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はじめに 

地域医療対策委員会は平成１８年度より、日本医師会の常設の会内委員会

として設置され、今期が２期目の委員会である。前期は唐澤祥人会長より諮

問「地域医療提供体制の今後と医師会の役割」を受け、平成１９年３月喫緊

の課題である医師確保の問題について検討を重ね、中間報告として「医師確

保に関する喫緊の対応」を提出した。その後この中間報告を踏まえた上で、

国民・患者の利益を 優先とし、国民・患者側の視点に立つことを基本とし

て、平成１８年・１９年度地域医療対策委員会として「地域医療確保のため

の今後の課題」と題して報告書を提出している。 

２期目の本委員会は、平成２０年７月２５日開催の第１回委員会において、

唐澤祥人会長より「地域社会のニーズと医療提供体制の在り方」・医師確保対

策・次期医療法改正についての諮問を受け、２年間にわたり検討を重ね、審

議結果をまとめたところである。 

本委員会では、医師確保対策については、医師の養成数について、中長期

的な視点に立った医師養成の検討、適宜の見直し、適切な医学教育環境の確

保、少子化の進展の下での定員増における医学生、医師の質の確保、高齢社

会の進展による有病率の上昇、複数の疾患を抱える患者の増加が見込まれる

中での医師養成のあり方、チーム医療における医師とコメディカル等との役

割分担、連携など広範囲にわたり検討を重ねた。医師の偏在解消に向けては、

医師の適正配置を中心に検討を行った。次期医療法改正については、その主

要テーマであった「機能に応じた役割分担と連携」が重要な位置を占めると

思われ、医療圏のあり方、地域医療対策協議会のあり方、地域の医療提供体

制の今後についてそれぞれ検討を重ねた。２年間にわたり上原副委員長をは

じめ１６名の委員の方々には貴重なご意見を賜ったことに心から感謝申し上

げる次第である。 

この報告書が日本医師会の医療施策に貢献し得るものになれば幸いである。 
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Ⅰ．医師確保対策 

１．医師の養成について 

日本医師会は、「グランドデザイン２００９」において、医師数は、中長期

的に現状の１．１倍から１．２倍にすることが妥当であるとし、同時に、医

学部教育及び臨床研修制度までの一貫とした改革、環境変化を踏まえて医師

養成数の継続的な見直しが必要であるとしている。 

また、今期中には、２回にわたり医学部の定員増が実施され、さらに、「Ｏ

ＥＣＤ平均の人口当たり医師数を目指し、医師養成数を１．５倍にする」と

したマニフェスト1を掲げた民主党への政権交代が起きたところである。 

しかし、医師養成数のあり方は、医師や医療の質を前提とするべきであり、

そのためには、次のような点に留意しなければならない。 

① 中長期的な視点に立った医師養成の検討、適宜の見直し 

② 適切な医学教育環境の確保 

・教員の確保、大学病院（特定機能病院）の財源の充実 

・国際的に見ても低い高等教育への公的負担2の是正、高等教育のうち

医学部教育への公的負担の検証 

③ 少子化の進展下での定員増における医学生、医師の質の確保 

④ 高齢社会の進展による有病率の上昇、複数の疾患を抱える患者の増加が

見込まれる中での医師養成のあり方 

⑤ 少子化や長寿化の進展等、医師需給推計の基礎となる将来の人口推計に

関して、国の推計に依存することの是非 

⑥ チーム医療における医師とコメディカル等との役割分担、連携 

 
                                            
1 民主党マニフェスト政策各論 
2 日本の高等教育費への公的財政支出の対ＧＤＰ比（0.6％）はＯＥＣＤ各国（平均 1.3％）

で 低である（2005 年）。また、日本の学生一人当たりの公財政支出高等教育費（4,689
米ドル）は、ＯＥＣＤ各国（平均 8,110 米ドル）の６割弱である（2005 年）（文部科学省

「教育指標の国際比較 平成２１年版」より）。 
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（１）医師数の現状 

①  まず、医師の現在数・供給数について、我が国の病院・診療所医師数

のうち、一つの集団を形成している 80 歳代前半の医師は約 8,000 人にの

ぼり（2008 年現在）、今後数年間で多くの医師が引退することを踏まえる

必要がある。 

 

 

 

また、全ての医師を性別や年齢に関係なく、それぞれ「１人」とカウ

ントしても正確な数値は出ず、適切ではない。70 歳以上の医師約 3.1 万

人及び臨床研修医約 1.5 万人を除くと、日本の病院・診療所医師数は 22.5

万人程度である。さらに、出産・育児や介護による休業、短時間正規労

働者制度の普及がなされる中で、個々の医師のカウント方法についても

検討する必要がある。 

 

従事先の場所別にみた医師数（2008年）
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②  2010 年度の医学部定員は、2007 年までの 7625 人から総計 8846 人とな

る。その場合、1992 年以降の毎年の医師増加数がおよそ 3500～3800 人程

度であることを踏まえれば、6 年間の医学部教育を経て、2006 年度（総

数で 277,927 人）比で医師数が 1.2 倍（333,512 人）になるのは、おおよ

そ 2019 年度前後である。さらに、2025 年度前後には、人口千人当り医師

数が 3.0 人となり、OECD 加盟諸国平均に達する。 

 

③  ただし、医師数の国際比較に当っては、各国により統計方法が異なっ

ていること、さらには各国の医療制度、医師需給状況、また欧米諸国に

おいては、歴史的背景、言語・地理的な問題の少なさなどから、医師の

移動が多く、必ずしも自国で育てた医師が統計に反映されているわけで

はないこと、旧宗主国としてアジア・アフリカ・南米の旧植民地との関

係があることを考慮する必要がある。 

また、人口当たり医師数の多い国の医療の現状、医師の就業状況や勤

務環境が、日本に比べてどこまで優れているかについても考慮が必要で

ある。 

 

（２）医師の養成数増のあり方 

①  医療技術の進歩・高度化と一般化・普遍化、医師養成に要する期間（医

学部教育、臨床研修等）を踏まえ、医師養成数の変更には、中長期的な

視点が不可欠である。その視点には、医学部定員の増員だけではなく、

将来の医師の需給を勘案した計画的あるいは逐次的な見直しが必要であ

る。さらに、次の点にも留意しなければならない。 
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②  医学部定員の増員に当り、各大学は長期間の投資を見込んでハードウ

ェアの整備、すなわち校舎新増築、教育機材等の導入や教員の確保、大

学病院の整備等を行うものである。いったん増員した医学部定員を削減

することはそうしたハードウェアを廃棄することになり、定員削減の障

壁となる。 

このことについて、過剰供給が問題視されている歯科医師を例にみる

と、10％程度の新規参入の抑制を提言する報告書が取りまとめられた

1998 年以降、歯学部定員の削減数は、57 人（2008 年度の定員：2657 人）

にとどまっている。これらのことからも、医学部定員の削減は困難であ

ると推察される。 

 

③  医学部定員増には、少子化の進展、すなわち医学部を受験する 18 歳人

口の推移にも配慮する必要がある。我が国では、出生数 269 万 6638 人の

1949 年をピークとする、戦後の「ベビーブーム世代」が医学部を受験し

た時期の定員数は、3,500～4,000 人程度であった。 

これに対し、2007 年の 18 歳人口は 128 万 5 千人3であり、仮に医学部

定員数を現在の 1.5 倍の約 12,000 人とすると、医学部定員は 18 歳人口

の約１％になる。 

直近の医学部定員の増員数では影響は少ないとみられるものの、2007

年の出生児数は 110.1 万人、2017 年では 83.6 万人、2027 年では 77.3 万

人4と推計されている。270 万人のうち約 4,000 人が医学部に入学してい

た時代と異なり、少子化の現代では、単に教育内容だけではなく、医学

生の質の問題も考慮しなくてはならない。そのためには、医学部定員増

に当り、地域での医師不足を招来することなく、教員の増員、教員の質

の維持及び待遇面の充実も伴わなくてはならない。 

                                            
3 総務省統計局「人口推計年報」による 10 月 1 日現在人口 
4 総務省「日本の統計 2009」 
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④  特に医学部の新設の場合は、教員の確保や大学病院の設置等、適切な

