く見通しは立ちませんか。 

（事務局） 

 正確に申しますと、本来であれば８月末から９月上旬くらいには内示ができるのではな

いかということで担当者からは聞いておりました。実際に９月上旬に内々示ということで、

内示の１個手前の状況まで行ったのですが、つい先だって、国のほうで配分を改めて調整

しないといけないということで、配分の作業をやり直しているので、内々示も取り消して

いただきたいというお話がありました。国のからそういった見通しはいただいていません

が、通常であれば、今後改めて内々示があって、その後内示、この間隔が大体いつもであ

れば１週間程度ということなので、何とか９月下旬、ないしは10月上旬くらいに出してい

ただければという期待はしております。 

（宮川会長） 

 ありがとうございます。各委員もそういう国の事情ということをご理解いただいて、そ

のような結果がある程度、内々示、内示という段階では速やかにいろいろな計画等を含め

て、皆さん方にご示唆できるというような形になるのではないかということでご納得いた

だければということですけれども、この内容で承認してよろしいでしょうか。 

（承認） 

（宮川会長） 

 ありがとうございます。では、この内容で進めていただいて、また新たに出たら教えて

いただきたいと思います。 

 

（４）令和元年度の病床整備に関する事前協議について（資料７） 

 

（宮川会長） 
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 それでは次に、議題（４）でございます。令和元年度の病床整備に関する事前協議につ

いて、事務局からのご説明をいただきたいと思います。 

（事務局） 

（説明省略） 

（宮川会長） 

 ありがとうございます。今の事務局からのご説明に関して、何かご質問・ご意見等はご

ざいますか。よろしいでしょうか。県央だけという形ですね。それで、そこの中で調整を

するということですが、よろしいでしょうか。 

 では、この内容で承認してよろしいですか。 

（承認） 

（宮川会長） 

 わかりました。では、事務局にはこの内容で作業を進めていただきたいと思っておりま

す。 

 

（５）令和２年度 基準病床数の見直し検討について（資料８） 

 

（宮川会長） 

 それでは次に、議題（５）でございます。基準病床数について、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） 

（宮川会長） 

 ありがとうございます。ご説明いただいたように、別紙のところが非常に重要でありま

して、人口動態、それから年齢別も含めてそういうものが変わると。それから、特に病床

利用率がわずか１％でも変わると、それだけの基準病床も含めて影響が出てくるというこ

とをご理解いただいた上で、何かご質問等はございますか。どうぞ。 

（水野委員） 

 毎回のことですが、本来、現場サイドでいうと、非常に矛盾を感じます。要するに、病

床利用率が下がっているということは、それだけ入院する必要のある人がいないのにもか

かわらず、不足病床が出てしまう。すると、行政は公募するかどうかは地域医療構想調整

会議に任されますけれども、特に横浜ですと、地方から進出してきたいという病院が多く

手を上げます。あと人口ですが、元気な老人が増えるだけなのに、かなりの不足病床数が

出るという矛盾があります。ですから、実態としての調査というのをやはりやっていかな

ければいけないと思います。それから、前回もそうですが、国で示されたときの病床利用

率0.76％を、前回は0.81％にして、これは病院のほうもさらにもっと必要があれば病床稼
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働率を上げていくということで、本当に必要な数、あるいは必要な内容について、地元で、

