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Ⅰ．はじめに 

 ３月 11 日の東日本大震災は、地域住民はもとより、地域医師会の多くの先

生方や医師会共同利用施設にも甚大な被害をもたらした。被害に遭われた地域

の一刻も早い復旧・復興を願って止まない。 

 政府・民主党により平成 23 年末にまとめられた社会保障と税の一体改革で

は、消費税増税は平成 26 年度まで先送りされた。今後、国会において社会保

障関連法案についての審議が行われると思われるが、少子高齢社会における社

会保障財源の確保は待ったなしの状況であることに変わりはない。今回の診療

報酬・介護報酬同時改定においても、現在の社会情勢を鑑みたとしても、政治

や行政には平時の社会保障である医療や介護に対する認識が不足していると

言わざるを得ない。国民の安心・安全が保障されてこその国政ではないだろう

か。 

 

 医師会共同利用施設は、地域住民の健康や生活を守ることを基本理念に、医

師会活動の一環として、平成 23 年４月現在、全国で 1,310 の事業所が活動し

ている。そのうち、介護関連事業所は 950 ヶ所を超えており、医師会病院や検

査・健診センターがルーツである医師会共同利用施設も超高齢社会のニーズに

しっかりと対応していることがこの数字からも伺える。 

 医師会病院は全国で 84 あるが、 近の話題として、医師会病院のルーツで

ある栃木県の下都賀郡市医師会病院が地域医療再生基金を活用して同地域の

厚生連、医療法人との三者で公益財団法人の設立に向けて動き出したことが注

目されている。栃木市が法人設立に参加することも特徴的であり、急性期から

亜急性期、回復期・慢性期まで幅広く対応し、老人保健施設や保健医療支援セ

ンターも運営するようである。 

また、岡山県の赤磐医師会病院は、地域医療再生基金を活用して老朽化した

赤磐市民病院との再編を行い、回復期リハビリテーション病棟を増築し、地域
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の診療所等との一層の連携を進めている。全国の医師会病院も、それぞれの地

域特性に合わせた社会資源として地域貢献を行っているが、医師会病院は病診

連携と機能分担を目的とした地域医療支援病院の原型でもあり、今後も公的病

院としての位置付けを目指していきたい。 

 臨床検査センターや健診センターは複合型を含め175の事業所が事業展開を

行っている。特定健診・特定保健指導が実施されてから、改めて医師会検査・

健診センターのあり方が問われるようになってきている。民間との競合や新規

会員の医師会離れという状況が続く中、電子化への対応を含めた特定健診・特

定保健指導が検査・健診センターの再興のチャンスと捉え、着実に成果を上げ

ているところも多い。また、がん検診を含めた健診受診率の向上は全国の市町

村にとっても大きな懸案事項であり、地域に密着した医師会共同利用施設とし

ての一層の取り組みに期待したい。 

 介護関連施設は訪問看護ステーションが 459 と も多く、居宅介護支援事業

所が 264 と続いている。介護保険制度が始まってから 12 年を経過し、医師会

共同利用施設が運営している介護保険関連事業は、会員の先生方の診療支援と

ともに確実に地域住民への貢献を果たしてきている。要介護・要支援状態にあ

る高齢者は、医学的管理のみならず日常生活での支援が必須であり、主治医と

訪問看護、訪問リハビリを中心とした関係者の緊密な連携は医師会共同利用施

設でこそ実現できるものと確信している。今後は、地域包括支援センターを中

心とした地域包括ケアの拠点として、医師会共同利用施設の更なる発展が望ま

れる。 



- 3 - 

Ⅱ．公益法人制度改革と医師会共同利用施設 

 

１．公益法人制度改革と医師会共同利用施設 

 公益法人制度改革において、医師会共同利用施設の事業が公益事業と認めら

れ、医師会が公益社団法人として認定を受けることは、医師会活動が公式に地

域貢献・社会貢献の活動であると認められることであると考える。医師会共同

利用施設は医師会病院、検査・健診センター、介護関連施設など幅広く事業が

展開されているが、今回の公益法人制度改革での認定は、医師会が作り上げて

きた機能が政府にとって将来の日本における医療の大きな資源となり、「社会

に正式に認められた民の公的事業」として存続できることになったも同然であ

ると考える。 

 特に、医師会病院が将来公的病院になり、存続と発展していくには、開設す

る医師会が公益社団法人として認められることは 重要要件のひとつである

と考える。 

 今後、保健、医療、福祉・介護の三本柱を一体化し連携させれば、合理的に

地域医療を充実させることができるであろう。 

 超高齢化時代に対応していくには在宅医療が中心になると考えられ、在宅医

療、在宅緩和ケアが重要視される。医療依存度の高い要介護者が増加する現在、

かかりつけ医による在宅医療患者の急変時に対応できる後方病院としての医

師会病院の医療、さらに医師会訪問看護ステーションの看護・介護、老健施設

から在宅へと、急性期、亜急性期、慢性期の医療から介護へと繋げていけるの

は在宅医療の連携拠点機能を持つ医師会共同利用施設しかなく、今後ますます

地域医療になくてはならない組織である。このように、医師会事業全体が一体

となり圏域の医療、保健、福祉・介護を支える大きな資源となっていくことが

高い公益性を認められることに繋がってくると考える。 
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＜参考＞「公益法人制度改革」への対応に関するアンケート（平成 23 年６月）

調査結果 － 医師会共同利用施設を運営する郡市区等医師会別の集計 － 

 

 平成 23 年６月に実施した「公益法人制度改革への対応に関するアンケート

調査」を基に、医師会病院を運営している医師会、検査健診施設を運営する医

師会、訪問看護ステーションを運営している医師会について、それぞれ集計し

た。 

 772 郡市区医師会のうち、公益社団法人を目指すのは 57 医師会（7.4％）で

あるが、医師会病院を運営する医師会は 63 医師会のうち 15 医師会（23.8％）、

検査健診施設を運営している医師会は 128 医師会中 19 医師会（14.8％）、訪問

看護ステーションを運営している医師会は 234 医師会中 26 医師会（11.1％）

と、いずれも高い割合となっている。 

 また、公益社団法人への移行を決めた理由については、「従来から公益を担

ってきた医師会の姿勢として、医師会の公益性を内外に明確に示すため」が

大の理由となっている（57郡市区医師会中 53 医師会（93.0％）、医師会病院を

運営している 15 医師会中 15 医師会（100.0％）、検査健診施設を運営する 19

医師会中 18 医師会（94.7％）、訪問看護ステーションを運営する 26 医師会中

25 医師会（96.2％））。 

 なお、公益社団法人だけに認められる税制上の優遇についても医師会病院を

運営する医師会、検査健診センターを運営する医師会で高い割合となっている。 
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問１．現時点での新制度下における貴会の方向性について、お聞かせ下さい。 

  郡市区等 

医師会 

うち医師会 

病院を運営 

うち検査健診 

施設を運営 

うち訪問看護

ＳＴを運営 

[回答対象数] 772 医師会 63 医師会 128 医師会 234 医師会 

①公益社団法人 57 (7.4%) 15 (23.8%) 19 (14.8%) 26 (11.1%)

②非営利徹底型一般社団法人 513 (66.5%) 31 (49.2%) 76 (59.4%) 153 (65.4%)

③非営利徹底型一般社団法人へ移行し

た後に、公益認定を目指す 
45 (5.8%) 6 (9.5%) 13 (10.2%) 21 (9.0%)

④合併 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

⑤現在、法人格をもたない組織である 59 (7.6%) 0 (0.0%) 1 (0.8%) 1 (0.4%)

⑥解散等により新制度への移行予定な

し 
4 (0.5%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

⑦検討中 86 (11.1%) 11 (17.5%) 18 (14.1%) 32 (13.7%)

⑧その他 8 (1.0%) 0 (0.0%) 1 (0.8%) 1 (0.4%)
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問１-1．問１で 「①公益社団法人 」を選ばれた医師会にお伺いいたします。 

公益社団法人への移行を決めた理由等についてお聞かせ下さい。［複数選択可］ 

  郡市区等 

医師会 

うち医師会 

病院を運営 

うち検査健診 

施設を運営 

うち訪問看護

ＳＴを運営 

[回答対象数] 57 医師会 15 医師会 19 医師会 26 医師会 

①公益社団法人になることの社会的

評価の高さに魅かれたため 
37 (64.9%) 9 (60.0%) 14 (73.7%) 18 (69.2%)

②一般社団法人への移行では会員の

理解を得られないため 
4 (7.0%) 1 (6.7%) 2 (10.5%) 2 (7.7%)

③公益社団法人だけに認められる税

制上の優遇（例 利子・配当等に係

る源泉所得税非課税等）に魅力を感

じるため 

22 (38.6%) 8 (53.3%) 13 (68.4%) 9 (34.6%)

④公益社団法人になることで寄附の

増加を期待するため 
3 (5.3%) 0 (0.0%) 1 (5.3%) 1 (3.8%)

⑤公益社団法人になることで会員の

増加を期待するため 
0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

⑥都道府県医師会においては、母体

保護法第 14 条に規定されている人

工妊娠中絶を行うことができる医師

の指定権者であり続けるためには、

現状では公益社団法人になる必要が

あるため ※ 

1 (1.8%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (3.8%)

⑦従来から公益を担ってきた医師会

の姿勢として、医師会の公益性を内

外に明確に示すため 

53 (93.0%) 15 (100.0%) 18 (94.7%) 25 (96.2%)

⑧その他 3 (5.3%) 0 (0.0%) 1 (5.3%) 1 (3.8%)

※ その後の法改正により、一般社団法人となっても引き続き指定権者であり続けることが可能となる。  
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問１-２．問１で「②非営利徹底型一般社団法人」または「③非営利徹底型一般社団法人へ移

行した後に、公益認定を目指す」を選ばれた医師会にお伺いいたします。 

非営利徹底型一般社団法人への移行を決めた理由等についてお聞かせ下さい。[複数選択可]  

  郡市区等 

医師会 

うち医師会 

病院を運営 

うち検査健診 

施設を運営 

うち訪問看護

ＳＴを運営 

[回答対象数] 558 医師会 37 医師会 89 医師会 174 医師会 

①認定基準の内、収支相償（認定法第

5条第 6号）を充足できないため 
142 (25.4%) 18 (48.6%) 37 (41.6%) 68 (39.1%)

②認定基準の内、公益目的事業比率（同

条第 8号）を充足できないため 
243 (43.5%) 7 (18.9%) 33 (37.1%) 71 (40.8%)

③認定基準の内、遊休財産の保有制限

（同条第 9号）を充足できないため 
97 (17.4%) 3 (8.1%) 18 (20.2%) 34 (19.5%)

④会員区分等によって議決権に差異を

設けたいが、それが同条第 14 号ロに抵

触するおそれがあるため 

6 (1.1%) 0 (0.0%) 1 (1.1%) 3 (1.7%)

⑤①～④以外の公益認定基準の一部を

充足できないため 
24 (4.3%) 2 (5.4%) 1 (1.1%) 4 (2.3%)

⑥公益認定取消し時に財産を失うリス

クがあるため 
183 (32.8%) 20 (54.1%) 37 (41.6%) 81 (46.6%)

⑦将来に亘り、継続して公益認定基準

を満たせるか不安なため 
250 (44.8%) 23 (62.2%) 50 (56.2%) 92 (52.9%)

⑧公益社団法人になることのメリット

を感じないため 
267 (47.8%) 16 (43.2%) 39 (43.8%) 68 (39.1%)

⑨公益社団法人に比べ、自由に様々な

事業を展開できるため 
189 (33.9%) 12 (32.4%) 36 (40.4%) 69 (39.7%)

⑩その他 17 (3.0%) 2 (5.4%) 2 (2.2%) 5 (2.9%)

 



- 8 - 

 

問１-３．問１で「⑦検討中」を選ばれた医師会にお伺いいたします。 

      方向性を決めかねている理由についてお聞かせ下さい。[複数選択可] 

  郡市区等 

医師会 

うち医師会 

病院を運営 

うち検査健診 

施設を運営 

うち訪問看護

ＳＴを運営 

[回答対象数] 86 医師会 11 医師会 18 医師会 32 医師会 

①新公益法人制度の内容を充分に理解し

ていないため 
12 (14.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 2 (6.3%)

②新公益法人制度についての対応に未だ

着手していないため 
25 (29.1%) 1 (9.1%) 2 (11.1%) 6 (18.8%)

③公益社団法人と非営利徹底型一般社団

法人について比較・検討をしているもの

の結論に至らないため 

48 (55.8%) 10 (90.9%) 14 (77.8%) 24 (75.0%)

④その他 15 (17.4%) 0 (0.0%) 3 (16.7%) 4 (12.5%)

 

問２．移行時期について、お聞かせ下さい。 

  郡市区等 

医師会 

うち医師会 

病院を運営 

うち検査健診 

施設を運営 

うち訪問看護

ＳＴを運営 

[回答対象数] 709 医師会 63 医師会 127 医師会 233 医師会 

①公益社団法人へ移行認定済 

（都道府県の合議制機関から認定基準に適

合する旨の答申を得ている場合を含む）  

1 (0.1%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (0.4%)

②非営利徹底型一般社団法人へ移行認可済 

（都道府県の合議制機関から認可基準に適

合する旨の答申を得ている場合を含む）  

18 (2.5%) 0 (0.0%) 1 (0.8%) 1 (0.4%)

③公益社団法人への移行認定申請済 1 (0.1%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

④非営利徹底型一般社団法人へ移行認可申

請済 
5 (0.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 2 (0.9%)

⑤平成 23 年度中に申請予定 245 (34.6%) 23 (36.5%) 43 (33.9%) 83 (35.6%)

⑥平成 24 年度中に申請予定 336 (47.4%) 33 (52.4%) 72 (56.7%) 123 (52.8%)

⑦平成 25 年度中に申請予定 47 (6.6%) 3 (4.8%) 7 (5.5%) 10 (4.3%)

⑧検討中 50 (7.1%) 4 (6.3%) 3 (2.4%) 11 (4.7%)

⑨その他 6 (0.8%) 0 (0.0%) 1 (0.8%) 2 (0.9%)
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問２-1．問２で⑤～⑨を選ばれた医師会にお伺いいたします。 

     具体的な準備がどこまで進んでいるかについて、お聞かせ下さい。[複数選択可] 

  郡市区等 

医師会 

うち医師会 

病院を運営 

うち検査健診 

施設を運営 

うち訪問看護

ＳＴを運営 

[回答対象数] 684 医師会 63 医師会 126 医師会 229 医師会 

①事業の洗い出し作業に着手 293 (42.8%) 31 (49.2%) 68 (54.0%) 113 (49.3%)

②事業のグルーピングと共通費の配賦作

業に着手 
199 (29.1%) 26 (41.3%) 57 (45.2%) 89 (38.9%)

③予算または決算を資金収支から損益計

算に変換する作業に着手 
230 (33.6%) 26 (41.3%) 57 (45.2%) 90 (39.3%)

④公益認定基準の充足状況の確認作業に

着手 
82 (12.0%) 12 (19.0%) 23 (18.3%) 43 (18.8%)

⑤公益目的支出計画の試算作業に着手 174 (25.4%) 14 (22.2%) 46 (36.5%) 73 (31.9%)

⑥定款・諸規程変更案の作成作業に着手 373 (54.5%) 38 (60.3%) 78 (61.9%) 137 (59.8%)

⑦移行認定（または認可）申請書類の作

成作業に着手 
137 (20.0%) 10 (15.9%) 27 (21.4%) 49 (21.4%)

⑧公益・一般いずれを目指すかの方向性

についての理事会決議済 
326 (47.7%) 29 (46.0%) 64 (50.8%) 118 (51.5%)

⑨公益・一般いずれを目指すかの方向性

についての社員総会（または代議員会）

決議済 

257 (37.6%) 25 (39.7%) 48 (38.1%) 84 (36.7%)

⑩その他 76 (11.1%) 4 (6.3%) 11 (8.7%) 24 (10.5%)
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Ⅲ．医師会病院 

 

１．医師会病院の課題 

 医師会病院を運営していく上での 重要課題のひとつとしては、医師確保と

看護職員確保がいかにできるかが挙げられる。 

研修医制度改革により、地方の大学医局への入局者は減り、大学は地域の病

院から医師の引き上げを行い、医師確保は非常に厳しい状況である。そのため

勤務環境整備や医学生に対する奨学金制度等が行われているが、即効性はない。

現在、大学では地域枠推薦入学が行われ、今後は地域枠の卒業生が出てくるが、

公的病院に優先的に配置すると公言している行政もある。従って、独自ルート

や行政との連携などありとあらゆる手段を駆使して医師確保の手立てを講じ

ていく必要がある。 

 また、女性勤務医をいかに確保するか。例えば島根県益田市医師会の増田地

域医療センター医師会病院では、結婚・出産・育児・育児後の職場復帰支援に

あわせて、短時間正規職員制度・パート制・当直免除・院内保育等の働きやす

い職場環境をつくることによって女性医師の確保に努めており、かなり有効な

実績がでている。また、看護職員確保に関しても、業務改善や 24 時間 365 日

の院内保育の実施により、離職者の大幅な減少となっており、また看護職員教

育の充実によって新たな看護職員確保に繋がっている。 

 医師会病院は常に住民・圏域のニーズは何かを知り、どうずればそのニーズ

に答えられるかを追求し、地域に密着した医療を提供する努力を常に行ってい

る。急性期、亜急性期、慢性期そして介護に繋げていける病院であることも重

要であり、病診連携、診診連携、介護との連携により、医師会員の活動の場も

広がる。また、収益を求めるだけでなく、会員参加の無医地区への巡回診療、

中山間地域の診療所への医師派遣、会員の学会出席時等の代診派遣等も検討す

べき課題である。また、ＪＭＡＴ（Japan Medical Association Team）のよう



- 11 - 

な緊急時救援対策をとっておくことも重要である。 

 医師会病院は、勤務環境や勤務内容の改善をするなど、働きやすい職場づく

りを常に心がけ、医師や看護職員が進んで勤務したくなるような病院づくりを

目指して努力を続けていく必要がある。 

 