医学教育環境の確保が求められるが、それには多大な費用を要するとと

もに、将来の医師需給の変化への対応がさらに困難となる。 

また、新たな医師不足要因になってはいけない。医学部新設には、医

師である教員を相当数確保しなければならないが、仮に既存の病院を活

用するにしても、教職員等の充足のため、他の大学病院等から医師確保

をすれば、教員医師を提供した大学病院等の地域全体での医師等の不足

を招来しかねない5。 

さらに、医師の養成には、単に臨床医の確保という視点だけではなく、

高度な学問教育が担保されるべきである。 

したがって、医師の養成数を増やすための方策として、新たな医科大

学の設置及び医学部の新設については当委員会として必要を認めない結

論である。 

 

（３）臨床研修（初期、後期）について 

①  2004 年度の新医師臨床研修の導入は、現在の医師不足や、指導医を含

む勤務医の過酷な勤務環境等を顕在化させたが、その見直しに当っては、

同臨床研修制度導入の成否を検証の上、臨床研修制度だけではなく、在

学時から卒後に至る一貫した医学教育全体の観点から、検討するべきで

ある。 

日本医師会グランドデザイン 2009 では、医学部教育 6 年と初期研修 1

年の 7年間の一貫した教育、5･6 年生は臨床実習、専門科は初期研修前に

決定、地域医療研修ネットワークによる臨床研修医の研修先病院の決定

等の提言を行ったところである。 

                                            
5 例えば教員についてみると、厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」によれば、医

育機関附属の病院において、「臨床系の教官又は教員」である医師の総数は、それ以外の医

師数とほぼ同数である（2008 年調査では、24,252 人、22,311 人）。さらに看護職員等のコ

メディカルや事務職員も確保しなければならない。 
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②  医学部教育においてもコアカリキュラムが策定され、６年間で到達目

標にしなければならない事柄が詳細に定められている。臨床研修の一部

を学部実習に移した方が、研修期間の短縮、より充実した臨床研修も可

能となる。また、医学生のモチベーションの高まりに寄与することも期

待される。臨床研修の学部実習への一部移行のためには、日本医師会グ

ランドデザイン 2009 や全国医学部長病院長会議の提言にあるように、

CBT(Computer Based Testing)、OSCE(Objective Structured Clinical 

Examination)に合格した者に「仮免許」を与え、国民の納得を得てある

程度の診療行為を可能とすることが必要である。 

 

今後の研修医の募集定員の設定にあたり、他県にも多くの医師を派遣

している大学を持つ都道府県への配慮が必要である。 

他方、研修医の多い中核的な病院は、教育システム、充実した研修内

容等をアピールしている。研修医の立場になって、大学病院に行かない

理由を掘り起こす必要もあることが指摘される。 

 

③ 臨床研修病院群の編成を適切に行い、個々の病院単位ではなく、病院群

として研修医（初期、後期）の定員を設け、充足していない病院にはネ

ットワーク内の病院からローテーションで研修させるようなコンソーシ

アムは優れた仕組みであり、その構築が望まれる。 
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（４）メディカルスクール 

医師不足問題に伴い、医療界の中からも、我が国へのメディカルスクー

ルの導入を求める意見が出されている。 

本委員会としては、メディカルスクールには反対するものであり、プロ

フェッショナル・オートノミーや医師の質の担保、つまり、高度な学問教

育による医学部教育・医師国家試験・臨床研修の一貫した医師養成の観点

から、あくまでも現行の医学部教育による医師養成を 優先すべきである

との意見である。 

 

（５）医師養成に対する公的支出 

国立大学には独立行政法人化以降、運営費交付金で１％、附属病院で２％

のマイナスシーリングがかけられてきた。私学も同様である。 

日本は、医学教育に対する公的支出を引き上げるべきである。医学教育

を含む高等教育費への公的財政支出の対 GDP 比（0.6％）は OECD 加盟諸国

（平均 1.3％）で 低である（2005 年）。学生一人当たりの公財政支出高等

教育費（4,689 米ドル）も、国際的に見て低い。 

なお本来は、対 GDP 比ではなく、高等教育の内、医学教育に対して投じ

られている公費を積み上げ、国際比較を行うことが必要である。 

 

（６）医師確保に対する財源確保 

厳しい医業経営環境の下、救急医療やへき地医療などに取り組んでいる

民間病院は数多い。「救急医療等確保事業」の実施が要件である社会医療法

人は、2009 年 12 月 1 日現在で 73 法人が認定されている。また、民間病院

は、救急医療機関の 87.5％（2,656 施設）であり、さらに、救急搬送患者

の受け入れは 54.4％（2,296,183 施設）を占めている（救急医療機関以外

の病院を含む）。このように地域医療に貢献している民間病院に対しても、

充実した財政支援が必要である。 
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さらに、診療所の医師についても、「医師確保のための実態調査」によれ

ば、都道府県単位で 38.2％、２次医療圏単位で 38.5％が不足していると都

道府県医師会長が回答している。診療所開業医は、かかりつけの医師の機

能の要であり、かつ、診療所は、初期救急医療の実施、２次・３次救急医

療との連携及び救急医療後の患者の受入れ、へき地医療等の重要な担い手

である。したがって、診療所への財政支援も必要である。救急医療は、病

院医療だけでは成立し得ないことを理解することが重要である。 
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２．医師の偏在解消に向けて 

（１）医師の偏在対策とプロフェッショナル・オートノミー6 

医師は、プロフェッション、すなわち高度な専門性と倫理性が求められ

る職業である。そして医師会は、医師によって構成され、規範を作ってそ

れを遵守し自らメンバーを教育して高めあい、自主的に運営されていくと

いう意味で自律性を本質とするものである。 

つまり、医師会は、プロフェッショナル・オートノミーに基づく医師集

団として、国家の関与によらず、自らの決定により、医師の養成や研鑽を

行う責務がある。 

他方で自由開業医制は、プロフェッショナル・オートノミーに基づき、

初期診療と専門医への紹介の実践を含む生涯教育や、医療のフリーアクセ

スと表裏一体の関係にあり、疾病の早期発見・早期治療をはじめ、我が国

の優れた医療実績を守ってきた。 

したがって、地域全体で医師養成や医師配置を考える組織として、都道

府県医師会が主導し、地域医療研修ネットワークの実現、地域医療対策協

議会の活性化と人事能力等の強化に取り組む必要がある。 

さらに地域医療対策協議会が中心となって、へき地・離島や救急医療等

への勤務に魅力を与える手当や福利厚生の充実、インセンティブの付与、

地域の医療連携の推進や情報通信技術による遠隔医療等の施策によって、

問題の解決を図ることが第一義であり、このために財源の確保が伴わなく

てはならない。 

 

                                            
6 「プロフェッショナル・オートノミーと自己規律に関する WMA マドリッド宣言」参照 
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（２）診療科と地域の適正な医師配置についての検討 

① 医師の「適正配置」とは何か 

診療科や地域の偏在問題の解決には、ある程度の実行力を持った制度と、

財政的な誘導が有効である。 

その是非は別として、過去の本委員会、国の関係審議会・検討会等にお

いて出された案・意見を基にして、医師の「適正配置」を類型化してみる

と、次のようになる。 

 