医療関係者、医師会、病院協会とともにしっかりと検討して考えたいと思っています。こ

れはしっかりと調整会議でやらないといけないと思っていますので、よろしくお願いした

いと思います。 

（宮川会長） 

 ご意見をありがとうございます。何か事務局からそれに回答というか。ご指摘という形

ですけれども。 

（事務局） 

 県医療課長でございます。水野先生、ありがとうございます。今、水野委員がおっしゃ

ったとおり、これは地域で、特に見直しを行う横浜、川崎、横須賀・三浦、ここで議論さ

せていただくというのが一番です。ちなみに、横浜は1000床ふえるという試算結果ですけ

れども、ざっくり申しますと、人口増加で500床ふえる計算です。病床利用率が今回はた

またま下がってしまったので、それで500床ふえるという、ざっくり言うとそういう計算

になっていまして、そこもまさに今、水野委員がおっしゃったように、病床利用率はちょ

っと水物のところもありますので、そこをどう捉えるか。実は横浜は年々病床利用率が上

がってきたのですけれども、なぜかわかりませんが、ここはちょっと下がってしまったこ

とも少し影響しています。その辺も含めて、特に横浜はもともと分母が大きいですから、

ぶれの影響が非常に大きいわけです。ですので、ここも慎重に踏まえて、また当然将来に

わたっての計画も含めながら、地域で議論させていただきたいと思います。以上でござい

ます。 

（宮川会長） 

 ありがとうございます。見かけの問題とか、それから本質がどこにあるのかということ

で、各地域でしっかりと議論しながら、ご報告をまた上げていきたいと思っております。

ほかには何か。菅委員からどうぞ。 

（菅代理） 

 川崎の菅です。今、水野先生がおっしゃったとおり、かなり各病院とも努力しています。

恐らく平均在院日数も大分短くなって、それで横浜なんかの病床利用率がかえって下がっ

たというのがあります。人口がふえたらその人たちが全員病院に入院すべきかというとそ

んなこともなくて、多分今は予防だとか、時々入院のほぼ在宅ということに従って、病院

以外の医療機関もかなり努力されていますし、実際の病床利用率と人口増加だけでなかな

かこの数値は決められないので、やはり地域の実情をもっとよく踏まえた上で、調整会議

などで今後この数字でいいのかどうなのかというのを検討していったほうがいいと思いま

す。 

（宮川会長） 

 ありがとうございます。では、引き続き。マイクが行きます。 
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（窪倉委員） 

 菅委員のご指摘ももっともで、今は医療から介護へ、病院から在宅への流れが急速に強

まっているので、病院のベッドも順調にふえるということにはならない可能性があるわけ

です。私の質問は、基準病床数算定のポイントというところに関してですけれども、算定

式を神奈川だけがいじくるということはなかなかできない仕組みになっていると思います。

ただ、病床利用率の採用については、一律に国が指定したものでないものを利用してもい

いという一定の裁量があるように理解しております。その中で、１年間を通した病床利用

率というものが、病床機能報告制度の中から引用されて、算定されているわけですよね。

その際に病院の中でよく言われていることは、病院の病床利用率というのは季節によって

大きく変動するわけです。季節病もあるわけですし、そういったことから最大の病床利用

率を採用すべきではないのかと。そこが病院機能としての最大キャパであるわけだから、

そこを利用して何ら問題、矛盾はないはずだと思いますけれども、一回公に制度が変わっ

たときに、どの利用率を採用できるか、国に問い合わせもするというやりとりをして、そ

の件についても一回意見が出たはずだと思います。瞬間最大の利用率を採用するというこ

とについては、国との交渉は一回したのでしょうか。それはできないものかどうか。 

（水野委員） 

 先生、それはオーケーです。それで0.81とやっているのです。 

（窪倉委員） 

 あれは最大だったのですか。年間の最大利用率が0.81だったのですか。 

（事務局） 

 医療課の市川です。私から状況を説明させていただきます。国に確認したかしないかと

いう点に関しては、確認しております。確かに病床利用率自体については、基本的にはオ

フィシャルな数値であれば使用できますが、例えば今話題となった月次データを使うか使

わないのかという点に関してはそもそも、県でオフィシャルに使える数値は医療機関から

提供いただいておりません。改めて調査するのであれば、また医療機関にとって負担にも

なります。 

 もう一点、年間のものを使うのか、それとも最大のものを使うのかという点についてで

すが、やはりこうした指標として整理すべきものなので、恣意的な要素は排除されるべき

と考えます。そうした意味で平均を使うということで年間のものを使わせてもらっていま

す。今の計算の仕方から考えて、不要に病床を増すべきではないということからすれば、

病床利用率を調整したいということもありますが、そもそも実際に必要な病床を算定しよ

うとしているところ、済みません、ここは説明がうまくいっていませんね。 

（窪倉委員） 

 わかりました。要するにオーソライズされた月次統計が把握できないから、年間の病床

稼働率を採用せざるを得ないんだというのが県の意見かなと推察しました。大体病院経営
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をやっているところであれば、月次の稼働率なんかは毎月出していますよ。だから、それ