 医師会共同利用施設のなかで、医師会病院が経営困難に陥り苦慮している。 

地域医師会により設立された医師会病院は、診療所との連携により地域医療

に貢献しようとする熱意と努力の表れであった。そこには診療所にない機能を

医師会病院に求めた医療体系であり、まさに公益的なものといえる。 

 しかし現状をみると、公的病院が篤い財政支援を受けて運営されている一方

で、医師会病院は公的医療機関の認定を受けられず恒常的に綱渡りの経営を余

儀なくされている。医師会病院は設立母体の医師会やその構成員である医師会

員の利益を得るためではなく、あくまでも地域住民の利益のために運営されて

きており、医師会病院は公的医療機関と医師会病院の地域への貢献度に差があ

るとは思えず、公的医療機関と認定されてしかるべきではなかろうか。 

 昭和 23 年５月８日の医療制度審議会の総会において成案とされた医療法案

についての答申によれば、公的医療機関の設置主体が備えるべき８項目の要件

が示されているが、医師会病院はほとんどの項目を備えているものと思われる。

もし不備を問われるとすれば、第４項目の「その経営が経済的変動によって左

右されないような財政的基礎を有し、かつ今後必要に応じ公的医療機関を整備

しうる能力（特に財政的能力）を有すること」であろう。 

 しかし事業税の非課税範囲が広い上に多くの補助金を受けている公的医療

機関と丸裸の医師会病院とを同列に置いて比較するのは公平とは思えない。 

 わが国の医療は世界に誇る国民皆保険制度を有しているが、近年その診療報

酬は改定毎に抑制されてきた。今日医師会病院が苦境に立たされているのはこ

のためであるといっても過言ではない。このまま放置すれば、診療所とともに
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地域医療の中心を担う医師会病院は経営困難に陥り、地域医療は崩壊の道を辿

るに違いない。 

 今後は、医師会病院を運営する医師会が公益社団法人の認定を経て、次に医

師会病院が公的医療機関の認定を受けることで、将来に亘って医師派遣の優先

医療機関の地位等を確保すべきと考える。 

 

２．医療法 31 条における公的医療機関への位置付け 

島根県益田市医師会は、平成 21 年度より医師会共同利用施設である医師会

立病院が医療法第 31 条における公的医療機関として位置付けされるよう要望

してきた。この要望は、地域医療の中核・基幹病院である医師会立病院が、何

ゆえに日本赤十字社や恩賜財団済生会等の病院と同様の機能や役割を担い、地

域貢献活動についてはより積極的に行っているのに、行政より財政・人的支援

のある公的医療機関と認められていないのかという疑問が発端であった。大学

医局からの医師派遣引き上げや特定の診療科医師の不足から地域医療崩壊が

既に始まっている圏域で奮闘する益田市医師会立益田地域医療センター医師

会病院は、今回の日医総研のアンケート調査によって、市民から地域に無くて

はならない病院として高い評価を得ていること、さらに、市民は公的医療機関

との財政支援及び人的支援の格差を是正するために公的医療機関指定の見直

しまで望んでいること、その上で市民が一番に望む既に崩壊してしまった圏域

の周産期医療を医師会立病院が立て直すことを願っていることなどが明らか

にされた。 

 益田市医師会立益田地域医療センター医師会病院は昭和 63 年よりＱＣ

（Quality Control）活動、平成 13 年よりＴＱＭ（Total Quality Management）

活動、また、昭和 63 年より業務改善提言制度、平成９年より給料に人事考課

制度を導入し、職員のモチベーションを上げ、接遇・医療安全等もプラスにな

り、地域住民から支援される病院に成長した。 

 医師会が地域住民のニーズに対応して医療・保健・福祉・介護サービスを提
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供して、地域医療貢献・地域社会貢献を行っている「医師会立病院等医師会共

同利用施設」が存続するためには、まず医師会共同利用施設の公益事業認定や

地域医師会の公益社団法人認定が不可欠である。その上で、医師不足・財源不

足の現在において、行政は医師派遣や交付金給付は現在の公的病院を優先する

と公言していることへの対応として、早急に医師会病院を医療法第 31 条での

公的病院として位置付けされる必要がある。医師会立病院の医療法上の公的医

療機関への位置付けを要望している他の地域医師会でも、同様の調査を広く実

施し、多くの国民が「医師会病院」を「公的医療機関」として認めるべきとす

る意向であることを明らかにし、これを政策的エビデンスとして活用すること

が望まれる。今後も日本医師会及び都道府県医師会と、思いを同じくする医師

会立病院を運営する全国の地域医師会と共闘していくことを願うものである。 

 先述したとおり、岡山県赤磐医師会病院は再編統合により、自治体病院の機

能を担うこととなった。これはまさに医師会病院が医療法上の公的医療機関と

しての役割を果たすことを意味するものと言えるだろう。 
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＜参考＞医師会病院の医療法上の公的医療機関への位置付けに関する調査結果 

 日本医師会が実施した「医師会病院の医療法上の公的医療機関への位置付け

に関する調査」は、平成 23年 12 月に医療法上の公的医療機関になることのメ

リット・デメリットについての資料を添付したうえで、医師会病院を開設する

59 医師会を対象に実施した。 

 調査結果は下記に示すとおりである。 

 回答は 38 医師会で、回答率は 64.4％であったが、調査対象の約半数弱の 27

医師会が医療法上の公的医療機関への位置付けを希望した。 

 医療法上の公的医療機関になるためには医師会自体が公益法人制度改革に

おいて公益法人になることが必須であるが、必ずしも希望する全ての医師会が

公益法人となることを目指していない。 

 また、もし、医療法上の公的医療機関に位置付けられても、資金面での補助

対象にされるとは考えにくく、病床数の調整や運営の報告等、義務だけが多く

なるとも予想される。そのため、医療法上の公的医療機関への位置付けは、医

師会立病院の行政からの独立性を考えるとなじまない、医師会立病院の重要性

に関する行政へのアピールは違った方法でのアプローチが必要だ、との意見も

ある。 

 一方で、先述のとおり、岡山県赤磐医師会病院のように医療法上の公的医療

機関である自治体病院の機能を担うことになる医師会病院もある。 

 これらを勘案するとき、現在は開設者ごとに公的医療機関かどうかが定めら

れているが、これを地域の実情に応じてその病院の果たしている機能に着目し

て公的医療機関とする方策を模索すべきと考える。 
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医師会病院の医療法上の公的医療機関への位置付けに関する調査 

 

（１）調査対象：医師会病院を開設する 59 医師会（平成 23 年 12 月現在） 

（２）回  答：38 医師会（回答率 64.4％） 

（３）回答内容：Ａ.希望する  27 医師会   Ｄ.未定  06 医師会 

（３）回答内容：Ｂ.希望しない 01 医師会   Ｅ.その他 01 医師会 

（３）回答内容：Ｃ.検討中  0 3 医師会 

 

（４）各医師会からのコメント（位置付けを希望） 

○  塩原温泉病院は、昭和 47 年４月に栃木県医師会温泉研究所付属塩原病

院として開設の後、平成９年２月に国立病院等の再編成に伴う特別措置に

関する法律（昭和 62 年法律第 106 号）に基づき、国立塩原温泉病院の土

地建物の無償移管を受けたことにより、公的医療機関の取り扱いに近い開

設者として開院しました。 

 更に、平成 19 年９月には新病院を建設しましたが、この病院建設に際

しては、栃木県補助金等交付規則（昭和 36 年栃木県規則第 33 号）により

栃木県北リハビリテーション拠点施設整備費補助金を受けると共に、医療

法（昭和 23 年法律第 205 号）第 31 条に規定する公的医療機関及びこれに

準ずると知事が認める医療機関（以下公的医療機関という。）として栃木

県公的医療機関等整備資金の借り入れを受け、「県北総合リハビリテーシ

ョンセンター栃木県医師会塩原温泉病院」として開院しております。 

 また、固定資産税・都市計画税の取り扱いに関しては、那須塩原市税条

例 71 条第１項４号に規定する適用により、減免等の対応を受けておりま

す。 

 

○  市町村立の病院が縮小傾向にあり、補完としても必要であると思料する。 

 

○  社会の公共財としての使命を自覚し、地域医療を行っている医師会病院

は、公的医療機関へ位置付けられるべきである。 

財務の透明化は必須の条件である。 

また、自主自立の精神で経営を行っていく必要がある。補助金、税制の

優遇などを過度に期待してはならないと考えている。 

  

○  医師会病院それぞれに運営する考え方に温度差があり、全ての医師会病

院が同時に足並みを揃えて公的医療機関となることは困難であると考え

ます。 

 公的医療機関としての要件をクリアーしかつ公的医療機関となること

を希望する病院を対象とした制度が現実的で無理がないと考えます。 
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○  赤磐医師会病院は昭和 57 年３月開設で、今年 30 年を迎える。また平成

16 年７月に地域医療支援病院に承認されている。赤磐医師会の会員数は

80 名弱、Ａ会員は 44 名と小さな医師会であるが、現在赤磐地域は、岡山

県の地域医療再生計画の目玉として、岡山県保健福祉部医療推進課および

備前保健所の指導の下に、着々と医療再編が実施されようとしている。具

体的には別紙の如くであり、50 床の自治体病院を無床診療所化するのに伴

い、その病床の受け皿として指定され、増床・増築のために補助金が交付

される予定である。 

民間病院が、地域医療再編の要として、公立病院閉鎖の受け皿となるこ

とは、今までに前例の無いことである。当然のことながら、赤磐医師会病

院は、公益法人改革においても、主たる事業のほとんどは公益目的事業と

考えられ、公益認定を目指している。以上のような事情から、公的医療機

関として位置づけられることを希望する。 

 しかしながら、常勤医師の十分な確保が困難であり、また当直の一部を

非常勤医師に頼らざるを得ず、公的医療機関に課される義務としての活動

に対して常勤勤務医の疲弊を招きかねかなことを懸念している。 

 

○  利益を追求する、いわゆる「株式会社病院」とは明らかに異なることを

明示したい。 

 

○  特別交付税の対象医療機関として公的医療機関があるが、要件、例えば

施設基準等、詳細を知りたいのですが。 

 

○  宗像市には公立病院がないため実質的に市立病院のような機能を代替

させられている。 

 

○  当医師会病院は、 

１．紹介制（紹介率 90％）の共同利用施設である事。 

２．地域医療支援病院である事。 

３．医療の規模と質の面から地域の中核病院である事。 

４．休日夜間急患センターとして一次救急を年間を通して実施している。 

５．救急告示病院である事。二次輪番病院である事。 

６．災害拠点病院である事。 

７．市民公開講座や各種研修会を実施し、医療への啓蒙活動を実施している事。 

８．人間ドックや各種健診を実施している事 

 以上の事から行政サービス部分と密接に関連している業務を行ってい

る事。それらにより、地域からは公的医療機関として認知されていると思

われる。 

補助金等の対象枠としては狭い。 

開放型病院であることから事業税・法人税は非課税であるが、今後の法
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人制度改革での変更が懸念される。 

 

○  医師会病院などは、地方に設置されている場合が多く、現在の医師不足

は、都市部より深刻である。公的医療機関へ優先的に医師を配置するシス

テムの構築が望まれる。 

 

○  公的医療機関へ位置づけがなされた場合には、行政とのより深い信頼関

係を築く必要がある。また医師確保においては、大学医学部の地域におけ

る位置づけが公的医療機関ということで、医師派遣を受けやすくなること

が期待される。 

 

○  非課税でないと経営ができません。消費税についても考えていただきたい。 

 

 

（５）各医師会からのコメント（位置付けを希望しない・未定・その他） 

○  メリット・デメリットがあると思われるが、当院にとってはデメリット

のほうが多いのではないかと思われ、未定である。 

 

○  当地区には公的医療機関がないため、実質的に同機能を担っている面が

ある。 

 

○  「公的医療機関」へ位置付けられることにより、救急対応医療機関等の

条件が付されるようであれば現段階では条件を満たすことは困難。 

 

○  医師会立病院は「公的」な業務を行ってはいるものの、設立資金・運営

資金等は行政からの補助を受けていない病院のほうが多いと思われる。も

し、医療法上の「公的医療機関」に位置づけられても資金面での補助対象

にされるとは考えにくく、病床数の調整や運営の報告等、義務だけが多く

なると予想される。よって、医療法上の「公的医療機関」への位置付けは、

医師会立病院の行政からの独立性（医師会は行政の機関ではない！）を考

えるとなじまないと考える。しかし、医師会立病院の重要性は、これから

も国・県にアピールすべきであり、違った方法でのアプローチが必要と思

われる。 

 

○  公的医療機関になれば、一般の患者も受け入れる必要が出てくる。 

   現状では会員施設からの紹介患者を受け入れることが原則となってお

り、また現在のスタッフでは到底無理である。 
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医師会病院の医療法上の公的医療機関への位置付けに関する調査 結果一覧表 

 

※ 「公益法人対応」の欄において、「公益法人制度改革への対応に関するアンケート調査（平成 23 年 6 月）

結果報告について」（平成 23 年 8 月 23 日(庶 63））での各医師会の回答結果を併記した。 

都道 

府県 
医 師 会 名 開 設 病 院 名 公益法人対応 

公的位置

付け 

北海道 函館市医師会 函館市医師会病院 公益法人移行済   

秋田県 能代市山本郡医師会 能代山本医師会病院 2.一般法人へ 希望する 

秋田県 由利本荘医師会 由利本荘医師会病院 2.一般法人へ 希望する 

秋田県 湯沢市雄勝郡医師会 湯雄医師会病院 2.一般法人へ 未定 

茨城県 石岡市医師会 石岡市医師会病院 （無回答）   

茨城県 取手市医師会 取手北相馬保健医療センター医師会病院 （無回答）   

茨城県 きぬ医師会 きぬ医師会病院 7.検討中   

栃木県 栃木県医師会 栃木県医師会塩原温泉病院 3.一般から公益へ 希望する 

栃木県 下都賀郡市医師会 下都賀郡市医師会病院 2.一般法人へ 未定 

栃木県 佐野市医師会 佐野市医師会附属佐野医師会病院 2.一般法人へ   

群馬県 群馬県医師会 群馬県医師会温泉研究所附属沢渡病院 1.公益法人へ 希望する 

群馬県 伊勢崎佐波医師会 伊勢崎佐波医師会病院 7.検討中   

埼玉県 東松山医師会 東松山医師会病院 （無回答） 希望する 

東京都 板橋区医師会 板橋区医師会病院 7.検討中   

岐阜県 海津市医師会 海津市医師会病院 2.一般法人へ   

鳥取県 鳥取県中部医師会 鳥取県中部医師会立三朝温泉病院 1.公益法人へ 希望する 

島根県 安来市医師会 安来市医師会病院 2.一般法人へ 未定 

島根県 益田市医師会 益田地域医療センター医師会病院 1.公益法人へ 希望する 

岡山県 赤磐医師会 赤磐医師会病院 1.公益法人へ 希望する 

広島県 呉市医師会 呉市医師会病院 2.一般法人へ 希望する 

広島県 三原市医師会 三原市医師会病院 1.公益法人へ 希望する 

広島県 因島医師会 因島医師会病院 2.一般法人へ 希望する 

広島県 三次地区医師会 三次地区医療センター 2.一般法人へ   

山口県 下関市医師会 下関市医師会病院 2.一般法人へ 希望する 

山口県 徳山医師会 徳山医師会病院 7.検討中   

山口県 岩国市医師会 岩国市医療センタ－医師会病院 3.一般から公益へ   

徳島県 阿南市医師会 阿南医師会中央病院 2.一般法人へ   
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都道 

府県 
医 師 会 名 開 設 病 院 名 公益法人対応 

公的位置

付け 

愛媛県 今治市医師会 今治市医師会市民病院 3.一般から公益へ   

愛媛県 喜多医師会 喜多医師会病院 2.一般法人へ 希望する 

愛媛県 八幡浜医師会 八幡浜医師会立双岩病院 2.一般法人へ 希望する 

福岡県 遠賀中間医師会 遠賀中間医師会おんが病院・おかがき病院 3.一般から公益へ 希望する 

福岡県 福岡市医師会 福岡市医師会成人病センタ－ 2.一般法人へ 希望する 

福岡県 糸島医師会 糸島医師会病院 2.一般法人へ 未定 

福岡県 宗像医師会 宗像医師会病院 2.一般法人へ 希望する 

福岡県 朝倉医師会 朝倉医師会病院 2.一般法人へ 希望する 

佐賀県 唐津東松浦医師会 唐津東松浦医師会医療センター 2.一般法人へ 未定 

熊本県 熊本市医師会 熊本市医師会熊本地域医療センター 3.一般から公益へ 検討中 

熊本県 玉名郡市医師会 玉名地域保健医療センター 2.一般法人へ その他 

熊本県 菊池郡市医師会 菊池郡市医師会立病院 3.一般から公益へ 希望する 

熊本県 八代市医師会 八代市医師会立病院 2.一般法人へ 未定 

熊本県 八代郡医師会 八代郡医師会立病院 2.一般法人へ   

熊本県 天草郡市医師会 天草地域医療センタ－・苓北医師会病院 7.検討中 希望する 

大分県 竹田市医師会 竹田医師会病院 2.一般法人へ 希望する 

大分県 宇佐市医師会 宇佐高田医師会病院 2.一般法人へ 希望する 

大分県 大分市医師会 大分市医師会立アルメイダ病院 2.一般法人へ 希望する 

大分県 津久見市医師会 津久見市医師会立津久見中央病院 2.一般法人へ   

大分県 臼杵市医師会 臼杵市医師会立コスモス病院 2.一般法人へ   

宮崎県 宮崎市郡医師会 宮崎市郡医師会病院 7.検討中   

宮崎県 都城市北諸県郡医師会 都城市郡医師会病院 2.一般法人へ 希望する 

宮崎県 延岡市医師会 延岡市医師会病院 3.一般から公益へ 希望せず 

鹿児島県 鹿児島市医師会 鹿児島市医師会病院 1.公益法人へ 検討中 

鹿児島県 川内市医師会 川内市医師会立市民病院 1.公益法人へ 希望する 

鹿児島県 いちき串木野市医師会 脳神経外科センタ－ 1.公益法人へ 検討中 

鹿児島県 薩摩郡医師会 薩摩郡医師会病院 1.公益法人へ   

鹿児島県 出水郡医師会 出水郡医師会立第二病院・阿久根市民病院 1.公益法人へ 希望する 

鹿児島県 曽於郡医師会 曽於郡医師会立病院・有明病院 1.公益法人へ   

鹿児島県 肝属郡医師会 肝属郡医師会立病院 1.公益法人へ 希望する 

鹿児島県 大島郡医師会 大島郡医師会病院 1.公益法人へ   

沖縄県 北部地区医師会 北部地区医師会病院・心臓血管センター 1.公益法人へ   
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３．地域医療支援病院のあり方、要件について 