② 医師の教育・生涯研修を通した「適正配置」 

１）大学医学部地域枠の設定 

地元出身者のための合格枠を設定することは、地元への高い定着率を期待するこ

とができる。 

２）奨学金制度の拡充 

へき地・離島や、特定の診療科・診療領域（産科、小児、救急医療等）での一定

年限の従事を返済免除条件とした制度とする。 

３）臨床研修先の制限 

マッチング方式を取る新医師臨床研修制度の下では、医学教育には国庫を使って

いることを研修医に示しながら、研修先の制限について理解を得る必要がある。 

４）地域医療研修ネットワークの実現、拡充を図る。 

都道府県単位（または複数の都道府県単位）で、都道府県医師会等の関係者が参

画して構築したネットワークに、当該県で初期臨床研修を始めた医師や、さらには

後期研修医が所属し、臨床研修病院群で「適正配置」していく。 

５）目指す診療科の決定時期 

初期臨床研修開始時、後期研修開始時、あるいは後期研修終了後に、目指す診療

科を決定する。それぞれの（研修先の）診療科・地域には、定員を規定する。 

６）総合的な診療能力を有する医師の養成 

特に医師不足地域や人口希薄地域では、総合的な診療能力を有する医師が、全般

的な初期診療を担うことが必要である。 
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③ 地域や診療科ごとの「適正数」の設定 

地域や診療科ごとに医師の「適正数」を設定し、それぞれの医師数に上

限ワクを設けることが、開業規制を行うドイツの例を取り上げるなどして、

近年の医師偏在対策として各方面で主張されている。 

ドイツの例に従って、医師の適正配置を制度化するのであれば、地域

や診療科ごとに、医療計画の基準病床数のような数値を設定する制度と

なると思われる。その場合、将来的には、定年制を含め保険医の指定を

制限することにもつながりかねない。 

 

医師会への強制加入が規定されているドイツでは、連邦法により、「保険医」（開業

医）数の制限と定年制（６８歳）、診療報酬の予算制が導入された7。保険医（開業医）

となるためには、連邦法により、保険医協会の管轄区域毎に設置されている認可委員

会の認可を受けなければならない。 

保険医（開業医）数は、州委員会（個々の保険医協会と疾病金庫の州レベルの連合

会で構成）が策定する需給計画によりコントロールされるが、「需要計画策定指針」で

は、1990 年 12 月末の旧西ドイツの保険医１名に対する住民数【一般比率】が、医師

の診療科別（全国に 1,000 人以上いる 14 診療科）かつ人口の過疎による地域区分別に

算定されている。「一般医」も、14 診療科の一つである。開業している医師 1 名に対

する住民数より【一般比率】が 10％以上大きい場合を供給過剰と定義し、その場合は

新規の保険医の認可が制限される。 

2006 年、連邦政府が旧東独地域での医師不足を認め、定年制の緩和、パートタイム

保険医の導入、医師雇用の柔軟化、保険医と勤務医の兼業（病院勤務医の開業兼業）

等の緩和措置が講じられた。 

 

④ 医師偏在対策の視点から見た専門医制度 

○  日本の専門医制度は、ドイツと異なり、公的なものではない。日本

医学会加盟１０７学会、さらにそれ以外の学会で、それぞれ独自に専

門医制度を運営している状況である。 

専門医制度により医師偏在の解消を図るのであれば、各制度の整合

を図ることが前提となる。それは、国の規制ではなく、プロフェッシ

                                            
7 1992 年制定、翌年施行の GSG Gesundheitsstrukturgesetz 
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ョナル・オートノミーの視点から、日本医師会、日本医学会、日本専

門医制評価・認定機構や各大学等による第三者的な機関によって行わ

れなければならない。 

さらに、専門医制度は、臨床現場での技術と医学研究のバランスが

とれていることが必要である。日本の医学、医療を支えてきたものは

医学研究であり、医療現場の疲弊により論文数は国際的に見て減少傾

向にある。深刻な人員不足にある基礎医学の研究の充実は専門医制度

の発展のみならず、医療全体の発展にも大きく関わるものである。 

 

○  適正配置の前提である、診療科や２次医療圏等の地域ごとの適正数

の設定ができるのか、しかも、上限ワクを設けるような規制を導入で

きるのかという課題も指摘される。 

個々の患者でも、病態に応じて複数の専門医が必要となる。まず地

域で患者毎に必要な医療を検証し、積み上げていく必要がある。 

しかし仮に地域単位での適正数の算出が可能であるとしても、それ

ぞれの地域特性があるため、全国に敷衍することは困難である。また、

将来の住民の年齢構造や疾病構造の変化等を鑑みれば、地域単位での

適正数の算出も実際には困難であるが、日本医師会において何らかの

基準を示し、全国の医師会が中心となって、算出していくことも検討

するべきである。 

 

○  高齢化による医療の必要度の上昇、医療技術の進展等により、複数

の医師での対応が必要なケースが増加し、必要医師数も増加する。 

他方で、医療技術の一般化・普遍化が起こり、専門性も変遷し得る。

例えば、現在は内視鏡のスペシャリストが必要であるが、カプセルの

内視鏡で検査が可能となれば、不要となる可能性もある。 
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医学が進歩し、数年経てばいまの常識が非常識になるということも

あり得る。いまの段階で診療科の必要人数を定めても、数年後には実

情に合わなくなる。 

 

○  日本の医療では、診療科の選択が比較的厳格に決められていなかっ

た点が、長所であったとも考えられる。例えば心臓外科の医師がメス

を握ることが難しくなれば、心臓内科に転換するようなことである。 

 

○  医師不足問題は複合的な要因により引き起こされたが、新医師臨床

研修制度の開始により、それが顕在化した。専門医制度のあり方を考

えるにあたっては、欧米のプライマリケアに関する臨床研修制度を参

考にしつつ、新医師臨床研修制度をどう位置づけるのかについても、

考慮する必要がある。 

 

⑤ 健康保険制度上の「適正配置」 

医師の身分法である医師法や、医療提供体制を整備しかつ規制法であ

る医療法により、医師のへき地や救急医療等での診療を義務付けること

や、地域や診療科ごとに医師数の上限を設定することは、強い強制力を

持つ。 

 

他方、医療機関からの申請に基づき厚生労働大臣が保険医療機関の指

定を行うことは、厚生労働大臣が全国に多数存在する保険者に代わって

医療機関と契約を締結する、公法上の契約と解すことができる8。 

保険医の登録についても同様に捉え、医師と厚生労働大臣（あるいは

                                            
8 近年は、裁判例が指定の拒否や取消を行政処分としていることから、指定自体は行政処

分であり、指定の効果として保険者と保険医療機関の間で公法上の契約関係が形成される

と解釈する動きもある。 
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保険者）との契約であると理解すると、契約の条件として、地域や診療

科ごとの医師の上限ワク設定や、へき地や救急医療等での診療（実績）

を求めることが考えられる。 

しかし、別に述べる通り、地域や診療科ごとの「適正数」の設定が困

難であり、へき地や救急医療等での診療（実績）を条件とすることは現

場や患者に混乱を招きかねない問題がある。さらに、ほぼ全ての医師に

適用されるため、事実上、国の規制による適正配置といえる。 

 

⑥ 病院や診療所の管理者の要件として、救急医療やへき地等での診療経験の

追加（同時に、個人立診療所を開設する場合も、届出ではなく許可制とする） 

本案は、2006 年 1 月の社会保障審議会医療部会で議論がなされた経緯

がある。その際は、当時の日本医師会委員より、以下のような問題点が

指摘され、医師当人、その医師に辞められた医療機関、またその医師を

受け入れた医療機関、そして何よりも患者にとって、不利益となるおそ

れもあるため、本件に関しては充分な議論が必要であり、拙速は避ける

べきであるとの主張がなされた。 

 