はやろうと思えばできるのであって、病院協会からやれと言われればやりますよ。ですか

ら、そういった統計をちゃんとしっかり出した上で、病院のキャパシティーの最大を使う

というのが、やはり無駄な資源投入をしないということにもつながるわけで、私は合理性

があると思います。いかがでしょうか。 

（小松委員） 

 県医師会の小松です。窪倉先生がおっしゃった、病床機能報告の年間平均病床利用率を

用いなくても、病院台帳の月次病床利用率をとっていいというのは、これは既に国から示

されたと思います。ただ、病院台帳は、県ではなく国に行くので、データが拾いにくいと

いう話です。我々からすると、病床利用率が下がって、あいているのにベッドをふやさな

ければいけないなんて、そんなばかな話はないし、実際に何の意味も、お金と人の無駄遣

いでしかないわけですから、これは県としても我々としてもふやさないためにできる工夫

だとか努力はすべきだと思います。調査に関しては、病院は毎月、病院台帳報告をしてい

ますから、それを同じように県に報告するという形もできます。 

 あとは菅先生がおっしゃったように、なぜ病床利用率が下がっているかというと、神奈

川県はますます在院日数が下がっているのではないかとか、あとは療養病床でいえば受療

率が下がっています。なぜかというと、施設がふえているからです。それから、一般病床

は在院日数が短くなって退院率は上がっています。そういうことで、結局分子の部分の変

化というのを人口だけにするよりは、ほかのバロメーターがあると思います。ちゃんと診

て帰しているわけですから、適正な医療を提供している結果として、病床利用率は下がっ

たということで、これは今のベッドで十分だということだと思います。 

 県内の３カ所で、今年で２回目になると思いますが、利用率と人口だけで計算をやると、

やはり今みたいに、ただ単に人口がふえた、利用率が変化したということだけで毎年数が

100単位で変わってしまいますし、横須賀・三浦だと自衛隊の病院で一般の患者をどれだ

け診たかで50ぐらい変わるわけですから、来年度、令和３年度に全県でやる前に、やはり

この３地区でもう少し掘り下げた調査をして取り組んでいくべきではないかと思います。 

（水野委員） 

 最初に抽象的なことを言ってしまいましたが、今いろいろと話ができたので。実際的に

は根拠のある数字であれば、１年間のうちの最大瞬間風速を使っていいというのは、我々

は医師会員ですから、日本医師会から厚生省に問い合わせてもらって、ちゃんと返事をも

らっています。これは行政もわかっていると思うので、そういった意味で最大瞬間風速で

いいというのが一つです。 

 それからもう一つ、やはり病床稼働率が下がっていくということは、それだけいい機材

といい人材といい治療をしているから下がっていくということが言えるので、それだけの

急性期病院というか、力のある病院が横浜の中に多くあるということ。ですから、急性
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期・超急性期はうんと減ってきてしまって、いろいろな意味で急性期だけれども本当は慢