 地域の病院、診療所などを後方支援する形で、医療機関の機能を役割分担さ

せ、連携を進める目的で創設されたはずの地域医療支援病院が、今や診療報酬

上の加算算定という目的にすり替わってしまっている。医師会病院は医師不足

の病院への救援医師派遣、診療所への代診医師派遣等、実際に後方支援を行っ

ているが、公的病院などは地域医療支援病院としての実績がないところも多い

ため、地域医療支援病院の見直しをすべきである。 

 当初、地域医療支援病院は医師会病院を念頭に置いて制度が創設された。病

院、診療所の後方支援を「紹介外来」「入院治療における共同指導」「検査機器

の共同利用」「手術室の共同利用」等、診療所への後方支援と機能の役割分担

を担っている医師会立病院は、真の地域医療支援病院として評価されるべきで

ある。 

 現在の条件は問題があるため、当初のように紹介率 80％以上に戻すことも検

討すべきである。 

また、現在加算点はなくなったが、病院への評価を紹介率、共同利用病床率・

検査機器等の共同利用率等の割合により、ＤＰＣ（Diagnosis Procedure 

Combination：診断群分類）の機能評価係数の中で評価を求めたい。 
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＜参考＞地域医療支援病院の問題点について（平成 23 年９月 23 日付 静岡県

医療審議会書面審議意見書） 

地域医療支援病院は、1998 年の第３次医療法改正により「紹介患者に対する

医療提供、医療機器等の共同利用の実施等を通じ、第一線の地域医療を担うか

かりつけ医、かかりつけ歯科医等を支援する能力を備え、地域医療の確保を図

る病院として相応しい構造設備等を有する」病院として制度化された。 

当初は、紹介率が 80％を上回ることが承認要件であったが、2004 年に見直

しが行われ、逆紹介率との組み合わせにより紹介率は 低 40％超でも良いこと

となった。承認要件の見直し後は、それまで全国で 62 ヶ所あった地域医療支

援病院は、国公立病院を中心として毎年 40～50 病院増え続け、2010 年には 340

ヶ所と僅か６年間で５倍強となっている。 

地域医療支援病院のうち、都道府県・市町村立および公的病院では 500 床以

上の病院が半数を超えており、大規模化の傾向がうかがえる。これに対して、

地域医療支援病院の創設当時に多く承認された医師会病院は、ほとんどが 300

床未満の病院である。現在、開設者別の平均値で、制度化当時の「紹介率 80％

超」という要件を達成しているところはなく、医師会病院の平均紹介率が

79.9％と も高い。また、新たに承認される病院ほど紹介率が低く、2010 年に

承認された病院の平均紹介率は 61.6％に止まっている。多くの病院が「紹介率

60％超、逆紹介率 30％超」という要件で承認されているということである。 

地域医療支援病院は、その名のごとく「地域医療を支援すること」がその使

命であり、原則として紹介外来制を実施することとされているが、これは病院

と診療所の機能分化と連携を明確にすることがこの事業の主たる目的である

ことを表している。また、地域の医療機関との高額医療機器の共同利用や医療

従事者に対する研究・研修を通じて連携の強化を図ることや、救急医療に対応

できる病床や体制を確保することが名称承認の必要条件とされている。 

地域医療支援病院はすべての二次医療圏に整備することを目標として創設

されたが、現在も全国の二次医療圏のうち半数近くの医療圏では地域医療支援
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病院がない。一方、二次医療圏のうち約２割の医療圏では複数の地域医療支援

病院がある。また、その創設時には、紹介率が 80％を上回ることという要件が

あったが、昨今は当時の要件からは乖離する病院が目立ってきている。もちろ

ん多くの病院は 2004 年に見直された要件は達成しているわけであるが、救急

医療体制やかかりつけ医の支援等、その実態には首を傾げざるを得ないような

病院もあり、要件見直しによる成果についての検証も行なわれていない。また、

すべての二次医療圏に整備するという目標も達成されていないが、これについ

ても国として特段の対策がとられているわけでもない。 

ところで、どうして 近になって国公立病院を中心に地域医療支援病院が急

増しているのであろうか。承認要件が緩和されたことだけが理由ではないはず

である。実のところ、地域医療支援病院は医師会以外が開設主体の病院はほと

んどがＤＰＣ病院であり、機能評価係数Ⅰ（0.0327）を算定している。ＤＰＣ

病院においては、診断群分類ごとの１日当たり点数に対して機能評価係数とし

て 3.27％が上乗せされるという診療報酬上の特典がある。また、地域医療支援

病院に承認されれば、地域医療支援病院入院診療加算の算定が可能となり、入

院初日に患者一人当たり1,000点の加算ができるようになる。こうした理由が、

地域医療支援病院が本来の趣旨を逸脱し、「経営改善ツール」と批判される論

拠となっている。 

平成 23 年３月末時点で全国には 349 の二次医療圏域があり、340 の地域医療

支援病院があるが、そのうち地域医療支援病院のある二次医療圏域は 182 であ

る。先述したように、半数の二次医療圏域では地域医療支援病院はなく、約２

割の二次医療圏域に複数の地域医療支援病院が存在しているということであ

る。  

本県においては、これまで８ヶ所の二次医療圏域で 13 ヶ所の地域医療支援

病院が承認されているが、これは愛知県の 11 ヶ所と比較してもかなり多い数

字である。今回の医療審議会（書面審議）では、新たに５ヶ所の届け出がある
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が、これが全て認められれば合計で 18 ヶ所となり、16 ヶ所の東京都をも凌ぐ

数字となる。「原則的に一医療圏域に一ヶ所」とされているのにこれは異常に

多い数と言わざるを得ない。また、今回の申請分を入れると賀茂０、熱海伊東

０、駿東田方２、富士１、静岡６、志太・榛原３、中東遠１、浜松５と、バラ

つきが目立つのも特徴的である。 

地域医療支援病院は、承認要件を満たせば都道府県知事により名称承認を得

ることができるとされている。その際、二次医療圏域ごとの地域医療協議会で

の審議を経て 終的に都道府県医療審議会で審査されるという手順を踏むが、

地域医療協議会での了承さえ得られれば承認されるというのが実態である。医

療審議会での審査は、完全に形骸化されているといっても過言ではない。 

本県では、 近になって、特に自治体病院の地域医療支援病院への参入が目

立ってきている。地域医療支援病院の承認が得られれば、先述したような診療

報酬上の評価により病院の経営は改善し、一般会計からの病院会計への繰入金

は減少するので実施主体である市町にとっても大変都合のいい話ではある。し

かし、その分は医療費に振り返られるわけで、保険者の負担増や患者さんの自

己負担増として跳ね返ってくるということである。この点についても、医療審

議会としても決して看過できない事態であることを強調しておきたい。 

日本医師会では、来年度の診療報酬改定は全面改定を行わず部分改定に止め

るとしているが、その際には、現行制度上における不合理点の解消に努めるこ

とを 重点課題としている。具体的には、「特定機能病院と地域医療支援病院

のあり方」の二点について、今後医療審議会や中医協の場で集中的に議論され

るものと推測される。日本医師会は地域医療支援病院のあり方について、「地

域医療支援病院は本来の目的に立ち返るのか、あるいはその後の環境変化等に

対応した姿に転換するのか、明確な判断が求められる。そのために、国（厚生

労働省）が現状分析、承認要件見直し結果の検証を行なうことが不可欠である」

との見解を述べていることを付記しておく。 
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＜参考＞第 24 回全国医師会共同利用施設総会（山形県）第１分科会 

 鶴岡市立湯田川温泉リハビリテーション病院については、鶴岡市が国から国

立療養所の移譲を受け、公設民営方式で鶴岡地区医師会が運営している。発表

では、同病院が地域連携の十字路として果たしている役割の説明とともに、地

域連携パスの広域化やＩＴ化への、行政や医師会のリーダーシップの必要性な

どについて報告がなされた。 

 同病院は完全紹介外来制をとり、患者の 91.8％は地域で急性期医療を一手に

引き受けている庄内病院から紹介され、回復期リハビリテーションなどを行う

とともに、実に 74.9％の患者をかかりつけ医に返しているとのことである。ま

た３年前の岐阜県での総会で報告された鶴岡地区の地域連携電子カルテシス

テム「Ｎｅｔ４Ｕ」とも連動し、退院した患者に対し訪問看護も含めた地域連

携を行っているとの報告もあった。 

 地域連携パスについては、2006 年以降の導入経緯とＩＴ化による分析の報告

があり、統一性のある治療、経過観察が可能となる目的追求型の連携、共同診

療ができ、患者の安心感や満足感に繋がる双方向性の情報伝達、病院のチーム

医療を地域に広げて地域で情報を共有する多職種連携といった、地域連携パス

による連携の特長について説明があった。 

 その上で地域連携パスの運用から得られるものとして、一覧性オーバービュ

ーパスの確保、ＩＴ化によるベータ分析やバリアンス分析による連携の評価と、

その評価に基づいて問題点を解消するＰＤＣＡサイクル（plan-do-check-act 

cycle）、そして顔の見える関係の構築・連携の円滑化があり、これらによって

コメディカルを含めた地域連携の質の向上が図られるとのことであった。 

 結論として、地域連携パスは連携の向上・強化に極めて有用なツールであっ

て、一層の普及・広域化が求められること、また問題点や現状を把握するため

ＩＴ化が必要であること、地域連携パスによる地域連携の明確な将来ビジョン

を確立すべきことが挙げられ、そのためには資金と労力が必要であり、行政や

医師会の強いリーダーシップが期待されると結ばれた。 
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 東京都の板橋区医師会病院について、第二種社会福祉事業、多職種による在

宅医療連携、病児保育などの地域社会への貢献活動と、平常の診療を続けなが

ら行っている耐震補強・改修工事、この２点についての報告があった。 

 まず、第二種社会福祉事業については、ほとんどが社会福祉法人によって担

われている中で、板橋区医師会病院は東京都から認定されて取り組んでおり、

生活困難者のための無料低額診療事業や入院助産事業、ホームレスの診療や医

療相談などについて説明がなされた。また、患者延べ 178,496 人に対し医療費

の減免対象は 20,064 人であり 11.2％に達するとのことであった。 

 次に在宅医療を担当している医師会員への支援協力として、外来検査・Ｃ

Ｔ・ＭＲＩ・血液検査などや、評価入院・病状悪化時の入院診療・看取り・在

退院時合同カンファレンスなどが挙げられた。その中で、板橋区によるモデル

事業として行われている在宅緊急一時入院病床確保事業は、原則として 65 歳

以上の高齢者が対象であり、在宅登録患者制度により登録されているため、緊

急に受け入れる医師会病院のほうも患者の状態などを把握することができる

というものである。また板橋区医師会全体として在宅医療における多職種連携

を重要視しており、さまざまな職種が参加するワークショップや区の医学会シ

ンポジウムなどで、顔の見える関係を構築しているとのことであった。 

 次に、平成 21 年度から板橋区からの委託を受けて行っている、お迎えつき

病児・病後児保育室事業について、共働きやひとり親が増加する中、保育所や

幼稚園の子どもが体調を悪くしたときは、医師会病院の看護職員が迎えに行っ

て、小児科外来で診察させて保育室で預かり、保護者が迎えに来たときに医師

会から病状の説明をするというものであり、少子化が進み女性が社会進出をす

る状況の中で、有効な子育て支援策である。利用件数も 近になって特に増加

し、満室状態が続いているとのことであった。 

 続いて昭和 47 年に建設され耐震基準を満たしていない病棟の耐震補強工事
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について報告があった。病院の機能を保ったまま入院診療、外来診療を継続す

る必要があるため、工事は各部門を次々に移動させながら行われ、時間帯も深

夜に及ぶなど、大変な苦労を続けているとのことであった。他の医師会病院に

とってもモデルとなるのではないかと思われる。 

 50 万人以上の人口を擁し、２つの大学病院を含めて多数の病院が立地する板

橋区にあって、他の医療機関以上に地域社会に貢献することが、医師会病院の

存在意義として重要とのことである。そして、病院事業を見直した結果、第二

種福祉事業・在宅一時入院病床確保事業・病児保育など、他にはない非常に公

益性の高い機能・事業を多く持つことを再確認されたとのことであった。 

 

 宮崎県の都城市郡医師会病院について、医師会と地元行政との協力により、

地域の救急医療体制を築いてきた経緯と、その協力関係により地域医療再生基

金も利用して、医師会病院など３施設の新築移転を行う「都城地域健康医療ゾ

ーン整備事業」の報告があった。 

 宮崎県内では県北、県央、県南は県立病院があるのに対して、医師会病院の

ある県西地区には県立病院等がないために、医師会と地元行政が協力し、医師

会病院と都城市設置・医師会運営の初期救急を担う救急センター、そして検査

を担う健康センターの３施設が一体となって救急医療体制を築いてきたとの

ことであった。 

 医師会病院は県西地区と隣の鹿児島県の曽於市と志布志市も含めた３市１

町の二次救急医療体制を担ってきたが、施設の老朽化や施設の狭隘化、地域偏

在などから新築移転の必要性を市に働きかけてきたとのことである。その背景

もあって１市４町の合併で誕生した現在の都城市が、救急医療体制の充実を基

本政策として位置付け、平成20年に都城インターチェンジ近くに医師会病院、

救急センター、健康センターの３施設を整備する「医療ゾーン整備事業」を決

め、これに広域定住自立圏や４疾病５事業、地域医療再生基金など国の施策が
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あいまって実現に向かっているとのことである。 

 また現在の施設では費用の 47.3％を医師会が負担したのに対して、今回の新

築計画では 67 億 6,800 万円の費用のうち、医師会負担分は 15 億円（22.2％）

にとどまったとの報告があった。地域医療再生基金からは 12 億円（17.7％）

が拠出されるとのことである。なお、日医総研の「建設セカンドオピニオン」

を導入し、発注者の立場に立った専門的なアドバイスを受けたとのことである。 

 また、新築移転でも現在のとおり、医師会が医師会病院を開設し、都城市が

救急センターおよび健康センターを設置する方式を変えず、さらに３施設をよ

り効率的に運用するために、１棟建てにより整備する「共同整備・区分所有方

式」をとるとのことであった。この「共同整備・区分所有方式」の長所として、

それぞれの施設の長所を生かし短所を補うこと、財源の確保、将来の施設運営

協力体制の構築を、また短所では役所のルール調整の難しさが挙げられた。 

 

 日医総研による、医師会病院の公的医療機関への位置付けに関する研究の報

告では、医師法の公的医療機関の規定対象病院は約 60 年間ほぼ変わっておら

ず、益田市民へのアンケートでもこの点は問題であると認識されているとの回

答であった。 報告後に、医師会と行政との関係をテーマとして活発な質疑応

答が行われ、行政に医療への関心を持ってもらうことは難しい、逆に行政から

補助をもらうかわりに規制を受けるよりは自己資金としたほうが動きやすい、

補助をもらわないほうが医師会の活動に良い面もある、あるいは補助は医師会

が政策医療を担い、行政が市民のために分担するためのものといった意見が出

された。また医師会病院が公的医療機関となった場合の問題点についても、意

見交換が行われた。 

 また在宅医療について、急変した在宅患者を受け入れるための空床確保策や、

地域の医療関係者の理解と協力、特に病院勤務医への啓発の必要性などについ

ても意見交換が行われた。 
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Ⅳ．医師会臨床検査・健診センター 

 

１．医師会臨床検査・健診センターの現状と課題 

 現在、医師会共同利用施設の中で、「検査・健診センター」として稼働して

いる施設は、175 施設である（2011 年４月現在）。2006 年４月の 172 施設から

３施設増加しているが、健診センターが８施設増加し、臨床検査センターが５

施設減少している。1 

 この間、医療費適正化政策のひとつとして、特定健診・特定保健指導という

新しい健康診査制度が開始されたことにより、多くの医師会共同利用施設は、

これに対応するため、健診業務の拡充や電算システムの大幅改修など高額投資

に対応せざるを得なかった。また、臨床検査センターは、診療報酬改定毎に引

き下げられる臨床検査実施料の減点に喘ぎ、競争力を低下させている。 

 時代の変化は、新規開業会員の帰属意識や利用率の低下として現れた他、メ

タボリック症候群を主眼とした特定健診が始まったものの、住民健診としての

括りがあった従前の老健法健診と異なり、保険者毎の括りにより、受診率の伸

び悩みとして現れている。 

 平成 20 年度を初年度とする５ヶ年計画の医療費適正化計画（では、医療費

の伸びを適正化するという政策目標において、在院日数の縮小化ととともに、

国民の健康保持や増進のため、特定健診の実施率 70％（受診率 65％以上）、保

健指導の実施率 45％（受診率 45％以上）と定め、メタボ該当者及び予備軍を

平成 20 年度値から５年間で 10％減少させることを目標としている。しかし、

未だその設定値をクリアすることは困難な状況となっている。 

 平成 23年６月の社会保険審議会医療保険部会の中間評価や10月の報告では、

 
1 （医師会共同利用施設設立状況調査結果（平成 18 年４月）、医師会共同利用施設一

覧（2011 年４月１日現在）、日本医師会） 
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保険者の取り組みについて報告している。特定健診の実施率は平成 20 年度