・将来開業を考えている医師は勤務先の医療機関を辞めてへき地や救急医療等を実施

している医療機関に就職せざるを得ないこと 

・患者が自身のかかりつけ医を失い、患者の不利益に繋がること 

・特定の医療機関には将来開業しようとする医師が殺到する一方、他の地域や診療科

では医師不足が起こる事態が懸念されること 

・地域の勤務医を、特定の医療機関に集中させる効果があり、その結果、医師単位の

みならず、無計画な医療機関の集約化、地域の医療体制の再編につながること 

・都市部で例えばがんや糖尿病などの治療に当たっている勤務医も、勤務先の医療機

関を辞めて専門外の医療に従事せざるを得ないこと。その場合は医師自身の専門性

の向上が中断され、また医療安全の観点からも問題があること 

・個々の医師の職業選択の自由（営業の自由）や居住の自由を奪いかねないこと 
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⑦ 地域の医療資源（医師、入院機能等）の集約化 

高度・基幹病院に、医師を集め、適宜医師不足地域に派遣する（いわ

ゆるマグネット・ホスピタル構想）医療資源の集約化は、集約される側

の地域で医療へのアクセス狭小化を引き起こす恐れがある。 

 

⑧ ドクターバンクによる「適正配置」 

ドクターバンクの全国ネットワーク化は、医師偏在の誘発等が発生し

ないよう慎重に対応する必要があるが、日本医師会において、各都道府

県医師会の協力の下、各県の医師の求人・求職状況を取りまとめ、各地

域の医師の需給状況を表示することも考えられる。 

また、かつての大学医局は個々の医師をよく知り、その診療技能を適

切に評価し、地域事情を勘案した上で、各地の医療機関に派遣してきた

歴史がある。しかし、今後は医師会において、大学病院等の医師の協力

を得ながら、ドクターバンク登録医師の診療技能評価を行って、医師の

配置をしていくことも考えるべきである。 

 

⑨ 地域医療対策協議会による、医師不足の地域への医師派遣、公的病院の

医師の配置転換などの「適正配置」（後述も参照） 

医師の適正配置に関し、都道府県医師会、行政、病院団体、大学、住

民代表等が参画し、「地域での医療提供体制をどうするか」との観点から、

それぞれの地域特性を考えて検討をし、地域の偏在、診療科の偏在の問

題を検討する体制が必要である。 

地域医療対策協議会等には、次のような医師の「適正配置」を行う能

力を持つことが求められる。 

 

・県下の地域・診療科及び病院・診療所ごとの医師需要・医師不足の把握能力 

・開設者が異なる病院間の調整能力（都道府県立、市町村立、日赤、済生会、大
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学等） 

・公的病院医師の人事権・派遣権限 

 

⑩ あくまでも医師の自由意志による選択を前提とした、インセンティブの

付与による「適正配置」 

主な課題としては、次のような点が考えられる。なお、へき地ではさ

らに人口減少が進み、診療報酬では経営が成り立たなくなっており、別

の形での支援も必要である。 

 

・へき地・離島や救急医療等への進路選択の担保（医学部地域枠、奨学金制度） 

・へき地・救急医療等の診療経験に対するキャリア評価 

・給与待遇、へき地や救急医療従事への手当 

・へき地・離島勤務医師の子弟の育児・教育への配慮  

・へき地・離島勤務医師の医学的研鑽の支援（代診医派遣、ｅラーニング等） 

・特定の診療科における医事紛争・訴訟リスクの軽減 

 

（３）「適正配置」を行う者 

医師の適正配置は、以下の組織が考えられるが、いずれにせよ、プロフ

ェッショナル・オートノミー、地域医療の視点から、都道府県医師会によ

る主体的な関与が必要である。 

 

① 地域医療研修ネットワーク（日本医師会グランドデザイン 2009） 

② 大学 

③ 地域医療対策協議会 

④ 都道府県等の行政 
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（４）地域における医療機能に応じた分担と連携 

①  適正配置の問題では、専門分野間、開業医と勤務医間の役割分担と連

携についても考える必要がある。 

また、勤務医と開業医の連携には、開業医の先進的な医療技術の習得、

研鑽も必要である。例えば、療養病床の削減で在宅患者が増加する中、

開業医は在宅医療に必要な医療技術を習得していなければ住民の医療ニ

ーズには応えることができず、病院に患者が転送され、勤務医の負担増

大につながる。 

 

②  初期･２次･３次救急等の機能分担と連携は重要であり、医療圏の中で、

与えられた医療資源を有効に活用することが必要である。 

３次救急医療の現場を疲弊から救うためには、２次救急医療が充実し

ていなくてはならない。また、救急医療を終えた患者を受け入れる亜急

性期、回復期、慢性期の入院医療、さらに在宅医療への流れがうまくい

かなくてはならない。 

小児救急電話相談事業＃8000 や、東京都等の＃7119 等の電話相談が普

及しつつあるが、その周知徹底を図り、活用するべきである。 

 

③  休日夜間における入院が必要な救急患者に対応する、２次救急医療機

関に来院する患者の内、入院に至った者は２割弱であり、８割の患者は

入院に至らないのが現状である9。 

地域の拠点的な病院に初期救急患者が多数来院するのに対し、地域の

拠点的な病院の中に、行政が財源を拠出し、地域医師会が運営する休日

夜間急患センターを設置することにより、勤務医の負担軽減につながる。 

 

                                            
9 厚生労働省「平成 19 年度救急医療対策事業の現況調」より。各都道府県や施設によって、

大きなばらつきがある 
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また、広範の地域で唯一の総合病院が、医師不足によりその機能を失

いつつある中で、地域医師会が立ち上がり、開業医が日曜日の救急診療

に参画しているケースがある。 

また、患者・保護者の病院志向を考慮し、大学病院や自治体病院など

に医師会員が出務する急患センターを設置する取組みは、地域の開業医

と専門医、勤務医との連携にもつながるものである。 

こうした取組みは、初期救急医療機関から拠点的な病院に重症患者の

入院を要請することを円滑なものにする。 

 

④  救急医療機関への軽症患者の集中を避けるためには、初診時に別料金

（選定療養）を徴収するという手段がある。しかし、その実施は、まず

キャンペーン等によって軽症患者の集中を減らす努力を行い、国民に広

く理解をしてもらい、それでも減らないことが前提である。 

 

⑥  医師不足地域の医師と専門医との連携として、情報通信技術（ＩＣＴ 

Information Communication Technology）による遠隔医療（専門医によ

る助言や画像診断等）がある。対面診療の原則、システムの恒久的な安

定性・確実性、法的課題（医師法、責任の所在、患者情報保護）の解決

を前提として、地域医師会も参加して、有効利用が可能なシステム構築

を進めるべきである。 

 

（５）地域枠、奨学金その他、へき地・離島や救急医療等での就業を魅力的

なものとするための方策 

①  奨学金や地域枠制度では、医師不足の診療科に進むとは限らない。制

度を利用した時点でそうした診療科の医師になることを確約してもらう

措置が必要である。 
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②  地元出身者のための合格枠を設定することは、地元への高い定着率を

期待することができる。また、卒業後は当該県に留まらないことも多い

県外出身者数を相対的に減らすことができる。 

他方、学生の質や医師不足が深刻な診療科への進路選択が課題である。 

 

③  へき地・離島や、特定の診療科・診療領域（産科、小児、救急医療等）

での一定年限の従事を返済免除条件とする奨学金の充実を図る。 

例えば、返済年限を臨床研修修了後 9 年までとし、研修期間と合わせ

て 11 年、知事の指定する救急医療やへき地医療等を担う医療機関での勤

務を条件とするなどである。 

 