性期病床の患者が利用していて、実態調査がそれに伴っていないということもあるわけで

す。そこもちゃんと調べなければいけないのと、もっと根本的に考えると、地域医療構想

調整会議を支えているのは、地域包括ケアシステムです。ベッド数を算定する中でも、老

健・特養、あるいは在宅に関する人員も全部引いて、それでベッド数は幾つというのが出

てくるのですが、実は在宅で、特に横浜ですと、非常に高度で専門的な在宅医療機関、そ

れから普通の医院がやるような一般往診もあり、我々が考えていかなければいけないのは、

在宅医療も高度と一般的なのと軽度と、程度を分けて考えてやっていったほうがいいです。

非常にそこでの病床の吸収が多くなります。そうすると、国が示されている在宅での吸収

率、あるいは老健・特養での吸収率を、老健・特養もかなりあいてきてしまっているのに、

どんどん特養をつくっていってしまうという変な状況になっています。国が示している全

国一律のパーセント、数字ではなく、きめ細かく見ていかないと、現状を見誤っていくと

いうことが十分に考えられます。そういうことも２ページにある病床利用率と人口の変化

に伴う影響だけではなく、在宅なり施設なり、あるいは医療技術の向上によるベッド利用

率の低下ということもしっかりと考慮に入れてやらなければいけないのではないかと思い

ますが、どうでしょうか。 

（事務局） 

 水野委員、小松委員、窪倉委員、ありがとうございます。まず、前段の小松先生、窪倉

先生の病床利用率の話は、途中で副課長からお答えしたとおりですが、おさらいしますと、

水野先生がおっしゃったとおり、実際にあるデータは使っていいと。３年前、ちょうど計

画策定のときの議論では、目標の、高めたい病床利用率がもしあったらそれを使ってもい

いかと。それはだめですが、今ある実在の数字は使っていいというのがあります。そこで

何を使うか。確かに月次の数字は、今は病床機能報告、それから窪倉先生がおっしゃった

病院報告、あれは県をスルーして国に行っていて、統計データを不要に途中で保管してい

てはいけないという変なルールがありますので、県にはありません。これは副課長も申し

上げたのですが、別途、方法論としてどうするかという議論はあると思います。 

 また、水野先生がおっしゃったように、地域でよく検討する問題です。神奈川県が難し

いのは、ほかの地域では医療資源がどんどんいらなくなってきています。ですから、国の

やり方というか計算式は、基本はなくす方向、減らす方向にいる中で、神奈川県というの

は人口がふえていきます。それほどいらないという意見はわかりますが、どこで調和をと

るのかというのが非常に難しいです。それから、平均在院日数は下がっています。基準病

床の計算式は５年に１回出ますが、平均在院日数ももちろん計算に入っていて、６次から

７次のときは当然平均在院日数が下がっています。ですから、下がる前提でやっています

ので、今度はそこをどう見るか。それから、水野先生がおっしゃったように、入院患者自

体が多分減っていて、同じ患者で見たら、今まで入院していた人が入院しなくなるという
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ことがありますよね。そこをどのように見ていくか、在宅の需要を見ていくか。これをま

さに地域で議論させていただいて、資料でも申しましたけれども、2020年、来年度はどの

地域も一斉に見直しをするわけですから、この議論をそこの種石にさせていただきたいと

思っています。ですから、また繰り返しになりますが、特に横浜、川崎、横須賀・三浦で

地域の議論をしっかりやらせていただきたいと思っております。以上でございます。 

（宮川会長） 

 ありがとうございます。医療の核心に迫る問題ということも含めて、いろいろな議論を

しながら、この内容については吟味していただきたいと思います。この内容で議論を進め

させていただいてよろしいですか。どうぞ。 

（修理委員） 

 地域での議論とおっしゃいましたが、今の算定方式が正しいかどうかについてはいろい

ろなご意見があって、それは私も賛同します。ただ、県のほうで今度、月次で最高をとる

とかとらないとか、いろいろな議論があると思いますが、ある程度、一応根拠のあるよう

な出し方で数字を示したら、その数字に対して、算定の方法についての議論というならわ

かりますけれども、出された数字に対して恣意的に、これはこうだから下げるとか上げる

というのは、なかなか厳しいと思うので、出し方自体をきちんと議論して、客観的に説明

のつくような形で出させていただいて、そのことについて議論するという方向にしていた

だきたいです。例えば数字が出てしまったと。やったけれども1000床と出てしまったと。

その数字について、地域医療構想調整会議の中でこれを認めるか認めないか議論しろと言

われても、上げようも下げようもないですよね。恣意的に500床下げるかとか1000床下げ

るという話になってしまうので、そういうことだけはやめてほしいです。よろしくお願い

します。 

（宮川会長） 

 もっともなことで、数字ありきではないので、内容を吟味してからその数字に妥当性が

あるという形の中で議論を進めていくというのは当然のことだろうと思います。後先が逆

になってはいけません。ただ、それはここで各委員からいろいろなご意見等を承ったので、

そのことを含めながら議論を進めていっていただければと思います。よろしくお願い申し

上げます。ありがとうございました。 

（承認） 

 