38.9％（30.1％：全国健康保険協会～59.9％：共済組合）、平成 21 年度速報値

40.5％（30.3％：全国健康保険協会～65.4％：共済組合）であり、平成 22 年

度の暫定値も年度末には公表される予定である。 

実施率の高い「上位保険者（＝実施率 50～80％以上）」が実施してきた方法

論を精査し、評価すると①がん検診との同時実施、②健診期間の限定実施（概

ね３ヶ月）、③被扶養者への対応（健保組合）では実施期間の限定と集中的勧

奨活動、④保険者毎の独自取り組みとなる地域人材の活用や服薬指導などを含

めた保健指導を行っていると報告されている。 

 しかし、医師会共同利用施設が関与している地域の（国保を中心とした）特

定健診や企業健診等の保健指導では、このような数字は実感できない。 

 受診勧奨事業を行っている佐賀県医師会成人病予防センターの調査でも、未

受診の理由に①新しい健診制度が分からない、理解できない②通院中③かかり

つけ医に任せている、入院していた④忙しい、面倒だ、健診は毎年受けないと

いけないのか等、住民側も混乱している様子がうかがえる。 

受診率の向上策については、各保険者とともに考え、実行できる施策は直ち

に実行し、実施目標を高く掲げているものの、各保険者側の取組方や意識の差

によって、大きく左右されていることは否めない。 

 佐賀県においては、佐賀県医師会が特定健診の準備段階から保険者協議会に

オブザーバーとして参画し、綿密な連携と提言を行ってきた。国保の代表保険

者である佐賀市との協議の中で、受診率増加のため、がん検診との同時実施は

もとより、実施時期の拡大化とともに、集団方式の充実や会員医療機関を利用

する個別方式の実施が不可欠として、会員の協力のもと「ミニドック」「毎日

健診」を行いながら、慢性疾患や通院患者の血液検査時に特定健診を実施する

「ヘルスサポート健診」を試み、全県下に拡大中である。 

佐賀県医師会の方針（第 23 回全国医師会共同利用施設総会発表、岐阜市
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2008.9）としては、特定健診・特定保健指導を推進し、医師会共同利用施設の

使命としては、集団健診・個別健診の活性化を両立させ、従来の集団健診はも

とより、さらに個別健診を充実させて、かかりつけ医療の道標として、ひいて

は安心・安全な地域医療を提供することにあると考える。 

 

現在、検査センターの運営状態はおおむね、逼迫しているとの印象である。

検査収入はほぼ横ばいまたは暫減しており、新規開業会員の獲得にも苦労して

いる施設が多い。健診センターを併設した複合事業体は、相互補完の関係を見

出せるが、健診センター単独では、特定健診・保健指導等での事業収入も受診

率の低迷している。住民への受診勧奨を行いながら、がん検診や職域健診など

を取り込むなどの拡充策を模索すべきであるが、苦労を重ねている施設が多い

のが現状である。 

 九州地区では平成 23 年７月、佐賀市において、第 43回九州地区医師会立共

同利用施設連絡協議会が開催され、検査・健診部門の第２分科会では、懸案の

新規開業会員の獲得についても討議された。電子カルテ利用や検査料金の問題

とともに、開業準備にコンサルタントを利用しているため、用地準備から設計

施工、設備や機材、スタッフとともに、検査受託機関の選定までもセット化さ

れている現状が報告され、新たな獲得方策や営業展開を強化する必要性が訴え

られた。 

 民間業者との関係では、相互協力や競合など色々な方法論が示唆されている

が、地域の特性や施設の特徴を吟味して、前面に出す営業展開が必要であり、

会員との信頼関係構築が も必要な要素と考えられる。 

 

 現在、特定健診は検査項目が減少してから受診率が低下したが、休日も健診

を行って受診率を上げる工夫も検討すべきである。健診でリスク無しの群とリ

スク有りの群の 10 年後の比較ではリスク有りの群の医療費が４倍高かったと
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いうデータがある。将来の医療費を抑制するためにも、検査項目を従来と同様

にしてでも健診の受診率を上げる必要があるとする意見もある。 

 特定保健指導は管理栄養士や保健師の業務量の関係で満足するほど実施で

きていない施設が多いと思われる。 

 健診センターは、胃がん・大腸がん・乳がん・子宮がんなどのがん検診を重

点的に行う方向へと進めることも検討すべきであり、休日にも健診をすれば受

診者は増えると考える。また、人間ドッグ・脳ドッグにも力を入れ、幅広く健

診を行い、保健センターとして活動することも一考の余地がある。 
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＜事例１：浦和医師会メディカルセンター＞ 

 

浦和医師会メディカルセンターでは特定健診は実施していないが、会員医療

機関の特定健診の検体については 100％受託している。 

 

＜Ⅰ＞臨床検査センターの抱える課題 

１．診療報酬の引き下げ：当センターでは診療報酬改定毎に 2,000 万円程度の

純利益が減っている。 

２．特定健診：制度施行後からは、基本健康診査施行時と比較すると生化学 10

項目以上の包括が７項目となり、ＣＲＰも無くなり、さらには血算も詳細

な検査となったため、半数に落ち込んだ。その結果、全体の検体数は大き

く変わらないため、機械、人件費を含む手間等は変わらないものの、収入

は診療報酬の改定を別にして減収となっている。 

３．民間センターとの競合 

 １）価格：未だに 90％引き等がある 

 ２）営業的サービス：特別値引き、物品供与等がある 

 ３）集荷時間：民間検査センターは、午前と午後の集荷で夜間測定している

が、浦和医師会メディカルセンターは、午前だけの集荷で午後に測定し

ている 

 ４）ビル複合診療所一括受託：テナントが決まる前に検査所が決定している 

 ５）開業支援（コンサルテーション）時の参入：検査・薬局は決定済み 

 ６）医師会は入会しなくては営業できない 

３．原油高等による機材価格の高騰（採血管や注射器等） 

４．医師会入会率及びメディカルセンター利用率の低下 

 １）ビル診、コンサル誘導開業等  ２）共同利用施設不要論 

 ３）医師会の組織力の低下 

５．データ配信への出費費用 
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＜Ⅱ＞健診センターの抱える課題 

１．行政事業の受託で随意契約が困難となった結果、検診受託単価が引き下げ

られて減収し、民間資本の医療法人が格安で検診を受託している。随意契

約見直しによる、行政検診受託の危機。 

２．安衛法検診で特定健診部分の電子化に対応するコストの問題 

３．胃がんや乳がん検診の受託撮影が多く、通常の検診業務に支障をきたして

おり、また、受託撮影料金が低い。 

４．医師・診療放射線技師の確保（特に女性医師） 

 

＜Ⅲ＞特定健診・特定保健指導について 

１．電子化対応で非採算費用が高騰 

２．個別形式で実施し、保健指導は受診者が結果を聞きに来た時に初回面接を行

うが、特定健診と保健指導の受診券番号が異なる等、国保連合会システムの

問題で請求が煩雑化している。 

３．健診システム・請求システムを構築して、検査結果まで詳細に定められて

煩雑な請求業務をこなしているが、国からは一切それに対する回答がない。 

１）年度集計結果 

２）保険者や地域が異なっても、前回値が分かるようになるはずだった 

４．ＬＤＬ－ＣやＨｂＡ１ｃについて、健診制度が始まった後に、専門学会か

らの指針変更の要望があった。 

５．特定健診の実施により、申し込まなくては受診券を出さない健保組合が多

いなど、被用者保険の被扶養者は健診の機会が事実上無くなり、地域医療

向上に反している。 

６．健診結果のみで保健指導機関を受診した場合、果たして真の指導ができる

のか、基礎疾患を見落としたまま保健指導を行う可能性も高く危険である。 
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＜Ⅳ＞今後の展望について 

１．今後の診療報酬改定において検体検査点数を上げるよう日本医師会は国に

働きかけるべきである。 

２．特定健診の項目を増やすよう日本医師会は国に要望すべきである。 

  特定健診は、肥満と高血圧症、脂質異常症、糖尿病を中心とするメタボリ

ック症候群に特化しており、腎機能や循環器の病気には不十分と考える。

クレアチニン、尿酸や心電図検査を加えるべきである。 

３．妊娠計画から死亡診断まで全ての地域医療を医師会は担っている。これら

は医師会でしかできない事業であり、労働者派遣法でも医師を含む医療職

の派遣は禁止されている。医師会は、医師を派遣するのではなく、医師会

員が地域支援をする形で地域医療を担っている。すなわち医師会なくして

は地域医療は成立しないのだが、 近では、検体検査や健診等、他業者で

もできる行政受託事業について随意契約に異議を唱えるものがいる。会計

検査院は行政事業の随意契約の見直しを指示しているが、学校医、産業医、

予防接種、介護審査、休日急患など、多くの受託事業も同様に随意契約を

見直すべきであるが、そのようなことになれば、地域医療は益々崩壊する

と思われる。よって、行政にとって都合の良いときだけ競合入札を行うこ

とには断固反対すべきである。 

４．医師会に対して校医や園医等の選任要請が来て、医師会員がその役務に赴

いている学校等が、園児・児童・生徒の検診を民間に委託している場合が

極めて多い。契約時に検査健診は医師会を利用することを条件にしても良

いと考える。さらに、学校医等は、検査結果を判断する上で医師会検査セ

ンターを利用してない結果に対しては、判定を断ることも検討すべきと考

える。なお、埼玉県教育委員会では、学校の健診は校医・地元医師会と協

議して決めるよう通達を出している。 
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５．真空採血管、採血管ホルダーや尿スピッツの有料化を検討する。 

６．魅力ある医師会と会員のための検査・健診センター作り。 

７．国は特定健診の集計結果を公表すべき、また、転入者の過去のデータが分

かるようにすべきである。 

８．被用者保険の扶養者が健診を受けられるよう国は指導すべきである。自治

体が健診を行い費用を保険者に請求するシステム作りなど必要。 

 

浦和医師会メディカルセンターのように、特定健診やがん検診が個別形式で、

それに関わる読影・検体検査・請求が医師会一括受託の場合、特定健診やがん

検診で収益を上げるのは困難である。 

今後はデータ配信の推進やアメニティに配慮し、会員サービスに徹するとと

もに職域健診や人間ドッグの件数を増やしていきたいと考える。 
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＜事例２：神戸市医師会医療センター＞ 

 

特定健診・特定保健指導への取り組み 

 特定健診の受診率の低迷の根源的な問題は、この健診が病気の早期発見を目

指したものでなく、医療費の伸びの抑制を企図した健診であり、受診者並びに

医療機関の実施意欲が今一つ盛り上がらぬところにある。保険者でさえもこの

健診の効果に懐疑的で実施の主体性にも疑問符が打たれるほどである。現に協

会けんぽの兵庫支部では当初特定健診の予算化措置さえしていない有様であ

った。 

 これまでの住民健診よりも健診項目が削減され、長期的視点で見ると市民の

健康管理に資すべきデータが欠落し健診制度全体にも暗い影を落としており、

問題の時代であったと後世からの評価を受ける懸念を孕む。表層的な健診率向

上の議論に終始することなく根本的な見直しについて考えることも必要であ

る。 

 また特定保健指導においても、指導終了後の客観的評価をするデータが存在

しないという大きな問題が存在する。 

 これらの問題に対処すべく、神戸市医師会においては当初より積極的に行政

との折衝を行い、クレアチニン・尿酸値・尿潜血の項目（従前の健診とほぼ同

様の内容に）を当初より神戸市国保健診において実施させたことは注目に値す

る。また、翌年度からは特定保健指導実施終了時の血液検査（ＴＧ・ＨＤＬ－

Ｃ・ＤＬＬ－Ｃ・血糖・ＨｂＡ１ｃ）の実施を実現したことは高く評価される。 

 さて、現状の特定健診実施率の低さの一番の問題点は被扶養者の特定健診受

診率の低さである。協会けんぽは被保険者の住所を把握しておらず、連絡等は

事業所任せで被扶養者へのアクセス手段を持たぬ状態である。また、特定健診

に関する周知も十分にできていない。このように、制度上の課題を放置したま

ま保険者に特定健診の義務を負わせたことは大きな問題である。被扶養者の特

定健診は市町村国保への委託により、再委託も含め可能とする配慮がぜひとも
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必要と考える。また、現状の通院加療中も特定健診の対象とする制度について

は、既に実施されている診療内容を後追いする結果となり、費用面・実効性に

おいても無駄が多く根本的に見直す必要がある。（特定保健指導の対象とはな

らずロスの多い実施方法であり、健診受診率も上がらない） 

 なお、実施率をもとにして後期高齢者支援金の加算・減算を行う制度は各健

保の人員構成によって元々違いのあるものを同次元に論じてペナルティを課

すものであるため、現実的ではなく、廃止すべきである。 
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＜事例３：東京都内の医師会立臨床検査・健診センター＞ 

 東京都内には地区医師会による設立で、７つの臨床検査・健診センターが

会員のために運営されている。しかし、公益法人制度改革に伴い、存続を再検

討する地区医師会もあり、今後の行方が注目される。今回、アンケートに回答

した施設の簡単なとりまとめを行ったので報告する。 

なお、施設の規模や対象、目的が、各々の地域に合わせて設営されているの

で、一律には比較検討が困難である。また、７施設のうち１施設は 2012 年度

で終了予定である。 

 

1. 従業員数の規模は正規職員 20 名以下が３施設、21〜40 名が２施設、41〜50

名が２施設で、規模もさまざまである。全ての施設には、他に医師（嘱託、

契約、顧問）等が数十名で診断等に参加している。職員数は 2010 年度と 2011

年度で比較すると、正規従業員数では変化がなかった。 

2. 開設時間は 7.5 時間／週が１施設、30〜50 時間／週が４施設、50 時間以上

／週は２施設であり、土曜日対応６施設、日曜日対応２施設、18 時から 21

時の夜間対応２施設である。民間臨床検査・健診センターと異なり、必要に

応じて利用し易い形態に整えられている。臨床検査検体数は１万から 41万

と規模もさまざまであるが、2009 年度と比較すると 2010 年度は一様に５〜

10％の上昇となっている。 

3. 内視鏡と超音波は６施設で実施されており、2010 年は 2,326 回と 20,412 回

であるが、2009 年と比較すると５％の減少となっている。ＣＴは５施設で

2010 年に 8,173 回実施され、ＭＲＩは３施設で 7,684 回実施された、2009

年を振り返ると各々8,530 回と 7,860 回で、減少傾向にある。 

4. 一方、がん検診は増加しており、肺がん検診は７施設で７万件／年を超え、

各施設で 10％の増加、胃がん検診も６施設で実施され５万件／年を超えて

12％の増加、大腸がん検診７万件／年、子宮がん検診５万件／年、前立腺が

ん検診 7,000 件／年のと、いずれも前年に比較して 10％の増加である。乳
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がん検診は４万／年で、増減はなかった。 

5. 2010 年の特定健診は７施設で 95,381 件／年であり、2009 年に比較して

5,000件の増加である。しかし、特定保健指導は6,607件／年で、前年の6,475

件／年と比較すると増加が少ない。再考が必要な時期とも考える。 

6. オンライン配信システムは１施設が実施し、３施設は検討中である。 
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＜参考＞第 24 回全国医師会共同利用施設総会（山形県）第２分科会 

 医師会共同利用施設の中で、医師会病院と同じくして設立された臨床検査セ

ンターは、時代の変遷とともに、検査室機能へ特化した施設や健診センターを

併設して多機能化した施設など多様化した業務形態を見ることができる。しか

し、その設立理念や基本運用に変化はなく、会員診療への貢献と地域住民への

奉仕の理念が掲げられ、一貫した医療提供者としての使命をもとに運用されて

いる。 

平成 23 年９月に開催された標記総会において、全国から集まった 400 名を

超える参加者の声からも運営や経営には苦労されている地域医師会が多いこ

とが分かった。しかし、独自の取り組みや工夫が報告され、医師会共同利用施

設の力強い躍動を感じることができた。 

 

１．山形県成人病検査センターからは、「特定健診、保健指導への取組」「公

益法人改革への対応」として、43 年前に会員数 100 名ほどの医師会で設立した

健診・受託検査のための施設が、時代の変化に対してどのように対応してきた

かを振り返り、現状における問題点を提起し、将来へ向けての発展の希望を述

べられた。 

特に平成 20 年度から開始された特定健診・特定保健指導については、受診

者数が当初予想していた人数よりもかなり下回ったことや、協会けんぽの被扶

養者の受診減少やがん検診のスケジュール調整の困難等があったが、平成 21

年度からは各自治体との調整により、健診がスムーズとなったとの報告があっ

た。 

新公益法人制度改革への対応については、当センターでは主たる収益を生む

事業が健診事業であり、公益目的事業比率 50％以上・収支相償規定・遊休財産

保有制限の３要件を鑑み、これを継続維持できるかを検討した結果、「一般社

団法人」を選択することに決定したことの報告があった。 

また、将来への展望については、公益目的支出計画の遂行、特定健診とがん
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検診の同時実施などの受診しやすい環境整備、築 43 年の１号館の再構築等、

地区医師会会員との良好な関係を保ちながら、地域の住民がより安心できるよ

うな環境を医師会と共同して構築したいと述べられた。 

 