④  医学部入学時だけではなく、５・６年次、新医師臨床研修時、いわゆ

る後期研修時における奨学金の設置により、へき地・離島や特定診療科

への進路選択を担保する。 

 

⑤  多くの研修医はより良い指導医のもとでの研修を望んでいる。そこで、

医師不足地域の研修病院に赴任してもらえるよう、能力の優れた指導医

へのインセンティブ付与も必要である。 

 

⑥  一定の給与と勤務環境が保障されれば、勤務医は病院に残る。 

勤務医対策を実施するのであれば、大学病院の管理職を含め、給与の

改善に取り組むべきである。新人の医師が大学医局に入らない一つの理

由として、大学の診療報酬体系や勤務医の収入が問題であると考えられ

る。また、産科のように本来は志望者数が多いにもかかわらず、過酷な

労働環境や訴訟問題等から成り手が少ない診療科には、医師の手当に配

慮できるような病院経営の改善が必要である。 
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⑦  自治体病院の勤務医の給与額が、民間の求人広告の額に比べて非常に

低く、公務員医師と民間病院医師との待遇較差を是正するべきであると

の指摘があった。他方、厳しい経営環境下にある民間病院は夜間等の勤

務に対して高額な手当を負担することは困難であり、公的病院に医師手

当のために公費が投入された場合は医師の集中が起こり、民間病院は医

師不足に陥るとの指摘も出された。 

 

（６）勤務医の負担軽減 

①  「（３）地域における医療機能に応じた分担と連携」に挙げた通り、開

業医と勤務医との連携が、勤務医の負担軽減にもつながる。診療所開業

医が病院にて診療を行う開放型病床の推進を含め、開業医の病院勤務へ

の参画、外来や当直の実施への支援が必要である。 

 

②  交替勤務制は、勤務医の負担軽減策として有効であるが、その導入に

より勤務医数は大幅に増加し、現状では経営が成り立たなくなる。医療

機関に対する公的補助や診療報酬により、勤務医の交代制を担保する必

要がある。 

再就業ではなく、短時間労働者としての正規雇用の普及など、今現場

にいる女性医師が辞めないようにする措置を優先するべきである。女性

医師の就業実態を把握する必要がある。 

 

③  医師会、産婦人科医会による妊産婦検診の推進により、飛び込み出産

の減少、週数等の情報把握が可能となり、勤務医の負担軽減につながる。 

先進諸国では検診・分娩費用がかからない。妊産婦検診や分娩費用の

負担が大きいことは、間接的に産科医師の負担を増やしていることにな

る。 
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④  医師が安心して診療に従事することができるよう、医師法第 21 条問題

の解決が必要である。 

 

（７）看護師等医療関係職種、事務職等との役割分担 

①  医師確保策を検討する上で、現在医師が担っている仕事を他の職種が

担うという問題は避けて通れない。看護職員等の業務拡大に否定的な考

えの医師も多いが、日本医師会としては、医師がするべき仕事を見極め、

分担していくべきことを発信していくべきである。 

 

②  医師とコメディカル等との業務分担は、現行法制度下で可能なことの

周知徹底をするべきである。また、医療安全、国民の医療への信頼の観

点から、あくまでも医師の指示下、医学的管理下に置かれるべきである。

ナース・プラクティショナーは、医師との連携が前提とされるとしても

指示下には入らないものであり、かつ、診断や処方等の医師本来の職務

を行うものであるため、認められない。 

 

③  医療秘書等の医師事務作業補助者（医療クラーク）の配置は即効性の

ある対策である。医師の事務作業には、医療秘書を活用することが必要

である。開業医が病院の勤務をする際、検査のオーダリングシステムな

ど、病院の IT 化に対応できないケースがあるが、医療クラークが大きな

役割を担う。 

 

④  病院内において、助産師が正常分娩を担う「院内助産所」、「助産師外

来」について、 初から正常分娩と分かっているものはない。病院組織

上の指揮命令関係は別として、制度上、助産師は医師の指示下にはない。

産科医師が少ないからといって、助産師で代替することはできない。 
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（８）総合的な診療能力を有する医師の養成 

①  医師不足地域、人口希薄地域では、症例数も少なく、専門医が活躍す

る場が限られている。そこで、国家の関与によらず、プロフェッショナ

ル・オートノミーの下に、総合的な診療能力を有する医師が、地域にお

いて、全般的な初期診療を担うことが必要である。高齢の患者は多くの

疾患を抱え、現状では複数の診療科を受診する必要がある。しかし、そ

の内手術が必要な患者は限られている。多くの患者は、一般の医師が診

れば対応できる診療内容である。 

 

②  したがって、医師会による全会員を対象とした生涯教育活動の下で、

総合的な診療能力を養っていくような教育を行っていくべきである。 

特に重要なのは、ファーストエイドとしての救急医療と臨床判断がで

きるかという二点である。つまり、求められているのは、諸外国で見ら

れる専門医としての一般医ではない。 

例えば、専門が消化器の内科医には、おおよその呼吸器、循環器や糖

尿病の患者も診てもらうなどである。そして患者の病態から、専門的な

医療の必要性を臨床判断できればよい。個々の医師がそれぞれの専門性

を持つことは、インセンティブにもなる。 

 

③  総合的な診療能力を有する医師を育てるフィールドは、特に、地方の

大学や医療機関にあるといえる。例えば能登半島など医師不足地域に専

門医が勤務したとしても、専門的な医療ができないので辞めてしまうケ

ースが懸念される。 

過疎地の病院の全てに専門医を配置することはできない。総合的な診

療能力を有する医師を養成し、そこで必要と判断した患者を専門医に紹

介してもらう仕組みが考えられる。 
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④  ただし、医療の専門分化、高度化が進んでいる中で、どの程度の知識

をもって総合的な診療能力があるということが言えるのかが課題である。 

また、患者・保護者サイドには強い専門医志向がある。その問題点を

解決できなければ、総合的な診療能力を有する医師を養成したとしても、

専門医でなければ患者は受診しない。専門医志向は、地方にもある。例

えば、東京都２３区の数倍の広さがある医療圏で、総合病院が一つしか

ない地域であっても、保護者が、内科の医師が小児患者を診ることを断

る例が見られる。 

 

（９）住民・患者とともに考える取り組み 

①  患者側からは夜間でも昼間と同等の医療を要求され、勤務医の負担と

なっている。住民の権利意識の高揚、専門医志向、いわゆる「医療のコ

ンビニ化」が進む中、啓発活動が重要である。 

 

②  ただし、「患者への啓発」は、患者の視点に立つことが必要である。一

方的に「コンビニ受診」を否定するのではなく、患者･保護者が「コンビ

ニ受診」をする理由や背景を考慮するべきである。経済状況が厳しい中、

共働きをせざるを得ない家庭が増え、やむを得ず夜間に受診することも

出てきている。「コンビニ受診」は、患者・保護者のモラルの低下による

ものだけとは限らない。 

 

③  一般の市民は、どのようなときに救急車を呼んだり、救急医療機関を

受診すれば良いのかがわからない。 

例えば、医療の進歩や在宅療養の進展により、自宅で、薬物療法等高

度な治療を受けているケースもある。その場合に、発熱や痙攣などの症

状が起きたとき、それが重度の副作用によるものなのか、別の要因によ

るものなのかは、患者本人ではわからない。 
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④  近の傾向では患者の医療に対しての要求水準は毎年高くなり続け、