（６）医療法第７条第３項の許可を要しない診療所について 

 ア 医療法第７条第３項の許可を要しない診療所における協議案件について（資料９） 

＜非公開＞ 

 

 イ「医療法第７条第３項の許可を要しない診療所における取扱要領」の改正について 
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（資料10） 

 

（宮川会長） 

 では、次に移りたいと思います。「医療法第７条第３項の許可を要しない診療所におけ

る取扱要領」の改正について、事務局からご説明をいただければと思います。改正事項と

いうことで、お願いいたします。 

（事務局） 

（説明省略） 

（宮川会長） 

 ありがとうございます。何か今の案件につきまして、ご質問・ご意見等はございますか。

よろしいですか。では、この内容で承認してよろしいですか。 

（承認） 

（宮川会長） 

 ありがとうございます。では、事務局はこの内容で作業を進めていただければと思いま

す。 

 

 ウ 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11） 

 

（宮川会長） 

 それでは次に議題（６）の医療法第７条第３項の許可を要しない診療所の取扱いについ

てということで、資料11のご説明をお願いいたします。 

（事務局） 

（説明省略） 

（宮川会長） 

 事務局、ありがとうございました。今の事務局からのご説明に関しまして、ご意見・ご

質問等はございますか。よろしいですか。問題点ははっきりわかっているので、それに対

して適切な対応をするとか、文言を押さえ込むというか、漏れがないようにしていくとい

うことが非常に必要ですから、ほぼこの形では出ているわけですけれども、何かここにつ

け加えるようなことはございますか。よろしいですか。どうぞ。 

（小松委員） 

県医師会の小松です。地域包括ケアの要件に関しては、国の条件が非常に緩いというか曖

昧ということで、県でさらに要件を追加しようという、点線部がそれだと思います。やは

り条件が厳しいものでも数字的に複数回というのが、例えば過去10年で２回やれば複数回

とか、いろいろな考え方の人がいると思うので、もうちょっと具体的な要件をつけるか、

もしくは幾ら要件を使って数字上はクリアしていても、地元というか、結局周りと全然連
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携していないよということがあり得ると考えれば、逆に要件はこのままで、その分調整会