 ２．宮城県医師会健康センターからは、「ISO15189 導入の効果」と題して、

臨床検査室の品質と能力に関する特定要求事項を提供する品質保証を目的と

した ISO15189 について、平成 22 年３月の認定取得に至るまでの取り組みと導

入後の効果について報告があった。 

ISO15189は2003年に発効した臨床検査に特化した国際規格である。ISO15189

取得によるメリットとしては、的確な手順や測定機器の管理により、検査業務

が標準化され効率化が図れたこと、さらに内部・外部の精度管理の徹底などに

より、データの正確性や迅速性など品質（精度）の向上を図ることができたこ

とである。一方、課題としては、検査に携わる職員の意識改革をし、さらに維

持継続することの難しさが挙げられ、また、取得時の費用と取得後４年間に２

度のサーベイランス費用が発生するなど組織としての理解が必要であると報

告された。 

また、平成 23 年３月 11 日の東北大震災時に電気、ガス、水道などのライフ

ラインが停止するトラブルの中で、会員診療に必要とされる検査データを安定

的に提供するにあたり、この ISO15189 をどのように活かせたかの報告があっ

た。 

医療の質が問われる時代にあり、グローバルな治験も行われている現在、こ

の制度に与する意義は大きく、今後多くの会員に理解していただき、医師会共

同利用施設として更なるご利用をいただきたいとの希望を述べられた。 

 

 ３．姫路市医師会メディカルセンターによる発表では、姫路市には大規模病

院はないものの、350～550 床の公的病院が５つあり、それらの協力を得ながら、
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職域健診、住民検診、診療所、臨床検査センターの運営をされている。健診事

業の中では、特に職域健診に力が注がれており、従業員 50 名以上の事業所の

約 45％、49 名以下の事業所の 15.8％を担っているとの報告があった。 

住民検診では、がん検診も実施されているが、平成 20 年度の特定健診開始

時には一時的な受診率の落ち込みもあったが、行政サービスである無料クーポ

ンにより、子宮がん・乳房がん検診は約 20％の受診率となった。 

学校健診、診療所、臨床検査部、訪問看護ステーション、公害調査（特殊検

査）まで含めた収益事業全体の収入は、過去５年間少しずつ増加し、平成 22

年度、約 25 億６千万円の収入であったことが報告された。 

 

４．福山市医師会情報管理センターからは、「福山市医師会のＩＴ化への取

り組みと検査・健診センターとのかかわり」－会員支援との関係－と題して、

1996 年 12 月の第三世代検査・健診システム構築（C/S Server 型）時における

関わりから、現在までの経緯と問題点、将来的なＩＴ化についての報告があっ

た。 

当時、診療支援ソフトを組み込んだパソコンを会員へ貸与（延べ 400 台）し、

会員や家族、従業員を対象としたパソコン教室も立ち上げ、延べ 2,900 名が受

講したが、現在は中止されている。 

 その後、2000 年問題を境に、ベンダーや内部体制の不備により医療機関のニ

ーズに対応できず、低迷期となったが、1996 年には、Linux サーバーを再構築

して、一部安定的な稼働をみたものの、問題山積であった。 

 その後、検査・健診システムでは、業務の効率化とデータの一元管理を中心

に改良し、集荷システムも見直し、会員利用率の低迷解消に医療機関へのデー

タ還元を目的とした情報管理システムを構築した。また、医療機関内の電子カ

ルテにデータを転送（送信）する授受システムも構築した。 

さらに、専門別検査システムはそれぞれ得意分野の業者に委託し、医師会と
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しては、コアデータの授受を行う規則を整備して、交通整理を行い、コストダ

ウンを図ったことが報告された。 

さらには、今後は検査・健診・病理の各センターが中心となった「地域医療

連携システム」と独自開発した「診療支援システム（すこやかネット）」をプ

ラットホームにした地域内での検査データの共有化も検討されている報告が

あった。 
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＜参考＞平成 23 年度全国医師会共同利用施設 施設長検査健診管理者連絡協

議会並びに第 38 回検査健診管理者研修会（神戸市） 

平成 23 年度全国医師会共同利用施設・施設長検査健診管理者連絡協議会並

びに第 38 回検査健診管理者研修会が７月 13 日及び 14 日に神戸市において行

われ、各地域での独自の取り組みについて発表が行われた。恒例となっている

施設紹介には、全国から４施設が発表された。 

１．福山市医師会診断病理学センターからは、「地区医師会を核とする病院

ブロック病理科の提唱と実践」と題して、一次・二次医療圏の中で公立病院以

外でも必要とされる病理診断科の特性を発揮するよう、箇々医療機関の病理体

制を構築するのではなく、会員医療機関をカバーし、速やかな診断結果の報告

体制とＣＰＣなどのスキルアップ体制も整え、会員の診療支援とともに、学会

発表や論文作成へも支援していることが報告された。 

２．深谷市大里郡医師会メヂカルセンターからは、「検査結果配信システム

「ＷＯＬＦ」導入とその後」と題して、検査結果のオンライン配信システムを

導入した経緯が説明され、民間センターとの競争ツールとして利用し、会員か

らは好評であることが報告された。 

３．富山市医師会健康管理センター臨床検査部からは、「新臨床検査システ

ムの構築」と題して、検査システムの老朽化に伴う更新については、業務効率

の向上、人為的過失の削減、セキュリティの強化等を考慮して構築したが、多

機能でマスター登録作業が煩雑であるために、細菌検査などの特別システムが

別運用となり、改修中とのことであった。 

富山市医師会健康管理センター健診部からは、「胸部・ＣＴ遠隔読影システ

ムの構築」と題して、胸部Ｘ線撮影装置の老朽化に伴いデジタル装置へ更新し、

今までの検査機器の種類毎に蓄えていたデータをデジタル運用化して、一元管

理することを目的とし、効率化、合理化を推進していることが報告された。 

４．姫路市医師会臨床検査部からは、「産業保健事業を中心に」と題して、

行政との緊密な連携のもと、地域医療・保健・福祉に関与し、人間ドック、が
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ん検診や職域健診及び作業環境測定事業を行い、産業保健事業にも積極的に取

り組んでいることが報告された。また、事業の円滑な推進のため、医師会と産

業医及び事業所で構成する協議会を設置し、産業医活動の充実を図っているこ

とが報告された。 

 その後の連絡協議会並びに管理者研修会では、「特定健診・保健指導の課題

と方向性」と題して、厚労省医療費適正化対策推進室長による講演が行われた。 

 講演において提示された検討事項として、①特定健診・保健指導の再委託、

②保健指導の初回面接者と評価者の取扱、③事業主健診データの円滑な授受及

び特定保健指導と労働安全衛生法上の保健指導との連携、④ＨｂＡ１ｃの表記

の見直し、⑤保健指導途中での脱落者・服薬を開始したもの等の取扱である。

また、法改正が必要だが、被用者保険の被扶養者の国保への委託による対応、

がん検診との同時実施に向けた対応や保険者毎に健診項目をより柔軟に決定

するなど、円滑な健診実施に向けた集合契約のあり方等々、その後の議論や見

解は、周知のことである。 

さらに、その後のプログラムでは、「子宮頸がん検診の現状と今後の展開―

ベセスダ判定―」「デジタルネットワーク社会と知の流通革新―電子書籍の現

状と今後の展望―」「震災時の臨床検査―阪神大震災の経験と東日本大震災に

学ぶこと―」など興味深い講演が行われた。 

これらの全国の施設発表や講演から、それぞれの医師会共同利用施設が地域

の特性や事情を吟味し、適正施策が効を奏している現状が見受けられ、講演か

らは、医療情勢や社会環境にも通じる見識が必要であると感じた。 
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Ⅴ．介護保険関連施設  

 

１．介護関連分野の医師会共同利用施設の方向性 

① 医療介護の地域完結型提供システムの重要性 

21 世紀は、医療介護の在宅ケア化の世紀になるであろう。 

超高齢社会では、介護を必要とする高齢者が急激に増加するが、その多くの

ケースで、介護と同時に地域医療を必要とし、医療と介護を統合したケアの地

域完結型の提供体制の確立が求められる。地域の医師会は、その要としての活

動に今後とも注力する必要がある。 

 介護保険制度は、政治的には、比較的恵まれた制度である。介護保険制度は、

第１次橋本内閣の管直人厚生大臣（当時：新党さきがけ所属）のもとで法案作

成され、第２次橋本内閣の小泉純一郎厚生労働大臣の時代に成立した法律であ

る。そのため、制度創設時から、与野党の対立法案ではなく、国民の合意形成

のもとに成立した制度であるといえる。このことが、制度施行後の 10 年間以

上多くの問題が生じながらも制度としては安定的に展開されてきた 大の要

因であった。それは、介護保険制度の需要と供給が安定的に成長した理由でも

あると考えられる。 

「社会保障・税一体改革成案」は、おそらく 21 世紀の社会保障の方向性を

示す重要な文章である。この冒頭部分に「本成案をもって野党各党に社会保障

改革のための協議を提案し、参加を呼び掛ける」という、政府与党の公式文書

として異例の書き込みがあるためである。別の言葉でいえば、国民生活のため

の「社会保障を政争の道具にしない」という宣言に等しい。 

記憶に新しいが、社会保障国民会議は 2008 年６月 19 日に、公的年金・医療･

介護サービスを前提とした費用のシミュレーションを示し、社会保障の機能強

化のための追加所要額を試算した中間報告書を公表した。この中で、「わが国

の医療が抱えている構造問題への解決への取り組みが欠かせない」と指摘した。 
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その上で、国際標準からみて過剰とされる病床の思い切った適正化と疾病構

造や医療・介護ニーズの変化に対応した病院・病床の機能分化の徹底と集約化

「施設完結型」システムから「地域完結型」システムへの転換、地域の病院・

診療所が網の目状のネットワークをはり、地域の医療資源を 大限効率的に活

用しながら相互の機能分担・連携によって「面的」に医療ニーズをカバーする

体制の実現、及び地域における医療・介護・福祉の一体的提供（地域包括ケア）

の実現 が求められるとした。 

 さらに、医療・介護を通じた専門職種間の機能・役割分担の見直しと協働体

制の構築 の観点から、「チーム医療」「多職種協働」を基本に、限られた専門

人材を効果的・効率的に活用し、利用者に対するよりよいサービスの提供を実

現することが必要であるとしている。  

この社会保障国民会議の中間報告は、自民党が与党時代の麻生政権の文書で

あるが、前に述べた「社会保障・税一体改革成案」と基本的に同様な方針が示

されている。つまり、３年以上前の社会保障国民会議の中間報告の方針が、基

本的に現政権でも追認されていると考えられるのである。 

 介護保険制度の見直しについての議論は、現時点では、介護報酬の引き上げ

を伴う介護保険サービスの拡大や質の向上に関する議論と、介護保険における

医療との関係に関する議論に大別できるように思う。たとえば、「介護職員処

遇改善交付金」の対応に関する議論は、大半が財源をどのように確保するかと

いうことに関連せざるをえない。また、医療と介護の連携問題などは、医療と

介護をどのように考えるかという大問題が横たわっているが、解決しなければ

ならない課題は、介護保険側よりも医療保険側に山積みされている。 

 また、地域包括ケアシステムの構築や機能強化については、必要性も理念も

十分理解できるが、介護報酬上どのような設定をすれば実現できるかといった

報酬政策上の課題が未解決であると見受けられるものもある。このようなこと

から、介護と医療との関係については診療報酬改定議論と並行して進める必要
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もある。 

 以上の 近の動向の中で、医療介護政策は、在宅ケアの重視・地域完結型提

供システムという方向性が明らかである。 

 

② 深刻な医療介護の財政問題 

わが国の医療問題の多くは、直近 20 年の経済構造や人口構造をはじめとし

た社会構造の変化と密接に関連している。2011 年２月 12 日付日本経済新聞の

記事では、「国際通貨基金（ＩＭＦ）によると、地方税を含む一般政府の債務

残高は 2009 年に名目国内総生産（ＧＤＰ）の 217％に達し、2011 年１月の

新統計によると 2012 年には 232％に達する」が、これは、1946 年のドイツを

除くと「先進国史上 悪の水準とみられる」（2011 年２月 12 日、日本経済新

聞）。言うまでもなく、日本の財政問題は深刻であり、このまま放置すること

は許されないことである。そして、失われた 20 年といわれる経済構造の変化

は、社会保障制度全体に暗い影を投げかけている。 

2011 年６月 30 日、政府は「社会保障・税一体改革成案」を公表し、その中

で「社会保障給付の規模に見合った安定財源の確保に向け、まずは、2010 年代

半ばまでに段階的に消費税率（国・地方）を 10％まで引き上げ、当面の社会保

障改革に関わる安定財源を確保する」と決定した。また、「病院・病床機能の

分化・強化と連携、地域間・診療科間の偏在の是正、予防対策の強化、在宅医

療の充実等、地域包括ケアマネジメント機能強化・居住系サービスの充実、施

設のユニット化、重点化に伴うマンパワーの増強」のため、診療報酬と介護報

酬の体系的見直し、基盤整備の一括的な法整備を行うとした。 

介護保険制度がスタートした 2000 年度の要介護認定者数は 256 万人、介護

費用は 3.6 兆円であった。これが 2008 年度には、認定者数は 464 万人、介護

費用は 7.2 兆円になった。2000 年度の介護費用は、介護報酬の請求と支払いタ

イムラグがあるため、規模としては約４兆円で、このうち介護老人福祉施設１

兆円、介護老人保健施設１兆円、介護療養型医療施設１兆円、居宅サービス１
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兆円という構成であった。つまり、介護保険施設が約 75％に対して、居宅サー

ビスは約 25％にすぎなかった。この比率は、2005 年度に逆転し、居宅サービ

ス費が 50％を超えた。2010 年度当初予算で介護費用は 7.9 兆円である。ちな

みに、平成 22 年９月分の介護保険事業状況報告（暫定）速報値では、居宅サ

ービス 3,165 億円、地域密着型 588 億円、介護保険施設 2,281 億円であり、比

率は、順に 52.5％、9.7％、37.8％になる。このように居宅や地域密着型サー

ビスの伸びが著しく、相対的に介護保険施設のシェアが低くなる傾向が読み取

れる。 

介護保険制度では、保険者である市町村が３年を１期とする介護保険計画を

策定し、保険料を徴収する。介護保険の財源は、公費 50％（国 25％、都道府

県と市町村各 12.5％）、保険料（65 歳以上の第１号被保険者が 17％、40 歳以

上 64 歳未満の第２号被保険者 33％）である。第１号被保険者の保険料は、2000

年度からの第１期が、全国平均月額 2,911 円、2003 年度からは 3,293 円、2006

年度からは 4,090 円、2009 年度から 4,160 円であり、2011 年年度からは 5,000

円を超えることになる。 

社会保障政策は、国の再分配政策として位置付けられるが、ここで問題にな

るのは、介護施策優先か子ども施策優先かという分配や優先度の政治的政策的

判断が絶えず問題になる。経済の再分配政策である社会保障分野の年金、医療、

介護、子育てや障害福祉などの再分配を、どのように分配するのかといった政

策課題であり、戦略なのである。もちろん、どの分野も優先するなどという制

度政策論は、必ずや深刻な財政問題を引き起こす。有限な資源を、なんとかや

りくりして、関係者の全てが少し不満だがおおむね受忍の限度以内に収まると

いう政策選択を賢く進めなければならない。介護保険分野での分配は制度創設

過程から、介護保険施設より在宅サービスを優先するという分配方針があった。

介護保険制度導入時に、新たに導入させた認知症グループホームや特定施設な

どは、新たな分配政策であったし、平成17（2005）年10月から介護保険施設の

食事・居住費の利用者負担が強化されたが、それは施設入所と在宅療養の不均
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衡の是正という政策判断と、食事利用者負担化に伴い栄養ケア・マネジメント

を徹底し、口から食べることを奨励するという政策的意図があった。また、平

成18（2006）年度から導入された介護予防や小規模多機能施設の展開、さらに、

今後重点施策となる地域包括ケアシステム化の訪問介護等の24時間対応など

を考えてみれば、どのように分配するかという政策展開が、介護保険制度運営

の重要な指標になる。 

ただし、深刻な医療介護の財政問題を何らかの方法で解決しない限り有効な

政策展開は不可能であり、イニシャルコストも高く、ランニングコストも高い

介護保険施設の増加から、サービス付き高齢者住宅施策の充実、さらには一層

の居宅サービスや地域密着型サービスの拡大が求められることになる。 

 

③ 社会構造の急激な変化 

しかし、このような経済構造の変化以上に深刻なのが社会構造の急激な変化

である。 

平成 12（2000）年 10 月１日現在の、65 歳以上人口は 17.4％、75 歳以上人

口は 7.1％であった。これが平成 27（2015）年には 26.5％と 12.6％になると

推計されている。さらに、15 年後の平成 42（2030）年には、31.0％と 18.7％

に達すると推計されている。平成 12（2000）年の 75 歳以上人口は、891 万人、

平成 27 年が 1,585 万人、平成 42 年には、2,082 万人に達する。介護保険施行

１年目の 75 歳以上人口は、15 年後に約 1.8 倍、30 年後に約 2.3 倍となるとい

う。ただし、平成 22（2010）年の総人口１億 2,549 万は、2015 年には 1億 2,349

万人に、さらに 2030 年には１億 1,108 万人まで減少し、それ以降も急激な人

口減少超高齢社会が待ち構えている。 

平成 21（2009）年の「65 歳以上の者のいる世帯」は、全世帯の 41.9％にあ

たる約 2,012 万世帯で、このうち 47.7％が 65 歳以上の者のみの世帯である。

また、高齢者がいる世帯の 23.0％が単身世帯で、夫婦のみ世帯は 29.8％に達

している。ちなみに、平成 12（2000）年の 65 歳以上の単身世帯は、303 万世

帯であった。これが平成 27（2015）年には約 562 万世帯、平成 42（2030）年
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には約 717 万世帯に達すると推計されている。これを 75 歳以上の単身世帯で