時には医療者側から見れば理不尽と思われる要求や暴力の散見されるよ

うになった。このような事態は医療に対する不信がその根底にあり、医

療の不確実性や常に 善に医療をしてもそれが患者の満足度につながら

ないという、医療の特殊性がある。このことを大部分の国民が知り得て

いないという点でマスメディアの責任も重大である。 

 

⑤  さらに、医事紛争の頻発化に関しては、国全体として、医療の不確実

性を国民・患者に理解してもらう努力が必要である。 

 

⑥  県や県医師会のサイドから運動を投げかけてもうまくいかない。都道

府県によっては、医師会と行政が協力して「コンビニ受診」に対する県

民啓発運動を行っているが、効果は少ない。地域では、例えば、小児科

を守るための住民の運動が、展開されつつある。 

医師会サイドだけで啓発運動をするのではなく、住民・患者サイドに

も立ち、「一緒に考えていく」という姿勢が必要である。住民サイド、医

療サイド、行政が組んで、住民に１１９番通報や休日夜間の受診の要否

などを理解してもらう取組みが必要である。 

子どもの健康に敏感な「ママの会」と医師会とが共催する形でシンポ

ジウムを開くなどして、住民の自主的な運動に結びつけていくことが必

要である。 
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（１０）地域の医師の充足状況の把握と公表への取り組み 

日本医師会には、都道府県医師会に対して継続的な調査を行い、どの

診療科の医師がどの程度不足しているか、あるいは地域特性・地域事情

を把握し、それらの情報を特に若い医師会員に提供することで、彼らの

将来を考えることの基礎資料とする取組みが考えられる。その場合、情

報は毎月更新されることが必要である。 

 

なお前述の通り、日本医師会が、各都道府県医師会の協力の下、各県

の医師の求人・求職情報を取りまとめ、同時に、各地域での医師の過不

足の状況（勤務医、開業医、年齢別等）を把握することも考えられる。 

 

また、医師の移動性を確保するため、都道府県医師会が県下の求人・

求職情報等の医師需給状況を把握すると同時に、大学医局との連携を進

めることが考えられる。 
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Ⅱ．次期医療法改正 

次期医療法改正では、第Ⅰ章において述べた医師確保策とともに、これま

での医療法改正の主要テーマであった「機能に応じた役割分担と連携」が、

重要な位置を占めると思われる。 

本委員会では、機能分担と連携の範囲となる「医療圏」のあり方と、連携

体制の構築を担うことが期待される地域医療対策協議会に焦点を当てて、検

討を行った。 

また、これに関連して、前回医療法改正及び 2006 年度診療報酬改定を契

機として普及が進む地域連携クリティカルパスを中心として、地域連携の今

後を議論した。 

 

１．医療圏のあり方 

（１）２次医療圏 の現状 

① 医療提供体制の視点より 

１）地域の医療提供体制の変化と、２次医療圏 

医師や看護職員の偏在・不足、基幹病院を含む病院の統廃合や病床

の減少、救急搬送、医療資源の集約化や大都市への一極集中が、２次

医療圏を超えて広範囲に発生している。 

このため、患者は医療過疎の２次医療圏から、医療資源が集約して

いる他の２次医療圏へ移動していく傾向があり、今後も増加するもの

と思われる。 

 

２）２次医療圏の地域特性 

特に公共交通網が発達した都市部においては、慢性疾患の患者は、

容易に医療圏の区域を越えて、遠くの医療機関にも行くことができる。

都市部では医療圏の問題は、主に急性期医療に関するものになるとい

うことはできる。 
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しかし、北海道における札幌市のように、広範な地域であっても、

医療圏を超えて患者が一極集中する例もある。 

２次医療圏制度を法制化前より取り入れてきた北海道では、２次医

療圏の下に１８０の１次医療圏を設定している。北海道における２次

医療圏の面積がある県の全面積に匹敵する場合も多い。 

他方、大阪府では、人口が多い大阪市医療圏をさらに４つの基本保

健医療圏に分けている。 

したがって、医療圏の考え方、圏域設定のあり方を検討するときは、

地域の特性を反映する必要がある。 

 

３）「地域医療再生基金」を通して顕在化した、２次医療圏の現状 

「地域医療再生基金」（2009 年度補正予算）では、２次医療圏を基本

的な単位として地域医療再生計画を策定することとされたが、複数の

医療圏での計画や、病院や医師等の医療資源が不足している医療圏を

他の医療圏が支援するような計画など、計画の作成を通じ、現在の２

次医療圏の区域割が現実を反映していないことが指摘された10。 

厚生労働省の地域医療再生基金Ｑ＆Ａでは、２次医療圏よりも広い

地域を対象地域とする場合は次期医療計画策定時に２次医療圏の見直

しを検討することを求めている。 

 

４）救急医療・救急搬送と、２次医療圏 

ある都道府県の救命救急センターが、近隣の県の重篤救急患者を受

入れるなど、都道府県を超えた患者の流出入が起きている。また、救

命救急センターへのアクセスは、地域格差が大きい。 

 

                                            
10 日本医師会によるブロック説明会、本委員会等で出された意見等 
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当該２次医療圏に、高度・専門的な医療機能や、急性期医療機能を

持つ医療機関が少なければ、圏域内での対応は不可能であり、近隣の

２次医療圏との連携が不可欠となる。 

2009 年消防法改正により、各都道府県では救急患者の搬送・受入実

施基準を策定することとなった。基準の区域割りは、都道府県または

「医療を提供する体制の状況を考慮して都道府県の区域を分けて定め

る区域ごと」とされている。必ずしも２次医療圏とは限らない（「４疾

病５事業」の医療計画に基づく救急医療圏、消防機関の圏域など）。 

 

さらに、国による市町村消防の広域化政策が進められ、消防本部の

統合が起きている11。しかし一方で、消防本部の所轄区域の広域化が進

められているにもかかわらず、救急自動車の管外搬送（他の消防本部

の管轄区域への搬送）は、増加傾向にある。搬送人員全体に占める割

合は１６．６％（2008 年救急救助の現況）である。 

 

５）「４疾病５事業」と、２次医療圏 

厚生労働省指針では、各疾病及び事業に特有の重要事項に基づき、従

来の２次医療圏にこだわらず、「４疾病５事業」ごとに、地域の医療資

源等の実情に応じて弾力的に圏域を設定することとされている。 

 

６）「基準病床数」の単位としての２次医療圏 

医療法上、救急医療やへき地医療等に関する医療圏としても位置づけ

られていたが、2007 年医療法改正により、その規定は削除され、法律上

は一般病床及び療養病床の基準病床数に関するものとされた。 

 

                                            
11 2006 年消防組織法改正、「市町村の消防の広域化に関する基本指針」策定、消防本部（単

独・組合）の推移：2003 年：894 本部 → 2008 年：807 本部 
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医療圏の設定の目的の一つに、医療費削減のための病床数の抑制があ

った。 近の状況を鑑みて、その考えを検討しなおす必要がある。 

 

②  市町村合併、消防業務の広域化、郡市区医師会の区域割等 

近年、大規模な市町村合併が進められてきた12。また、道州制や３００

の基礎自治体への再編をはじめとする行政単位の見直しの論議が行われ

ている。 

さらに市町村合併に伴い、地域の中核的な病院であった自治体病院の再

編統合も行われている。 

 

（２）２次医療圏の今後 

「地域医療再生基金」等を契機として顕在化した、現在の２次医療圏の

区域割りの問題をどのように改めるべきか、また、医師・看護職員等の偏

在・不足、病院・有診や病床の減少、公的病院等（社会保険・厚生年金病

院含む）の再編・統廃合、在宅医療の推進、医療技術の進歩や搬送手段の

多様化（ドクターヘリの普及等）、「４疾病５事業」ごとの医療連携体制構

築、少子高齢化などが進む中、今後、「２次医療圏」という一元的な区域割

が有効かについて、検討する必要がある。 

 