議の中でしっかり議論する。要件があったほうがいいのか、要件なしで地元でしっかり協

議してから調整会議で結論を出したほうがいいのか、両方の考え方があると思います。要

件をもうちょっと具体的にして厳しくするか、逆に要件は今のままで、その分調整会議に

しっかり議論させるかという、そのあたりの話をしていくという理解でよろしいですか。 

（事務局） 

 今回お示しさせていただいた追加する要件の例については、あくまでもたたき台という

ことで考えております。こうしたたたき台をお示しさせていただいたのは、やはり今回、

こうした個別の案件が出てきたのは、国が示した要件が、アでいえば在支診を届け出して

いるだけで、そのほかについては、有床診療所の入院基本料１の施設基準を満たしていれ

ばほぼそのままというような内容でございまして、それが実態に即しているのかどうなの

かということは、国の仕組みとしては、地域の調整会議で議論を深められたいと。そうし

た位置づけになっていますけれども、それが届け出の要件としてもう少しわかりやすく整

理されていれば、そもそもエントリーする段階でそれぞれの法人が判断できる部分もある

のではないかと考えるところもございますので、そこのバランスをどのようにとっていっ

たらよいのかということを、今後議論を深めていければと考えております。引き続きこれ

を素案や正案にしていく過程の中で、貴重なご意見を賜れればと考えておりますので、何

とぞよろしくお願いいたします。 

（水野委員） 

 こういうのを使って申し出てくるのは、法のすき間を抜いてやってくる、非常に悪賢い

ところが多いです。規定がないとやはり行政は弱いです。大きい声で文句を言われたら言

い返せないという弱みがあると思うので、ある程度しっかりとした基準をつくらなければ

いけないと僕は思いますし、特に（ア）の括弧の中で、地域包括支援センター開催の会議

とか地域ケア会議、これは各地元の自治体がやるやつですよね。そういうところと、医師

会とか、他の公的な会議に必ず出ているとか、むしろ括弧をとって、ちゃんと出ていなけ

れば全然地域とつながっていないじゃないのと言えると思います。そういった会議等にど

のぐらい出ているのか、最低地域ケア会議は年に１回、横浜では何百人と集まってやりま

すけれども、そういうところに出ていなければ、地域包括の連携というのは全く考えてい

ないと言えるので、逆にはっきり出して、しっかりと出るんだという基準をつくらなけれ

ば、ごまかして縫ってやっていこうという図々しいのは抑え切れないと思います。ぜひき

ちんとやったほうがいいと思います。 

（小松委員） 

 そうすると、資料11のトップにあると思いますが、分娩を取り扱う診療所というのは、

自分のところでやっていれば手挙げできますよね。一方、地域包括ケアシステムの構築の

ために必要な診療所ということは、自分が手を挙げても必要とされるかどうかわからない
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わけです。手を挙げてくる人たちはみんな、自分たちで必要だと思ってアピールされると

思いますが、やはりそこには実績だとか周りとの連携が必要だと思います。 

（水野委員） 

 あともう一つ参考までに、横浜の中にあるかどうかわかりませんけれども、（１）と

（２）、地域包括ケアシステムの構築のために必要な診療所と、分娩を取り扱う診療所、

実はいろいろなところからの情報で、分娩を取り扱うところも分娩の多いところにばんと

つくって、数年でさっとやめていなくなってしまうところもあるようです。ですから、こ

れはその地域の実情に合わせて、最低限何年間は持続して、その地域のための分娩に携わ

るというような規定を。地域包括に必要な診療所と分娩を取り扱う診療所は全く意味が違

うので、扱いもやはりしっかりしておかないと、とんでもないのが出てくる可能性がある

と思いますから、よろしくお願いしたいと思います。 

（宮川会長） 

 ほかに何かご意見等はございますか。地域医療の中でどのように活躍できる施設である

かということをしっかり吟味していかないと意味のないことなので、やはりその辺の文言

というのはしっかりと条件をつけていくということですが、今後のスケジュールもありま

すよね。そうすると、ただご意見をご意見をと言ってもしようがないので、スケジュール

どおりやっていくという中でしっかりと意見をいただいて、これをつくり上げると理解し

てよろしいですね。そのような形で、委員の方はこのスケジュールを見ながら、ここに意

見を盛り込んで、しっかりとしたものをつくらないと、逆に医療が地域から崩壊してしま

うというか。先ほどご意見があったときに僕も言おうかと思ったのですが、悪質な者はど

のようにでもすき間を縫って出てきます。それは意図的ですので、地域の良質な医療体制

を崩して、我が物顔でいくということが起こってしまっては県民のためにならないという

ことで、その辺をうまく先生方に文言を考えていただいて、適切な方向性を見出していた

だくようにご指導していただければありがたいと思っております。この内容につきまして、

このような形で承認してよろしいですか。 

（承認） 

（宮川会長） 

 では事務局、このような内容で進めていただければと思います。 

 

（７）その他 

 

（宮川会長） 

 それでは、全般的なことでございます。どうぞ。 

（窪倉委員） 

 報告事項（３）の医師確保計画等の策定について説明された資料３－３で質問をさせて
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いただきたいのですが、説明された中身を聞きそびれたのであれば申しわけありませんけ