みると平成 12（2000）年 139 万世帯から、平成 27（2015）年に約 296 万世帯

と 2.1 倍となり、平成 42（2030）年には、約 429 万世帯、30 年間で 3.1 倍に

達すると推計されているのである。このような、75 歳以上単身世帯の急増は、

そのまま社会的ニーズの拡大に直結するものと考えることができると同時に、

高齢者の単身化が、孤立化に結び付き、さらに無縁化という社会問題に発展す

ることは容易に想定できるのである。 

以上のように高齢人口、特に 75 歳以上人口が増加し、高齢世帯の単身化あ

るいは夫婦のみ世帯が急増することによって、今後とも医療や介護ニーズは拡

大傾向にある。たとえば、要介護（要支援）認定者は、10 年で倍増し、費用額

も僅か 10 年で２倍以上になっているのである。しかし、医療や介護保険制度

は、給付が増えれば増えるほど保険料も税負担分も増える仕組みになっている

ため、制度の根幹である保険料負担や税負担に耐えることができるかといった

財源問題に絶えずさらされているといえる。ただし、保険財政問題があるので、

高齢者の単身化、孤立化、無縁化を放置してよいということにはならない。 

高齢者ばかりか、若年労働者は、リストラや非正規雇用、ニートや引きこも

りなどにより傷ついている。超高齢社会を支えるはずの生産労働人口が減少し、

失業率が改善されず、非正規労働などにより賃金が減少すれば、いずれ税収も

落ち込み社会保険料も負担できなくなってしまう。わかりきったことではある

が、問題を直視せず無責任な対応に終始すれば、いずれ社会保障制度も維持で

きなくなってしまう恐れがある。この問題は、職場や学校、地域や家庭などの

社会を再生しない限り、解決できないと考えざるを得ない。1990 年以降家族、

地域、社会は変貌し、それ以前と比較すれば「ほころび、ゆがみ、崩れ去る」

というのが、多くの国民の実感である。このような現状を少しでも改善させる

ためには、急激な社会構造の変化を前提とし、少なくとも医療介護の提供体制

を再構築することが求められているのである。 

 

④ 介護関連分野の医師会共同利用施設 

前に述べたように、介護保険創設の当初から在宅ケアサービス重視という政
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策意図は、地域包括ケアシステムの整備により今後ともその方針が堅持される

ことになると考えられる。 

介護関連分野の医師会共同利用施設は、訪問看護ステーションを中心に介護

保険事業を展開している。しかし、全国の郡市区医師会をみれば、介護事業を

積極的に展開している医師会は、それほど多くない。その理由としては、職員

の確保や介護保険事業の経営問題の存在があることは明らかである。実際に事

業を展開したくとも、資金調達や人材確保以外に、介護事業により損益が発生

する恐れのある場合、新規の事業展開が躊躇される。 

このことは共同利用施設経営に共通した課題でもある。医師会の共同利用施

設経営は、所属医師会員の合意が前提であり、介護分野は医師会病院や検査・

健診施設に比べ、所属医師会員全員の合意を得にくいという傾向もある。しか

し、地域包括ケアシステムの整備に関しては、地区医師会の直接あるいは間接

の関与が不可欠である。特に、介護保険者でもある市町村からみれば、地区医

師会との良好な連携・協働は、介護保険制度の円滑な運営にとっても重要な課

題である。また、医師の指示を要する医療系の介護保険事業者にとっても同様

である。 

地域における行政や介護事業者と地域医師会との良好な連携・協働が重要で

あり、介護や介護予防を必要とする高齢者が地域で急増し、その多くのケース

で、介護と同時に地域医療が必要であることは理解できても、介護保険事業の

経営問題の存在が事業展開を躊躇させている原因であるとすれば、なんらかの

方法で経営問題の不安を解消することが必要になる。幸い、介護関連分野の医

師会共同利用施設の中には、先駆的な取り組みを進めている事例も少なくない。

これらの事例が正確に理解されれば、介護関連分野の共同利用施設の有効性・

公益性が地域社会から一層評価されることは間違いない。 

そこで、介護関連分野の共同利用施設の普及に関して、当面、次のような取

り組みが必要であると考えられる。 

① 日本医師会医師会共同利用施設検討委員会の活動強化及び地域医師会
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介護保険事業の経営助言体制の確立。 

② 地域医師会の介護事業経営に対する都道府県医師会及び日本医師会に

よる支援体制の強化。 

③ 介護保険制度の現状、地域包括ケアシステムの整備の重要性及びに介護

関連分野の医師会共同利用施設の先駆的活動に関する広報活動。 

④ 都道府県医師会における介護保険事業に関する研修活動の強化。 

⑤ 地域医師会における行政分野との連絡・連携・協働の強化。 
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＜事例１：益田市医師会＞ 

 在宅医療とは、かかりつけ医が施設ではなく患家に往診して医療を行うこと

であり、施設に入居している部屋を訪問して医療を行うことは同一施設で訪問

診療を行うのであるから、本来のかかりつけ医が患家で行う在宅医療とは区別

すべきである。現在、外来診療を行わず、往診だけ行っている診療所が誕生し

てきていることが懸念される。また、かかりつけ医が患者・家族との関係を密

にして看取りまで行うべきである。 

 医師会運営の老健施設（自宅復帰 85％）・訪問看護ステーション・ホームヘ

ルプ事業・居宅介護支援センター・療養病棟、更に、訪問看護等においてＩＴ

化がなされているが、パソコンの画面だけでは患者や家族の本来の姿は見えて

こない患家を往診する際に、月１回程度は訪問看護の日と重なるようにすれば、

医師が患者・家族・訪問看護を行う看護職員としっかり対話でき、同一方向に

向かって医療を進めることができると考える。 

 外来で電子カルテ・訪問看護・介護等、パソコンに向かうだけでなく、患者・

家族と心の通った情味ある体制にすることも重要である。今や、建設会社・仏

壇店・調剤薬局等がグループホーム等の高齢者向け施設を多く経営している。

一方では在宅医療と言いながら、施設の雇われケアマネージャーによる施設の

抱え込みが行われたりなど耳にするが、これでは入居者は決して満足できない

し、このままでは介護費用もうなぎ上りとなる。 

超高齢社会となり高齢者は多くの疾患を抱えている。即ち、医療依存度の高

い要介護者が増えている。現在の介護支援専門員制度では医療と介護を上手に

連携させることが難しく、今後は、そうしたことのできる優秀なコーディネー

ターを育てるべきである。そうしないと医療費と介護費もますます増加し続け

ることになる。 

なお、益田市医師会は、老健・訪問看護ステーション・ホームヘルプ事業・

居宅介護支援センターなどもあり、24 時間 365 日在宅医療を展開し、地域に貢

献している。 
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＜事例２：ヘルパーステーション葛飾区医師会＞ 

 葛飾区医師会では、在宅医療を生活者の視点から考えようとのことで、活動

範囲を広げるためにヘルパーステーションを設立した。ヘルパーステーション

については、従来は医療からかけ離れた部門とされがちであったが、積極的に

展開している医師会立のヘルパーステーションの意義は高い。東京都医師会内

では唯一の事業所が「ヘルパーステーション葛飾区医師会」である。 

 本事業所は平成 13 年度に開所して、訪問看護ステーションと居宅介護支援

事業所と連携して活動している。５人の常勤と登録ヘルパー40～50 名で運営さ

れて 10 年を経過するが、利用者の評価も高く、かつ、潜在的に競合となる会

員運営のヘルパーステーションからも信頼されている。介護度４及び５の方や、

障害者を積極的に受け入れられる体制が支持に繋がり、運営状況も収支も良い

結果となっている。 

 また、訪問看護ステーションとも緊密な連絡がとられており、在宅時の利用

者の家庭状況や要望が治療にも反映されて好評である。 

 常勤職員の移動等を主因として利用者の増減がみられるが、実際の需要は増

大している。  
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＜参考＞第 24 回全国医師会共同利用施設総会（山形県）第３分科会 

 第１席は介護老人保健施設サニーヒル菅沢から、開設以来 20 年が経過した

共同利用施設サニーヒル菅沢の現状についての報告があった。サニーヒル菅沢

は、山形市と山形市医師会が共同出資した財団法人による経営という非常に珍

しい形態の老人保健施設である。事業団の構成員も行政と医師会が１：１とい

う形態をとっており、理事長が山形市の副市長、副理事長が山形市医師会長と

いう構成になっている。 

 開設当初は比較的順調な経過を辿ってきたが、昨今は人件費、医療材料費等

の高騰が経営を圧迫し大変厳しい状況にある。その要因として、要介護度の高

い高齢者と認知症の方が増加し、従来は80％ぐらいあった帰宅率が現在は20％

まで落ち込んでおり、非常に悪くなっていることが考えられる。「老健の特養

化」が全国的にも問題となっているが、そのような実態がこの地域でもみられ

ているのではないかと感じられた。ただし、職員構成の中で理学療法士、作業

療法士が少ないということも老人保健施設の本来の機能からいうと、今後の課

題となるのではないか。 

 

 第２席は堺市医師会訪問看護ステーションより「これまでの歩みと今後の課

題」と題する発表がなされた。堺市医師会は４ヶ所の訪問看護ステーションを

運営しているが、職員構成は常勤者 14 名、非常勤者 18 名と、常勤者はかなり

多いと思われるが、常勤者と非常勤者の比率は 50％を目標としているとのこと

であった。人件費の占める割合が 82％程度で落ち着いており、訪問看護ステー

ションの健全経営のためには 90％以下を維持しなければならないということ

を強調されていた。利用者は医療保険を使っている方が 30％以下で、全国的に

も医療保険の適用者は 20％～30％であると思われる。現在、全国的には小規模

の訪問看護ステーションの運営が厳しく、大規模化への誘導の動きがある中で、

常勤者が増えれば給与が増え、経営が圧迫されるということは確実であり、診

療報酬・介護報酬での今後の評価が不可欠であるとの発言がなされた。 
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 また、特筆すべきこととして、今後各地域の医師会でも取り組まなければな

らない地域包括ケアという重要なテーマについて、医師会立の訪問看護ステー

ションの存在がカギとなりえるであろうとのことであった。 

 

 第３席は「徳島市医師会地域包括支援センターの運営の状況と課題」につい

て、徳島市医師会から報告がなされた。徳島市の地域包括支援センターは全国

でも極めて稀な大型センターであり、人口 25 万人に対し包括支援センターは

１ヶ所ということであった。４ヶ所の日常生活圏域をこの１ヶ所が管理してい

るが、実際にはそれまで機能していた在宅介護支援センターをブランチとして

設置し、１ヶ所の地域包括支援センターが全体を統括しているということであ

る。 

 地域包括支援センターを１ヶ所にしたことの一番大きな利点は、保険者との

意思統一が図りやすいということであった。また、医師会が運営することにな

った経緯については、従来から医師会が展開してきた各事業への評価及び医師

会が公正中立な立場である点から、医師会が地域包括支援センターの委託運営

先として選ばれたということである。職員が 47 名という大所帯であり、管理

をするセンター事務局が大変だということを言われていたが、有能な職員たち

の懸命な努力により管理体制が確保できているとのことであった。 

 ただし、職員構成については、看護職員が足りないのが悩みの種であり、今

後地域包括支援センターに期待される認知症対策においても、主治医をはじめ

認知症サポーターや認知症キャラバンとの連携が課題となってくる。さらに、

今後は各市町村に認知症対策推進委員が配置されるが、地域包括支援センター

がその役割を担うことが期待されており、対応が課題となっている。 

 

 第４席は福岡市医師会から「事業所の大規模化を実施して」というタイトル

で報告がなされた。福岡市医師会は平成６年から市内７ヶ所に訪問看護ステー
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ションを設置し、居宅介護支援事業所とともに事業展開を行ってきたが、22年

11 月に３ヶ所に統合したということである。特徴的なのは、福岡市医師会の訪

問看護ステーションでは 40％～50％が医療保険の適用者だということである。

これは医師会立訪問看護ステーションとしては大変結構なことであるが、訪問

看護ステーションの従事者 30 名の全員がケアマネを兼務されているというこ

とも医療保険の適用者が多いことの要因であると考えられた。介護保険が始ま

った当初は、訪問看護ステーションの職員が居宅介護支援事業所を兼務してい

ることが少なくなかったが、昨今は訪問看護だけを行う看護職員として勤務し

ているケースが多くなっている。全ての職員が介護支援専門員を兼務している

ということについては全国的にも珍しいケースではないか。 

 また７ヶ所のステーションを３ヶ所に統合したことによるメリットである

が、常勤者が増えたことにより全体の職員の負担が軽減できるようになったこ

と、居宅介護支援事業所では主任ケアマネを配置することによって加算が算定

できるようになったこと、各職員のスキルアップを図ることができたというこ

とが挙げられていた。また、統合したことにより収入増とコストの削減が図れ

たことが大きな成果であると強調されていた。 
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Ⅵ．おわりに 

 

 医師会共同利用施設は、会員の診療支援と地域住民への貢献が２つの大きな

使命である。超高齢社会の到来を迎え、地域社会の医療ニーズは多様化してお

り、共同利用施設を持つ医師会にとっては大きな転換期を迎えているのではな

いだろうか。 

この数年、公益法人制度改革への対応は全国の都道府県医師会、郡市区医師

会にとって大きな課題となっているが、医師会共同利用施設の事業の多くは本

質的には公益目的事業であり、共同利用施設を持つ地域医師会については、公

益法人化を目指すことが基本理念に沿った考え方であろう。 

医師会病院はその形態や役割に大きな地域特性があるが、多くの医師会病院

が地域の診療所や公立・公的病院との連携の下、地域住民が求める医療の提供

に尽力されており、公立・公的病院に匹敵する公益性の高い病院であることは

間違いない。しかしながら、今後さらに高齢化が進展する社会においては、医

療と介護そして地域の一層の連携が必要不可欠となってくることは確実であ

り、地域に根付いた医師会病院にこそ、地域包括ケアの拠点としての機能が求

められるのではないだろうか。積年の課題である医療法上の公的医療機関とし

て位置付けられるためにも、取り組むべき重点課題であると思う。 

 検査・健診センターについては、これまでも臨床検査の精度管理における評

価はもちろんのこと、検査データの蓄積とその活用などにより地域保健活動に

大きく貢献してきている。また、特定健診が実施されてからは、電子化への対

応や特定保健指導への取り組みなど、医師会共同利用施設として求められる役

割はしっかりと果たせていると思われる。今後は、各都道府県や市町村との協

議の下、受診率が低迷しているがん検診と特定健診の同時実施など、解決すべ

き課題に一層取り組んでいかなければならない。 

 介護関連事業は、全国の医師会共同利用施設総数の 70％近くを占めることよ
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り、今後 も注目すべき部門である。高齢化の進展に伴う要援護高齢者の増加、

医療施設や介護施設の不足等の理由により、今後は在宅医療の需要が一層高ま

ることは確実であり、訪問看護ステーションを中心とした医師会共同利用施設

によるかかりつけ医の診療支援が大いに期待される。今後ますます注目を浴び

る認知症対策を含め、地域包括ケアの拠点である地域包括支援センターを持つ

医師会にとっては、これからの数年間がまさに正念場となるであろう。 

会長からの諮問事項は「地域社会に貢献する医師会共同利用施設の今後の方

向性について」であり、サブテーマとして「医療と介護の連携を見据えて」が

あげられていた。医師会共同利用施設にとっても、これからの超高齢社会への

対応がキーワードとなることは確実であり、介護関連事業はもとより、医師会

病院にとっても今後取り組むべき重要な課題であろう。日本医師会医師会共同

利用施設検討委員会として、全国の医師会共同利用施設の一層の努力と更なる

発展を期待し、答申書のとりまとめとしたい。 
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第４章 まとめと今後の課題 

１． 「益田市民アンケート調査」のまとめ 
 

前記までの検討の結果、「益田市民アンケート調査」により益田市民の「医師会病院」と

「公的医療機関」についての意向が明らかになったことから、これを「まとめ」として下記

のように整理した。 

 

○益田市民は、制定後約 60 年経過した「公的医療機関」への「重点的な財政的及び人

的支援の仕組み」を否定し、その指定対象は見直されるべきとの意見が市民の大勢 

○県知事等が地域に貢献している医療機関を「公的医療機関」として国に指定しても

らい、「医師会病院」は「公的医療機関」と同様に支援されるべきとの意見が市民の

大勢 

○「医師会病院」を「公的医療機関」に指定し，産婦人科医師を確保できる環境を整

えるべきとの意見が市民の大勢 

 

（１）益田市民は、制定後約 60 年経過した「公的医療機関」への「重点的な財政的及び人

的支援の仕組み」を否定し、その指定対象は見直されるべきとの意見が市民の大勢 

「市民アンケート調査」の結果より、益田市民のほとんどの意向として、現状の「制定後

約 60 年経過した『公的医療機関』への『重点的な財政的及び人的支援の仕組み』」について

は否定していて、これを受け「公的医療機関の指定のあり方について」についても、「公的

医療機関の指定の対象については見直すべきである」としている。((再掲)図 3-6-1、3) 

 

 (再掲)図 3-6-1. 現状の「公的医療機関」への「重点的な財政的及び人的(医師の派遣)支援の仕組み」に関する評価 
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 (再掲)図 3-6-3. 公的医療機関の指定のあり方について 
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（２）県知事等が地域に貢献している医療機関を「公的医療機関」として国に指定しても