①  地域の医療提供体制の基本的な圏域とは、高度で特殊な医療を除き、

その地域で医療を完結できることである。基準病床数で医療圏を決める

時代ではない。 

 

②  ２次医療圏は、その医療圏で多くの一般的な医療が完結するという前

提で設定したものであり、すでに定着している概念である。 

                                            
12 1999 年 3 月 31 日：3,232 市町村 → 2006 年 3 月 31 日：1,821 市町村 → 2010 年 3
月 23 日：1,760 市町村（予定）。 
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したがって、あくまでも２次医療圏を基本として医療提供体制全般を

捉え、その上で、地域特性を反映し、「４疾病５事業」をはじめとする医

療体制の構築を図るべきである。 

その際は、次の点を勘案しなければならない。 

 

・救急搬送体制との連携 

・予防・重症化予防の体制、救急医療等の後方体制（回復期、慢性期、

在宅療養、介護、障害者施策）のため、保健、介護、福祉における

圏域の整合、連携の確保 

・２次医療圏を超えた対応が必要な高度専門的な患者への対応 

・２次医療圏間の連携。医療資源が不足し、地域内での医療の完結が

達成できていない医療圏に対する、近隣医療圏による支援 

・東京都や札幌市のように、特定の都市へ患者が一極集中している場

合は、各２次医療圏内の体制整備とともに、２次医療圏域や都道府

県域を超えた連携（患者受け入れ、処置後の逆紹介等） 

・「４疾病５事業」のうち、５事業（救急医療等確保事業）は、医療

圏で完結する事業と、医療圏あるいは都道府県域を超えるものがあ

ることを視野に入れること。 
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２．地域医療対策協議会のあり方 

（１）「地域医療対策協議会」の現状  

2007 年の医療法改正により、従来通知であった地域医療対策協議会が法

制化され、その協議に基づき、各都道府県が、医師確保の具体策を策定す

ることとなった。また、「４疾病５事業」ごとの医療連携体制の構築や「地

域医療再生計画」の作成など、地域の医療提供体制全般についても、重要

な位置を占めるに至った。 

しかし現状では、次のような問題点が挙げられる。 

 

①  地域医療対策協議会の開催状況、参画者数やその所属、都道府県医療

審議会との関係（審議会部会としての設置、独立した会議）、座長の所属

元、与えられた役割（医師確保策の検討、４疾病５事業ごとの医療連携

体制構築）など、各都道府県によって、その有り様は大きく異なる。 

 

②  地域医療対策協議会の下に、医師派遣、自治体広域化や医師養成等を

担う分科会を設け、積極的に会合を重ねているケースがある。その一方

で、年数回、行政からの報告を受けるに留まるケースもある。 

 

③  地域医療対策協議会による医師確保対策は、必ずしも機能していると

はいえない。 

地域医療対策協議会において、例えば自治体病院医師の配置転換を含

む医師確保策を決定したとしても、自治体病院の人事権を持つ部局（公

営企業局）と、地域医療対策協議会を所管する部局（衛生主管部局）が

異なるため、実効性は低い。両者の連携を改善する必要がある。 

併せて、都道府県衛生主管部局のリーダシップを発揮するために、医

系技官のレベルアップのための教育が必要である。 
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（２）地域医療対策協議会の活性化 

①  各都道府県の地域医療対策協議会の「温度差」の解消には、全国組織

である日本医師会、四病院団体協議会、全国医学部長病院長会議等が連

携し、標準化に向けて働きかけなければならない。 

さらに、地域医療対策協議会の全国組織の設置を検討し、その組織に

おいて全国の情報交換を行う必要がある。 

 

②  地域医療対策協議会・医療審議会・他の協議会（例：北海道総合保健

医療協議会）との役割分担の明確化、関係者の参加と計画実行に向けた

各自の努力、関係者間の連携が、地域医療対策協議会の活性化に不可欠

である。また、地域医療対策協議会の役割を周知させるために、医師会

から住民に対して発言する必要があるし、県に対しても働きかけていく

必要がある。 

 

③  「４疾病５事業」ごとの医療連携体制構築、「地域医療再生基金」事業

のように、地域で必要とされる医療提供体制の整備には、地域医療対策

協議会で計画の策定を行い、医師会が、行政と連携しながら、実践して

いくべきである。 
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３．地域の医療提供体制の今後 

（１）地域連携 

①  「４疾病５事業」の医療連携体制構築は、脳卒中を中心に進められて

いるが、それには、救急搬送体制と医療との連携、超急性期、急性期医

療だけではなく、回復期リハビリテーション、慢性期の入院医療、在宅

療養のシステム、再発予防の管理などが強調されているが、地域全体の

医師が関与し、モチベーションが上がっていくような医療計画が必要で

ある。 

 

また、自治体病院が中核となって診療所と連携している地域にあって、

その自治体病院が病院としての機能を失った場合、地域の診療所は、重

症患者、高度専門的な治療が必要な患者の受け入れ先を失うことになる。 

このような状況では、医療連携体制の構築は進まない。 

 

②  地域連携を進めるため、地域医師会を中心として、各病院の地域連携

室のネットワークの構築、運営を推進する取り組みが必要である。 

 

さらに、地域連携クリティカルパス（以下、連携パス）の推進につい

ても、地域医師会が病院と協働してシステムを構築するべきである。 

連携パスは、地域で統一して取り組むべきである。地域のすべての急

性期・回復期・維持期の病院、診療所が参加して会合を持ち、顔の見え

る形にすることで、連携が円滑に進展するようになる。書類だけの関係

ではうまくいかない。 

基幹病院が数多く存在する地域では、それぞれの病院で連携パスを作

成すると、複数の連携パスが出来てしまう。また、連携パスは病院から

の視点となってしまいがちで、開業医が使いづらい側面があり、開業医
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の視点も充分に組み込んだ形で連携パスのシステムを地域でつくり上げ

る必要がある。 

 

なお、２次医療圏は基本的な単位であるが、連携パスの作成に当って

は、地域や疾病の特性により、患者が医療圏を超えて動くことを考慮し、

柔軟性を持たせる必要がある。 

核となる病院がない２次医療圏では、隣接する医療圏と合わせて連携パ

スのシステムを構築する必要がある。また、脳卒中では、介護保険施設等

をパスの連携機関に加える必要がある。介護事業者の参加を得るためには、

都道府県行政の役割も大きい。 

 

③  がん診療連携拠点病院には、５大がんの（肺がん、胃がん、肝がん、

大腸がん、乳がん）の地域連携クリティカルパスの整備が求められてい

るが、拠点病院と称するため、患者が集中しやすくなる。そのため、医

療圏によっては、手術を受けるのに長期間を要するなど対応しきれなく

なっている。その場合は、がん医療の機能を集約する病院ではなく、均

てん化させるという、がん診療連携拠点病院の趣旨にそぐわない状況に

なる。 

がん診療連携拠点病院の選定に際し、病診連携のリスト（医療機関リ

スト）を作成することによって、患者が集中するのを回避することがで

きる。 
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（２）病床区分の今後 

今期中には、社会保障国民会議による報告やシミュレーションがなされ

た。そうした中で、2012 年を目途とする次期医療法改正では、現在の一

般病床、療養病床の区分のあり方についても論点となり得る。 

また、日本における「平均在院日数」という考え方は、病床数を削減す

るためのツールとして用いられており、医療法や診療報酬の問題につなげ

て、その病院全体の病床の在り方につなげることは非常に問題である。 

 