れども、丸の２つ目に神奈川県の二次医療圏ごとの目標医師数が書かれております。そこ

では、実際に大事なところはみんな括弧になって、現在の数と同じ数になっていますよね。

これは国からの情報がないからそのようになっているのかなと推測するのですが、いつ何

を根拠にこれが定まっていくのかということと、一方でつい最近、新専門医制度における

来年度のシーリング問題で、神奈川県はシーリングが外されたわけですよね。その背景、

根拠というのは、2024年の医師確保目標を達成するために必要な毎年の医師養成数が相当

数あって、例えば内科の場合は300数十名を養成しなければならないところ、現在は180数

名の養成数で我慢しろと神奈川は言われている現状がありますよね。そうすると、私は今、

内科しか頭にありませんが、相当数不足している可能性があるわけです。この算定式では

全然神奈川県の目標医師数が伸びないでしょう。ですから、そこのところがどうなってい

るのか、現状でわかることでいいので、教えてください。 

（事務局） 

 医療課の市川です。私のほうから説明させていただきます。目標医師数については、今

ここで示しているのは、暫定値として示されている数値をそのまま使わせていただいてい

ます。これは現在の偏在指標をあらわしたもので、今、目標医師数として2024年というお

話が出ましたけれども、そこの偏在指標は、まだ細かい数字が示されていません。ですか

ら、その目標医師数を設定すべき数字が今はないので、暫定値としてそのまま仮置きして

いるだけです。国の考え方としては、医師偏在指標として示された数値が全国で３分の１

よりも下位にあった場合、中位の指標として示されている数値です。上の表でいきますと

左のＡのところですが、今の神奈川県は偏在指標は232.5になっています。全国の指標で

いきますと、下位３分の１の基準値が214.2になっていて、それを超えてしまっているの

で、今は目標医師数を設定できるランクにいないという状況になります。ただ、今、窪倉

委員がおっしゃいましたけれども、将来的に何人になるのかというのはまた別途示される

はずですので、その数値と比較した数値に差があれば、そこの部分の差分については目標

になるのではなかろうかと思っています。そのあたりはまだ国から細かいところが示され

ていないので、今わかっているのはそこまでです。 

（宮川会長） 

 よろしいでしょうか。もちろんこの医師数の出し方も含めて、めちゃくちゃといえばめ

ちゃくちゃなところもあり、地域の実情を反映して、それでゴーだということには全くな

らないので、不満だらけのところがあって、数値がひとり歩きされるのは非常に腹立たし

いことなので、その辺のところはしっかり見ていかなければいけないのかなと思います。 

 全般に関して、ほかに何かご意見等は。どうぞ。 

（木村委員） 

 健保連の木村でございます。きょうの議題にはありませんでしたが、前回の会議のとき
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に、公的医療機関等について、本来の機能を発揮しているかどうかを厚労省が機能評価を

して、それをフィードバックして、秋以降、都道府県で議論するとか、たしかそんな報告

がありました。年央ぐらいには厚労省のフィードバックが出るというお話がありましたが、

現在どんな状況か、最新の状況がわかれば教えてください。 

（事務局） 

 お答えいたします。結論から申し上げますと、まだ何も示されていない状況です。９月

上旬に国で設置している地域医療構想のワーキンググループが行われ、おおむね一定程度、

議論も収束に向かいつつあるようなことになっているようですが、現時点ではまだ何も示

されていない状況です。もしかしたら間もなく何らかの形で出てくるのではないかと我々

のほうもにらんでいますので、国の動向を注意して見ているということです。 

（木村委員） 

 たしか年央というのはいつかと質問して、９月ぐらいと聞いたような記憶がありました

もので。よろしくお願いいたします。 

（宮川会長） 

 ありがとうございます。ほかに何かご質問・ご意見等はございますか。よろしいですか。

大変時間を超過してしまいまして、申しわけございません。本日の議事は終了させていた

だきます。進行を事務局にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

閉 会 
 

（事務局） 

 事務局の医療課長の足立原でございます。宮川会長、本当にありがとうございました。

委員の皆様方、本当に闊達なご意見をありがとうございました。議題を見てわかるのです

が、こんなにたくさんの議事があると。それだけやはり地域に課されている課題は多く、

この会と地域医療構想調整会議で話し合うことが年々ふえています。その中でどのように

やっていくか。そして、本来では病床の機能分化ですとか、まさに医療と介護の連携です

とか、そこを一番話し合っていきたいのですが、それ以外の議題がふえてきてしまって、

どうしたものかなと個人的にはそういう思いもございます。ですから、できるだけこうい

う闊達な意見をいただきながら、また今度は地域の議論が10月から始まりますので、そこ

でのご協力もぜひよろしくお願いしたいと思います。私からは以上でございます。 

（事務局） 

 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、事務局としまして取り上げた内容を着

実に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。まことにありがとうございました。 
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