らい、「医師会病院」は「公的医療機関」と同様に支援されるべきとの意見が市民

の大勢 

前記の結果をふまえた今後の方向性について、「県知事等が県の「保健医療計画」と整合

を取りつつ、地域の必要な医療分野に貢献している医療機関を、「公的医療機関」として国

に指定してもらう仕組みを導入」する方向性を示したところ、ほとんどの市民がこの方向性

に賛成を示した。((再掲)図 3-6-5) 

また、「医師会病院」への「国、県等(市)の行政による支援の必要性」についても、ほとん

どの市民が「支援すべきである」という意見であり、また「『公的医療機関』と比較した医

師会病院への行政の支援形態」について聞いたところ、やはりほとんどの市民が「『公的医

療機関の病院』と同じ支援形態とすべきである」という意見であった。((再掲)図 3-6-7、

9) 

したがって、今後はこうした方向性や市民の意向をふまえ、「医師会病院」を「公的医療

機関」として位置づけるための方策を推進することが重要と考える。 
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 (再掲)図 3-6-5.  公的医療機関対象の見直し方法について 

(一つの方法として、県知事等が県の「保健医療計画」と整合を取りつつ、地域の必要な医療分野に貢献している医療機

関を、「公的医療機関」として国に指定してもらう仕組みを導入) 
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 (再掲)図 3-6-7.  国、県等の行政による医師会病院への支援の必要性について 

63.9%

34.8%

1.3%
0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

Q4‐2 行政による支援の必要性  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(再掲)図 3-6-9.  「公的医療機関」と比較した医師会病院への行政の支援形態について 
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（３）「医師会病院」を「公的医療機関」に指定し，産婦人科医師を確保できる環境を整え

るべきとの意見が市民の大勢 

益田市固有の課題として、二つある中核病院において現在里帰り分娩が出来ない状況にあ

り、里帰り分娩が出来る医療環境整備が求められている。 

そこで、「医師会病院を公的医療機関に指定し，産婦人科医師を確保できる環境を整える

考え方について」聞いたところ、ほとんどの市民の賛成を得た。((再掲)図 3-6-13) 

「医師会病院」を「公的医療機関」とするための方策を推進するには、地域の課題に焦点

をあて、そのための整備も併せて行うことによって、「公的医療機関」としての指定をより

一層促進することも重要と考える。 

  

(再掲)図 3-6-13.  医師会病院を公的医療機関に指定し，産婦人科医師を確保できる環境を整える考え方について 
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２． 今後の課題 
 

（１）「医師会病院」を「公的医療機関」に指定してもらうことを要望している他郡市医師

会でも、同様の「アンケート調査」を広く実施し、多くの国民が「医師会病院」を

「公的医療機関」として認める意向であることを明らかにし、これを政策的エビデ

ンスとして活用することが課題 

益田市医師会が、「医師会病院」を「公的医療機関」と位置づけることに、協力して推進

する郡市医師会を募集したところ、益田市医師会を含め現在 12 の郡市医師会(病院としては

13)がその意思表明をしている。(表 1-1-1) 

益田市民を対象としたアンケート調査によって明らかになったように、国民の「『医師会

病院』を『公的医療機関』と位置づけること」に対する意向は、かなりの確度で「賛意」を

得る可能性が非常に高いと考えられる。 

そこで、益田市以外の 11 医師会の医師会病院立地自治体の住民を対象として、益田市と

同様、「医師会病院」と「公的医療機関」に焦点をあてた「アンケート調査」を行うことが

重要である。これによって、今回と同様の結果が得られれば、今後「医師会病院」を「公的

医療機関」として位置づけることに大きく寄与する、政策的エビデンスを得ることが出来る

と考えられる。 

また、その際益田市と同様、地元の行政の協力を得てアンケート調査を実施することも重

要である。 

 

（２）「医師会病院」を「公的医療機関」に指定してもらうに際し、これまで未検討の部分

を明らかにしていくことが課題 

 更に、「医師会病院」を「公的医療機関」に指定してもらうに際し、下記のようなこれま

で未検討の部分を明らかにしていくことが必要であることから、併せて検討をする必要があ

る。 

 

○公的医療機関の法的位置づけの方法とそれに伴って生じる課題の検討 

○法的位置づけへの道筋の検討 

○税制との関係の検討 

○公益法人改革や社会福祉法人等への対応との比較検討 

○併せて対応すべき方策の検討 
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    医師会共同利用施設 地域包括支援センターおよび在宅介護支援センターの 

   活動状況と連携に関する実態調査 

日本医師会総合政策研究機構 野村真美 

 

キーワード 

◆ 医師会共同利用施設   ◆ 地域包括支援センター  ◆ 在宅介護支援センター 

◆ 地域ケア会議    ◆ かかりつけ医との連携  ◆ 要支援者プラン   

 

 

ポイント 

◆ 地域包括支援センターは、2005年の介護保険法改正で制定された、地域住民の保健・ 

福祉・医療の向上を目的として、地域の高齢者などに対する介護予防マネジメント、権

利擁護、虐待防止などを総合的に行う機関であり、各区市町村（保険者）に設置されて

いる。2010年4月現在、全国で4,065か所であり、全ての保険者に設置されている。 

◆ 医師会共同利用施設の地域包括支援センターと在宅介護支援センターは、全国で

114か所であるが、在宅介護支援センターの時代から地域の総合相談機能を担ってき

た。そこで、地域包括ケア体制の整備が進められているなかで、医師会共同利用施

設であるセンターの活動状況や連携に関する課題について把握することを目的とし

て、アンケート調査を実施した。 

◆ 地域包括支援センターの職種別の人員配置状況をみると、全国の平均的な規模よ

り多く、相談件数も多かった。在宅介護支援センターでも、相談件数が全国平均と

比べて多かった。在宅介護支援センターは、地域包括支援センターと比べて規模が

小さく相談機能も限られてはいたが、地域包括支援センターのブランチ機能を担っ

ている事業所や、今後地域包括支援センターへ移行する事業所もある。全体として

は、地域包括ケアへの関与を強化していく方向性である。 

 ◆ 両センターに共通する特徴として、医師との連携に対する意識が高く、連携がう

まくいっている様子が本調査から明確に読み取れた。また、地域ケア会議について

も各々7 割の事業所が実施しており、連携活動への取り組みも多いこともわかった。

地域包括ケアを展開する上で、医師会員が協働できる拠点のひとつとして地域への

貢献が大いに期待される。 
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一方で、医師や医療機関によっては連携をとりにくく、介護保険や地域包括ケアに

対する医師の関与にばらつきが大きいことなどが指摘されていた。また、全国の地域

包括支援センターの多くが福祉系法人のため、医師とセンターとの連携が十分でない

ケースが多いと考えられる。地域包括ケアにおける医療と介護の連携の要としての医

師と地域医師会の存在は、ますます重要な位置づけとなっている。 

◆ センターの運営課題として、人材の確保、財源不足などの経営上の課題が上位に挙

げられていた。他の介護保険事業を行う医師会共同利用施設でも挙げられる課題でも

ある。今後、地域包括支援センター等が期待された機能を十分に発揮できるよう、財

源や業務のあり方等についての議論を深めていく必要がある。 
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はじめに 

 

 地域包括支援センターは、2005年の介護保険法改正で制定された、地域住民の保健・福

祉・医療の向上を目的として、地域の高齢者などに対する介護予防マネジメント、権利擁護、

虐待防止などを総合的に行う機関であり、各区市町村（保険者）に設置されている。2010年

4月現在、全国で4,065か所であり、全ての保険者に設置されている1。 

医師会共同利用施設の地域包括支援センター等は、全国で114か所であるが、在宅介

護支援センターの時代から、地域の総合相談機能を担ってきた実績を持っている。 

そこで、日医総研では、地域包括ケア体制の整備が進められているなかで、医師会共

同利用施設であるセンターの活動状況と連携において、どのような課題があるのか把握

することを目的とし、アンケート調査を実施した。本報告を通じて、医師会共同利用施

設である地域包括支援センターおよび在宅介護支援センターが、地域包括ケアの拠点を

担っている現状を、多くの医療・介護関係者に知っていたければ幸いである。 

 

 なお、地域包括支援センター等の実態調査は、日医総研として初めての試みなので、

調査対象を医師会共同利用施設に限定した。また、共同利用施設の特徴などについて、

全国の状況と比較を行うために、全国規模の先行調査（全国社会福祉協議会・全国地域

包括・在宅介護支援センター協議会「全国地域包括・在宅介護支援センター実態調査

2010」2）の選択肢に可能な限り合わせ、項目を作成した。 

 

  最後に、お忙しい中、調査に協力をしてくださった地域包括支援センターおよび在宅

介護支援センターの管理者の皆様に、心より御礼を申し上げる。 

                               2012年2月 

                            研究員 野村真美 

 

                                                  
1「地域包括支援センターの設置状況」（厚生労働省調べ）、社会保障審議会介護給付分科会「資料４居宅

介護支援・介護予防支援の基準・報酬」（平成 23 年 10 月 31 日）より引用。 
2 出典は、全国社会福祉協議会、全国地域包括・在宅介護支援センター協議会「地域包括支援センター等に

よる地域包括ケアを実践するネットワークの構築の進め方に関する調査研究事業報告書（平成 22 年度厚

生労働省補助事業）」。同調査は、地域包括・在宅介護支援センター協議会会員 3,541 か所を対象に、平

成 23 年１月下旬～2 月上旬に実施されたものである。回収率は 34.2％で、有効回答数は、地域包括支援

センターが 648 か所、在宅介護支援センターが 549 か所であった。 
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Ⅰ．調査の概要 

１．調査目的  

地域包括支援センターおよび在宅介護支援センターの活動状況や連携の実態か

らみた課題、地域包括ケアに必要な医療連携等を把握し、今後の地域包括ケアに

対する医師会の関わりを検討するための基礎資料に資する。 

２．調査対象 

全国3の医師会共同利用施設である地域包括支援センター93 か所および在宅介

護支援センター23 か所の管理者。統合したセンターがあったため、最終的にそ

れぞれ 92 か所、22 か所であった。 

３．調査方法と内容 

（１）調査期間 

平成 23（2011）年 11 月 13 日～12 月 2 日 

※回収状況を勘案して 15 日到着分までを集計対象とした。 

 

（２）調査方法 

アンケート調査票。郵送により配布し、回答についても郵便にて回収。 

 

（３）調査項目 

    Ⅰ．基本情報（所在地、併設事業、開設年、担当圏域の人口規模・高齢化率、

職員体制、相談件数など） 

Ⅱ．関係機関との連携の状況 

Ⅲ．今後の方針等 

            

４．有効回答数（有効回答率） 

地域包括支援センター：57か所（62.0％） 

在宅介護支援センター：14か所（63.6％） 

 

 

                                                  
3  ただし、被災 3 県である岩手、宮城、福島を除いた。 
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Ⅱ．主な調査結果 

 

１．センターの基本情報 

1－1．センターの区分、事業所数 

 

地域包括支援センターが57か所（80.3％）、在宅介護支援センターが14か所

（19.6%）であった。在宅介護支援センターのうち、「地域包括支援センターのサブセ

ンターまたはブランチ」が11か所（15.5％）であり、「市町村からの補助金はなく、法

人独自の運営」が3か所（4.2％）で、「地域包括支援センターのサブセンターまたはブ

ランチではなく、市町村からの補助金がある」の回答は0か所であった。 

 

 

図1－1－1. 回答事業所のセンターの区分（n=71）-全国との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①
80.3%

（57か所）

①
53.6%

②
15.5%

（11か所）

②
28.6%

③
13.6%

④
4.2%

（3か所）

④
3.5%

本調査
（ｎ=71）

参考
全国調査*
（ｎ=1,210）

　*全国社会福祉協議会「地域包括・在宅介護支援センター実態調査2010」より引用

①地域包括支援センター

②在宅介護支援センター（地域包括支援センターのサブセンターまたはブランチ）

③在宅介護支援センター（地域包括支援センターのサブセンター等ではない。市町村からの補助金あり）

④在宅介護支援センター（市町村からの補助金はなく、法人独自の運営）

地域包括支援センター
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1－2．運営形態 

  

 地域包括支援センターは、行政が医師会に運営を委託しているセンター（委託：

医師会）が最も多く 40 か所（70.2%）を占め、続いて行政直営型が 12 か所

（21.1%）、財団法人や（医師会以外の）社団法人に運営を委託しているセンター

が 5 か所（8.8%）であった。 

 

 在宅介護支援センターでは、行政が医師会に運営を委託しているセンターが 13

か所（92.9%）行政直営型が 1 か所（7.1%）であった。 
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表 1－2－1. 地域包括支援センターの事業所数および構成割合（n=57）-全国との比較 

 事業所

数 

構成 

割合 

【参考】全国の 

構成割合* 

行政直営 12 21.1% 29.7% 

委託：医師会 40 70.2%

委託：その他（財団法人、社団法人） 5 8.8%

 

3.7% 

委託：社会福祉法人（社協を除く） － － 37.0% 

委託：社会福祉協議会 － － 12.9% 

委託：医療法人 － － 11.9% 

委託：株式会社等 － － 1.6% 

委託：NPO法人 － － 0.5% 

委託：その他（厚生連、医療生協） － － 1.6% 

*「地域包括支援センターの設置状況」（厚生労働省調べ）、社会保障審議会介護給付分科会 

「資料４居宅介護支援・介護予防支援の基準・報酬」（平成 23 年 10 月 31 日）より引用。 

 

表 1－2－2. 在宅介護支援センターの事業所数および構成割合（n=14）-全国との比較 

 事業所

数 

構成 

割合 

【参考】 全国の

構成割合** 

行政直営 1 7.1% 2.9% 

委託：医師会 13 92.9%

委託：その他（財団法人、社団法人） 0 0.0%

 

2.7% 

委託：社会福祉法人（社協を除く） － － 64.5% 

委託：社会福祉協議会 － － 9.1% 

委託：医療法人 － － 19.5% 

委託：株式会社等 － － 0.0% 

委託：NPO法人 － － 0.0% 

委託：その他（厚生連、医療生協） － － 0.5% 

**全国社会福祉協議会「地域包括・在宅介護支援センター実態調査 2010」より引用 
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1－3．併設している事業の状況 

 

地域包括支援センターでは、57か所のうち55か所（96.5％）が併設事業を有して

いた。事業種類別に内訳をみると、「訪問看護ステーション」が29か所（50.9%）

と最も多く、続いて「居宅介護支援事業所」が28か所（49.1％）、「訪問介護」が

16か所（28.1%）などの順であった。 

 

在宅介護支援センターでは、14か所のすべてが併設事業を有していた。事業種類

別に内訳をみると、「居宅介護支援事業所」が12か所（85.7％）で最も多く、続い

て「訪問看護ステーション」が9か所（64.3%）などの順であった。 

 

 

表1－3－1. 併設している事業および構成割合（複数回答） 

 地域包括支援 

センター（n=57） 

在宅介護支援 

センター（n=14） 

併設あり 55 （96.5%） 14（100.0%）

居宅介護支援  28 （49.1%） 12 （85.7%）

訪問看護ステーション 29 （50.9%） 9 （64.3%）

訪問介護 16 （28.1%） 3 （21.4%）

病院・診療所 13 （22.8%） 1 （ 7.1%）

 

 

  併 

  設 

  事 

  業 

 

 

その他 

通所リハビリテーション、デイケア、デイサー

ビス、訪問入浴、小規模多機能、特養、養護老

人ホーム、老人保健施設など 

9 （15.8%） 2 （14.3%）

併設なし  2 （ 3.5%） 0 （ 0.0%）
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２．サービスの提供状況 

2－1．相談および業務の実施状況 

 

相談形態別にみた１事業所当たりの月平均相談件数 

 

平成23年4月から9月までの地域包括支援センターにおける1事業所当たりの相談件数

は、月平均351件であった。相談形態別の内訳をみると、電話相談が167件（47.5％）

で最も多く、続いて訪問相談が157件（44.6％）、来所相談が28件（7.9％）であった。 

在宅介護支援センターでは、月平均90件の相談があり、そのうち訪問相談が53件

（59.6％）で最も多く、続いて電話相談が31件（35.3％）、来所相談が5件（5.1%）の

順であった。 

  参考までに、医師会共同利用施設の地域包括支援センターおよび在宅介護支援セン

ターの相談件数は、全国の状況（表2－2－2）と比べて相談件数が多かった。 

  

表2－2－1. 相談形態別にみた1事業所当たりの月平均相談件数-平成23年4月から9月 

  
地域包括支援センター 

（ｎ=55） 

在宅介護支援センター 

（ｎ=11） 

相談総件数 351 件 100.0% 90 件 100.0% 

電話相談 167 件 47.5% 31 件 35.3% 

来所相談 28 件 7.9% 5 件 5.1% 内訳 

訪問相談 157 件 44.6% 53 件 59.6% 

注）無回答を除いている。端数処理をしているため、総件数と内訳の合計が一致しない 

 

   表2－2－2. 【参考】1事業所当たりの月平均相談件数-全国の状況* 

地域包括支援センター 在宅介護支援センター

192件 57件

*全国社会福祉協議会・全国地域包括・在宅介護支援センター協議会 

「全国地域包括・在宅介護支援センター実態調査2010」より引用。  
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業務種類別にみた相談実施状況 

 

業務種類別に相談実施のあった事業所数をみると、地域包括支援センターでは「総

合相談支援業務」「権利擁護業務」が56か所（100.0%）で最も多く、続いて「要支援

者プラン」が55か所（98.2%）、「ケアマネ困難事例支援」が53か所（94.6%）など

の順であった。包括的・継続的ケアマネジメント支援業務のうち「他機関連携事例」

を実施していた47か所（83.9％）のうち、「医療機関連携事例」の相談を実施してい

たのは44か所（78.6%）であった。 

在宅介護支援センターでは、「総合相談支援業務」が10か所（90.9%）で最も多く、

続いて「権利擁護業務」が5か所（45.5％）、「要支援者プラン」が4か所（36.4%）

などの順であった。包括的・継続的ケアマネジメント支援業務のうち「他機関連携事

例」を実施していたのは3か所（27.3%）で、そのうち「医療機関連携事例」を実施し

ていたのは2か所（18.2%）であった。 

 