①  現行の医療法上の定義では、「一般病床」は、基本的に対象患者を限定

することなく、幅広い病態の入院患者に対応が可能である。それは、「い

つでも、どこでも、だれでも必要な医療を受けられる」体制を支える要

素の一つである。 

他方、急性期医療にあっては、診療報酬上により、在院日数の短縮政

策が進められてきたところである。 

したがって、一般病床の法律上の定義を変更し、急性期医療に重点を

置いたものにすることは、急性期と慢性期の間に医療難民を生じさせか

ねず、療養病床をはじめとする全ての病床区分に大きな影響を与えるも

のである。 

医療へのフリーアクセスのため、一般病床は、硬直的限定的ではなく、

多様で変化に富んだ医療ニーズに柔軟に対応できることが必要である。 

そこで、一般病床の中で急性期を担う病床の他に、Post acute（亜急

性期）の医療を担う一般病床が必要となる。また、在宅や介護施設から

Sub acuteとしての入院患者を受け入れる亜急性期の一般病床も必要とな

る。 
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②  診療報酬上の施設類型として、例えば「高度急性期病棟」というよう

に、病院や病床を細かく区分すればするほど、症状の経過に従って院内

外へ患者を移す必要が出てくるので無駄が出る。したがって、一般病床

で、急性期から亜急性期まで診るほうが、病床数は少なくて済むものと

考えられる。 

しかしその一方で、人員配置等が非常に手厚いところに軽症患者が入

るなどの非効率が生じることになるので、一定の区分や人員の傾斜配分

が必要である。 

 

③  ＤＰＣの導入・拡大もあり、今後、在院日数は疾患別、診断群別に扱

われる可能性がある。疾患別に分けられていない一般病床・療養病床の

区分との整合性の問題が出てくる。 

 

④  療養病床については、日本医師会「第３回日本の医療に関する意識調

査」では、「高齢者などが長期入院するための入院施設や介護老人保健施

設の整備」が、国民が考える重点課題の中で 多であった。高齢社会の

進展により、急性増悪リスクを抱え、長期の療養を必要とする患者が増

大する中、「医療施設」である療養病床のニーズは高まる。 

 

（３）急性期・慢性期の入院医療体制の今後、在宅医療との関係 

①  入院医療体制や在宅医療の今後のあり方を検討するに際しては、急性

期医療に重点を置くのではなく、回復期や慢性期の入院医療、在宅医療、

介護、社会福祉施策との連携を視野に入れた包括的な体制作りを前提と

することが必要である。 
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②  一般病床は、本来、特に高齢者の入院患者の自然増により、今後は現

在以上の数が必要である。しかし、療養病床数が削減される中、一般病

床数を削減した場合には、居住系のサービスの需要をその分増やすこと

になる。つまり、医療機関ではない施設に多くの要介護・要医療の高齢

者が入ることになり、現在の医療の姿とかなり変わるため、どのような

対応をすればよいか考える必要がある。 

つまり、日本の医療が在宅療養にシフトしていく場合は、高齢者専用

賃貸住宅やグループホームなどの入居者に対し、医療をどのように提供

していくかを考えなくてはならないが、国民にとって何が望ましいかを

考慮し、議論するべきである。 

 

③  救急医療の問題は、急性期を脱した患者を受け入れる後方体制（後方

医療機関・後方病床、福祉・介護）の問題を解決しない限りは、対応で

きない。救急医療体制を整備して救急患者を全て受け入れられる体制を

整えたとしても、転床・転院先の後方医療機関・病床、障害者施設や介

護施設等が周囲になければ、すぐに満床、長期入院となり、新たな救急

患者を受け入れることが困難となる。 

 

（４）医療と介護との関係 

高齢者医療は、様々な疾患を抱えているため、特に疾患別のアプローチ

はなじまない。複数の疾患により、複合的に具合が悪いときは、急性期に

来るが、その後どうするかを考えなくてはいけない。 

 

介護報酬改定により、要介護者である患者を、病棟において介護保険で

扱うことができるようになったが、一般病床において、医療保険と介護保

険の双方を適用するいわゆるケアミックスが認められるべきである。 
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商店街などに患者を預かってくれる施設があれば、地域の医師による訪

問診療等が効率よく提供できる。しかし、小規模多機能施設は、効率が悪

く、大きな病院や介護施設の利用者を吸収する「併設型」でしか成功しな

い。「小規模小機能」がよいが、 低 30 人程度受け入れられるくらいの規

模がないと、スタッフの配置など、とても成り立たない。 

基本的には介護保険施設や介護関係の施設はスケールメリットが働き、

大きくなれば何とか経営していくことができる。そのため、小さい施設は

大きい施設に併設しておくしかないであろう。 
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おわりに 

今期の本委員会は、地域社会の医療ニーズと医療提供体制のあり方に対し、

医師確保対策と次期医療法改正という二つの面から検討を行った。 

医師確保対策については、数年間にわたり我が国の社会問題となっている

医師偏在・不足問題への対応として、日本医師会はもとより、地域医師会、

行政、各研究機関やマスメディア等において、様々な検討や提案がなされて

きた。 

本委員会では、まず医師の養成数は、将来の医師の需給、疾病構造の変化、

医療技術の進歩を見据え、かつ医師や医療の質を前提としたものでなければ

ならないとした。その上で、医学部新設を含む定員増や、医学教育に対する

公的支出の引き上げなどに言及した。さらに、医師の偏在解消策としての「医

師の適正配置」については、過去の本委員会、あるいは国の審議会・検討会

等で出された案・意見を基に類型化をして検討し、ある程度の実行力を持っ

た制度と財政的な誘導が有効ではあるが、医師という高度専門職に認められ

る自律性に基づいて行われることが原則であるという視点に立った。 

他方、医療は社会資本であり、地域においてより良い医療をより効率的に

提供し、多くの患者に利用されるためには、住民の協力が不可欠である。ま

た、患者の受療行動の背景にある事情を理解し、住民・患者の視点に立つこ

とも重要である。その観点から、「住民･患者とともに考える取り組み」と題

した項を設けた。 

 

次期医療法改正については、医師等の偏在・不足問題、医療資源の集約化、

医療過疎地域の拡大、地域連携の進展、あるいは近年全国的に進められてき

た大規模な市町村合併などを背景として、今、医療圏のあり方が問われてい

るとの認識から、これを第一のテーマとして挙げた。 
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2008 年度に開始した新医療計画（４疾病５事業）を契機として、今後、地

域の医療提供体制の基本的な圏域はどうあるべきかについて、次期医療法改

正を見据えた検討が引き続き必要である。また、病床の種別と機能、医師会

による地域連携の推進、医療と消防、介護・福祉との連携などは、医療圏の

あり方とも密接に関わるものである。 

これらのテーマや課題に対し、現場の代表をはじめとする関係者が議論を

行い、それぞれの地域の実情に応じた体制づくりをしていくことが重要であ

り、地域医療対策協議会は、そうした役割が期待される会議体である。その

ため、本委員会では、地域医療対策協議会の活性化について検討を行った。 

 

「医師確保対策」と「次期医療法改正」は、相互に関連するものである。

地域医療を担う医師がいなければ、医療法改正の主要テーマといえる医療機

能に応じた役割分担と連携は、成り立たない。また、医師の偏在・不足問題

は、各地域において、医療提供体制の基本的な圏域の設定、医療提供施設間

の機能連携の確立がなければ解決しない。 

日本医師会、都道府県医師会及び郡市区医師会においては、以上の見地に

立って、医療の職能集団として、医師確保対策、次期医療法改正に対応する

ことを望むものである。 

 

後に、この報告書が一人でも多くの日本医師会員の目にとまり、今後の

地域医療の構築に参考となれば本委員会として本望である。 

 