表2－2－3. 業務種類別にみた相談を実施ありの事業所数と構成割合（n=67、複数回答） 

平成23年4月から9月の実績 

地域包括支援センター 

（n=56） 

在宅介護支援センター 

（n=11） 

 

事業所数 構成割合 事業所数 構成割合 

（１） 総合相談支援業務 56 100.0% 10 90.9%

（２） 権利擁護業務 56 100.0% 5 45.5%

（３） 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

① ケアマネ困難事例の支援 53 94.6% 2 18.2%

② 他機関連携の事例 47 83.9% 3 27.3%

 

再掲：医療機関との連携事例 44 78.6% 2 18.2%

（４） 介護予防ケアマネジメントに関する相談 

① 特定高齢者プラン 46 82.1% 1 9.1% 

② 要支援者プラン 55 98.2% 4 36.4%

注）無回答を除いている 
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2－3．地域ケア会議や研修会等の状況 

 

地域ケア会議の開催状況 

   

 地域ケア会議とは、地域包括支援センターが呼びかけて、市町村（保険者）および

市町村関係各課、医師会や医療関係者、介護支援専門員およびサービス提供事業所、

その他の関係者等が定期的に集まり、特定高齢者、要支援および要介護高齢者などの

対応困難な事例などに対するケアについて検討を行う会議のことで、ケアプランを評

価し、改善を行い、ケアプランの適正さを確保するとともに、参加者の能力向上も図

っていく仕組みである。地域により様々な方法で開催されている。例えば、地域包括

支援センターではなく、従前の在宅介護支援センターなどが中心となって実施する地

域もある。 

地域包括支援センターでは 43 か所（75.4％）が地域ケア会議を開催していた。その

うち、「6 回以上」（月 1 回以上のペース）の開催が 19 か所（33.3％）であった。  

在宅介護支援センターでは、10 か所（71.4％）が開催していた。そのうち、「6 回

以上」の開催が 3 か所（21.4％）であった。 

 

表 2－3－１. 地域ケア会議の開催状況-平成 23 年 4 月から 9 月の実績 

地域包括支援センター 

（n=57） 

在宅介護支援センター 

（n=14） 

 事業所数 構成割合 事業所数 構成割合 

開催あり 43 75.4% 10 71.4% 

1 回 9 15.8% 3 21.4% 

2～5 回 15 26.3% 4 28.6% 

 6 回以上 19 33.3% 3 21.4% 

開催なし 14 24.6% 4 28.6% 

合計 57 100% 14 100% 

      注） 端数処理の関係で、回数別の構成割合の合計が「開催あり」の数値と一致しない場合がある 
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３．関係機関との連携 

3－1．主な業務別にみた連携の構成員 

要支援者のケアプラン作成における連携の構成員 

要支援者のケアプラン作成における連携の構成員について尋ねたところ、地域包括

支援センターでは「介護サービス提供事業所」が最も多く 57 か所（100.0%）、続い

て「かかりつけ医」が 55 か所（96.5%）、「民生・児童委員」が 44 か所（77.2%）、

「福祉行政」が 39 か所（68.4%）、「ケアマネジャー」が 36 か所（63.2%）などの

順であった。在宅介護支援センターでは、「ケアマネジャー」と「介護サービス提供

事業所」が最も多く各々7 か所（50.0%）、続いて「福祉行政」と「かかりつけ医」

が各々6 か所（42.9%）などの順であった。要支援者のプラン作成を行っていないと

ころもあるため、全体的に比率が低かった。 

上記の結果を、参考までに全国の状況4と比べると、「介護サービス提供事業所」

および「かかりつけ医」の比率について、地域包括支援センターでは約 70 ポイント、

在宅介護支援センターでは、20 ポイント超の差異がみられた。 

表 3－1－1. 要支援者のケアプラン作成時における連携の構成員（複数回答） 

事業所数 構成割合 事業所数 構成割合

福祉行政 39 68.4% 6 42.9%

保健行政 14 24.6% 3 21.4%

警察署 5 8.8% 0 0.0%

消防署 3 5.3% 0 0.0%

かかりつけ医 55 96.5% 6 42.9%

医師会 11 19.3% 1 7.1%

保健所（保健センター） 8 14.0% 0 0.0%

ケアマネジャー 36 63.2% 7 50.0%

介護サービス提供事業所 57 100.0% 7 50.0%

介護保険施設 26 45.6% 3 21.4%

グループホーム 9 15.8% 2 14.3%

NPO/ボランティア団体 13 22.8% 0 0.0%

民生・児童委員 44 77.2% 3 21.4%

自治会・町内会 14 24.6% 1 7.1%

地域住民 14 24.6% 2 14.3%

その他 3 5.3% 0 0.0%

地域包括支援センター

（ｎ=57）

在宅介護支援センター

（ｎ=14）

 
                                                  
4 全国社会福祉協議会・全国地域包括・在宅介護支援センター協議会「全国地域包括・在宅介護支援セン

ター実態調査 2010」。以降の全国の状況とは、同調査との比較である。なお、本調査でいう「かかりつけ

医」が同調査の「医療機関」に当たる。また、同調査では「医師会」が選択項目にはない。 
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図 3－1－1. 要支援者のケアプラン作成時における連携の構成員（複数回答） -順位 

地域包括支援センター（n=57）                  在宅介護支援センター（n=14） 
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図 3－1－2. 要支援者のケアプラン作成時における連携の構成員（複数回答）-全国との比較 

       地域包括支援センター（n=57）                  在宅介護支援センター（n=14） 
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*全国社会福祉協議会・全国地域包括・在宅介護支援センター協議会「全国地域包括・在宅介護支援センター 

実態調査 2010」 
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認知症対策における連携の構成員 

 

認知症対策における連携の構成員について尋ねたところ、地域包括支援センターで

は、「かかりつけ医」「民生・児童委員」が最も多く 53 か所（93.0%）、続いて

「福祉行政」が 51 か所（89.5%）、「ケアマネジャー」「介護サービス提供事業

所」が 49 か所（86.0%）、「警察署」が 45 か所（78.9%）などの順であった。在宅

介護支援センターでは、「福祉行政」が最も多く 13 か所（92.9%）、続いて「かか

りつけ医」「ケアマネジャー」が 12 か所（85.7%）、「保健行政」「民生・児童委

員」が 10 か所（71.4%）などの順であった。 

上記の結果を、参考までに全国の状況と比べると、「かかりつけ医」の比率につい

て、地域包括支援センターでは 39.2 ポイント、在宅介護支援センターでは 42.9 ポイ

ントもの差異がみられた。 

 

表 3－1－2. 認知症対策における連携の構成員（複数回答）

事業所数 構成割合 事業所数 構成割合

福祉行政 51 89.5% 13 92.9%

保健行政 34 59.6% 10 71.4%

警察署 45 78.9% 4 28.6%

消防署 19 33.3% 2 14.3%

かかりつけ医 53 93.0% 12 85.7%

医師会 22 38.6% 3 21.4%

保健所（保健センター） 29 50.9% 5 35.7%

ケアマネジャー 49 86.0% 12 85.7%

介護サービス提供事業所 49 86.0% 9 64.3%

介護保険施設 29 50.9% 6 42.9%

グループホーム 35 61.4% 7 50.0%

NPO/ボランティア団体 14 24.6% 3 21.4%

民生・児童委員 53 93.0% 10 71.4%

自治会・町内会 34 59.6% 6 42.9%

地域住民 34 59.6% 6 42.9%

その他 6 10.5% 0 0.0

地域包括支援センター

（ｎ=57）

在宅介護支援センター

（ｎ=14）

%
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図 3－1－3. 認知症対策における連携の構成員（複数回答）-順位 

    地域包括支援センター（n=57）                在宅介護支援センター（n=14） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89.5

86.0

86.0

78.9

59.6

59.6

50.9

50.9

38.6

33.3

24.6

10.5

93.0

93.0

61.4

59.6

0.0% 50.0% 100.0%

かかりつけ医

民生・児童委員

福祉行政

ケアマネジャー

介護サービス提供事業所

警察署

グループホーム

保健行政

自治会・町内会

地域住民

保健所（保健センター）

介護保険施設

医師会

消防署

NPO/ボランティア団体

その他

85.7

71.4

71.4

64.3

42.9

42.9

35.7

28.6

21.4

21.4

14.3

0.0

92.9

85.7

50.0

42.9

0.0% 50.0% 100.0%

福祉行政

ケアマネジャー

かかりつけ医

民生・児童委員

保健行政

介護サービス提供事業所

グループホーム

地域住民

自治会・町内会

介護保険施設

保健所（保健センター）

警察署

NPO/ボランティア団体

医師会

消防署

その他

図 3－1－4. 認知症対策における連携の構成員（複数回答）-全国との比較 
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*全国社会福祉協議会・全国地域包括・在宅介護支援センター協議会「全国地域包括・在宅介護支援センター 

実態調査 2010」 
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3－2．介護予防ケアプランの中立性について 

 センターで作成する介護予防ケアプランの作成過程の公正、中立性が担保できてい

るかを尋ねたところ、「そう思う」と「ややそう思う」の合計が、地域包括支援セン

ターで 56 か所（98.2％）、在宅介護支援センターが 6 か所（100.0％）と多数を占め

ていた。 

図 3－2－1. Q.介護予防ケアプラン作成過程の公正、中立性は担保できていると思いますか 

          地域包括支援センター（n=57）              在宅介護支援センター（n=6） 

そう思う
45か所
 78.9%

あまり
そう思わな
い 1か所

 1.8%
やや

そう思う
11か所
19.3%

やや
そう思う
1か所
16.7%

そう思う
 5か所
83.3%

 

 

 

 

 

 

 

 

  注）在宅介護支援センターのうち、介護予防ケアプランを作成していない事業所と無回答を除外している。 

 また、介護予防ケアプランの公正、中立性を担保するために必要と考える取り組み

を尋ねたところ（自由記述回答）、「利用者への十分な情報提供」が最も多かった。 

図 3－2－2. 介護予防ケアプランの公正、中立性担保のために必要と考える取り組み（n=64） 
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（事業所数） 20 

 

 

 

 

 

 

注）自由記述回答を、キーワードおよび内容分析により整理した。 
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3－3．かかりつけ医や医療機関との連携状況 

    

連携についての意識 

 

かかりつけ医や病院などの医療機関との連携についてうまくいっていると思うか尋

ねたところ、地域包括支援センターでは、「そう思う」「ややそう思う」の合計が

89.4％、在宅介護支援センターでは、76.9％を占めていた。また、両センターともに、

「そう思わない」と「わからない」の回答は、いずれも 0%であった。 

 

      図 3－3－1. Q．かかりつけ医や医療機関との連携はうまくいっていると思いますか 

         地域包括支援センター（n=57）            在宅介護支援センター（n=14） 
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医師や医療機関との連携を必要とする場合 

   どのようなときに医師や医療機関を必要とするか、連携がうまくいっていると回答し

たセンターから、具体的な状況についての自由回答を得た。キーワードによる分類を行い、

整理したものを表 3－4－2 に示す。 

  「状態が悪化したとき・不安定なとき」が最も多く 20 か所で、続いて「認知症のケー

ス」が 18 か所、「入退院時の支援の際（緊急入院、方針決定、病院でのカンファレンス、

在宅移行後の受け入れなど）」が 11 か所、「医療系サービス必要時」が 9 か所などの順

であった。そのほかにも様々な状況が挙げられていた。       

表 3－3－1. 連携を必要とする状況（連携がうまくいっていると思う n=61、複数回答） 

具体的な状況 回答数 

状態が悪化したとき・不安定なとき 20 

認知症のケース 18 

入退院時の支援の際 11 

医療系サービス必要時 9 

介護保険申請時 8 

虐待の事例に対応するとき 8 

ケアプランの作成・評価のための病状把握や留意事項を把握したい時 7 

病状を把握するため 7 

受診勧奨 5 

訪問診療医と連携がある時 5 

日常生活の留意点を把握 5 

判断力低下に伴う健康不安のあるケース 4 

介護サービス等利用の留意事項に関する助言 2 

権利擁護 2 

対応困難事例 2 

施設入所を検討する時 1 

全ての支援に医療機関の受診は不可欠 1 

その他 1 
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４．課題 

   

運営課題（３つまで）について尋ねたところ、地域包括支援センターでは、「職員の

人材確保」および「インフォーマルサービスの不足」が最も多く 24 か所（42.1％）、

続いて「運営に必要な財源の確保」が 19 か所（33.3％）、「委託プランの負担」が 17

か所（29.8％）などの順であった。 

 

在宅介護支援センターでも、「職員の人材確保」が 7 か所（50％）で最も多く、続い

て「運営に必要な財源の確保」が 5 か所（35.7％）などの順であった。 

 いずれのセンターにおいても、「職員の人材確保」と「運営に必要な財政の確保」

といった運営の根幹に関わる課題が上位に挙げられていた。 
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図 4－1－1. 地域包括支援センターの運営課題（n=57、複数回答、３つまで選択可） 
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図 4－1－2. 在宅介護支援センターの運営課題（n=14、複数回答、３つまで選択可） 
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５．今後の方針等 

 

センターの平成 24（2012）年度以降の方針について尋ねたところ、地域包括支援セ

ンター57 か所のうち、「方針は決まっている」と回答した 56 か所のすべての事業所

が「地域包括支援センターとして、事業を継続する」という回答であった。 

 

在宅介護支援センターについても、14 か所のすべてが「方針は決まっている」と回

答していた。そのうち、「在宅介護支援センターとして、事業を継続する」が７か所

（50.0%）と最も多く、続いて「地域包括支援センターに移行して、事業を継続する」

が 6 か所（42.9%）、「地域包括支援センターのサブセンター・ブランチに変更」が 

1 か所（7.1%）であった。 

    

表 5－1. 平成 24 年度以降の方針について（n=71） 

地域包括支援センター 在宅介護支援センター 
  

事業所数 構成割合 事業所数 構成割合

①地域包括支援センターとして、事業を継続 

（在宅介護支援センターの場合は、移行） 
56 100.0% 6 42.9%

②在宅介護支援センターとして、事業を継続 

 
0 0.0% 7 50.0%

③地域包括支援センターのサブセンターまたは 

ブランチに変更する 
0 0.0% 1 7.1%

 

合計 
56 100.0% 14 100.0%
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Ⅲ．まとめと考察 

 

２．考察 

 

医師会にとっての地域包括ケアの拠点であるセンターの特徴 

 

地域包括支援センターでは、各職種別の人員配置状況でみると、全国の平均的な規

模より多く、相談件数も多かった。在宅介護支援センターでは、相談件数も全国平均

と比べて多かった。また、地域包括支援センターと比べて規模が小さく、相談機能も

限られてはいたが、地域包括支援センターのブランチ機能を担っている事業所や、今

後地域包括支援センターへ移行する事業所もあることから、全体として見ると、地域

包括ケアへの関与を強化していく方向性であることもわかった。 

両センターに共通する特徴として、かかりつけ医や医療機関との距離が近い医師会

共同利用施設という特性のため、医師との連携に対する意識が高いことが、本調査か

ら明確に読み取れた。また、地域ケア会議についても各々7 割の事業所が実施していた。  

今後の地域包括ケアを推進していく上で、医師会員が協働できる拠点のひとつとし

て地域への貢献が大いに期待される。 

 

センター活動から見えた、かかりつけ医に期待されること 

 

地域包括支援センターも、在宅介護支援センターも共に、要支援ケアプランの作成

や認知症などの様々なケースへの対応を通じて、医師との連携の必要性に関する認識

が高く、ほとんどのセンターで連携がうまくいっている様子が明確に窺えた。 

一方で、医師や医療機関によっては連携が取りにくく、介護保険や地域包括ケアに

対する医師の関与にばらつきが大きい面もあることなどが指摘されていた。また、医

師は介護保険や地域包括ケアに対する関心や理解をこれまで以上に持ち、医師のより

多くの関与を望んでいる状況が示されるなど、医師との連携に課題が残されていた。 
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さらに、全国の地域包括支援センターの半数以上、在宅介護支援センターの約 7 割

が福祉系の法人等であることから推測すると、全国では、センターと医師との連携が

十分に取れていない状況が多いのではないかと考えられる。 

かかりつけ医は、運営協議会における地域ケア会議への参加、介護保険審査会、主

治医意見書の作成、ケアプランに対する助言などの活動を通じて他職種との連携を深

め、関係者をしっかりと束ねていく必要がある。また、地域包括ケアにおける医療と

介護の連携の要として、かかりつけ医と地域包括ケア関係者との連携支援や、行政に

対する働きかけなど、地域医師会の役割がますます重要になるだろう。 

 

課題は、人材確保とプランの負担軽減 

 

地域包括支援センターも在宅介護支援センターもともに、医師会共同利用施設の共

通の課題として挙げられる人材の確保、財源不足が上位に挙げられていた。今後の事

業展開において、事業運営の継続性のみならず制度の維持性にも影響を及ぼす可能性

がある。他の介護保険事業を行う医師会共同利用施設においても挙げられる課題でも

ある。また、介護予防ケアプラン作成にかかる業務量等の負担などの業務上の課題の

解決も急がれる。今後は、地域包括支援センター等が、医師会共同利用施設として期

待された機能を十分に発揮できるよう、財源や業務のあり方等についての議論を深め

ていく必要がある。 

 

今回の調査では、活動状況や連携等の状況把握が主体であったため、上述したよう

な経営課題等について詳細な把握ができなかった。今後の研究においては、介護報酬

改定等の影響も含めた経営状況等についての実態把握を行い、解決に向けた検討をし

ていく所存である。 
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