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令和元年度 第４回 静岡県医療対策協議会 議事録

日 時 令和２年３月 11 日(水) 午後４時から午後６時０２分まで

場 所 静岡県総合研修所 もくせい会館 富士ホール

出席委員

荒堀 憲二 岩崎 康江 太田 康雄 荻野 和功 柏木 秀幸

金山 尚裕 神原 啓文 小林 利彦 佐藤 浩一 鈴木 昌八

鈴木 明芽 高橋 満 竹内 浩視 田中 一成 徳永 宏司

中野 浩 中村 利夫 松井 三郎 毛利 博 計 19 人

欠席委員

小田 和弘 坂本 喜三郎

出席した県職員等（事務局職員）

池田和久健康福祉部長 石田貴健康福祉部理事 鈴木宏幸医療健康局長

奈良雅文健康福祉部参事 田中宣幸医療政策課長 秋山泉地域医療課長

井原貞医療人材室長 後藤幹生疾病対策課長 土屋厚子医療健康局技監

山野富美健康増進課長 青山秀徳健康福祉政策課長 塩津慎一長寿政策課長代理

田中喜久夫薬事課長

本間善之賀茂保健所長 伊藤正仁熱海保健所長 安間剛東部保健所長

永井しづか御殿場健康福祉ｾﾝﾀｰ所長兼保健所長 鉄治富士保健所長

岩間真人中部保健所長 木村雅芳西部保健所長

長澤信介静岡市保健所理事 板倉弥浜松市健康医療課参与

議題

（１）医師確保計画

（２）外来医療計画

（３）令和３年度臨床研修医募集定員の設定について

（４）「（仮称）医師確保部会」の設置について

報告事項

（１）公立・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証要請

（２）第８次静岡県保健医療計画の中間見直し

（３）地域医療介護総合確保基金

（４）令和２年度ふじのくに医療勤務環境改善支援センターの運営

開会

進行 鈴木医療政策課長代理
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議事の経過

○鈴木医療政策課長代理 ただいまから、令和元年度第４回静岡県医療対策協議会を開催

いたします。

委員の皆様には、お忙しい中、お集まりいただきまして、まことにありがとうござい

ます。

私は、本協議会の進行役を務めます、医療政策課課長代理の鈴木と申します。本日は

よろしくお願いいたします。

本日は19人の委員の方にご出席をいただいております。

なお、新型コロナウイルス感染症への対応の関係で、事務局の出席者に一部変更がご

ざいますので、ご了承願います。

本日の資料は、お手元の配付資料一覧のとおりでございます。

資料の最後には、新型コロナウイルス感染症への県の対応に関する資料を添付してご

ざいます。

それでは、議事進行につきまして、徳永会長よりお願いいたします。

○徳永会長 皆様こんにちは。ご出席いただきまして、御礼申し上げます。

新型コロナウイルスの感染症につきましては、感染拡大になかなか歯どめがかかって

おりません。国としてもさまざまな対策を講じてきておりますけれども、地域医療を担

う者として、これに協力して対応していきたいと思っております。

本日は、年度当初より議論いただいております医師確保計画につきまして、目標医師

数を記載した最終案の協議となります。さまざまな視点からのご意見をお願いしたいと

思います。

また、地域医療構想の関係では、１月下旬に、具体的対応方針の再検証要請の通知が

厚生労働省より発出されました。今回は、通知の概要やスケジュール等につきまして報

告される予定であります。さまざまな国の政策が動き出してきたことから、関係者間で

しっかり情報を共有するとともに、積極的な意見交換をお願いしたいと思います。

それでは、議事を進めますので、円滑な議事の進行にご協力をお願いいたします。

本日は、議題が４件、報告事項が４件ございます。

最初に、議題の１番、「医師確保計画」につきまして、事務局から説明をお願いいた

します。

○秋山地域医療課長 それでは、地域医療課、秋山より説明をさせていただきます。着座
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にて失礼いたします。

それでは、資料１の１ページをお開きください。次第の下についている１ページでご

ざいます。

それともう１つ、別のつづりになっております、右肩に「資料１－１」「議題１」と

書かれた「静岡県医師確保計画（案）目次」の別刷りを、横に一緒にごらんいただけれ

ばと思います。

まず、次第のほうの資料１の１ページですけれども、医師確保計画（案）について、

ご意見をいただくものでございます。

お手数ですけれども、別つづりの後ろから２枚目の26ページをお開きください。

これまで県では、ふじのくに地域医療支援センターの理事会、また医療対策協議会、

医療審議会、そして各地域の地域医療構想調整会議・地域医療協議会等でご意見をいた

だいてまいりました。

また、表中の下から６段目ですね。１月８日から２月４日までパブリックコメントを

行ないました。

それでは、次第の２ページをお開きください。

次第の２ページとしましては、パブリックコメント等の意見を記載しています。

１月８日から２月４日までパブリックコメントをさせていただいたところ、記載はあ

りませんけれども、３名の方から御意見をいただきました。

また、医療法に基づく関係団体への意見聴取から、計６団体の意見をいただきまして、

９名の方からいただいた意見を記載してございます。そのうち本文中に意見を反映させ

ていただいた部分について確認をしていただきます。

まず、２ページ目の意見者番号の１番の２つ目ですね。「P4の『課題』について」と

いうことで、医学修学研修資金の状況についての記載についてご意見をいただいたとこ

ろ、ご意見を反映させていただきました。

そして、同じく番号１の３つ目、16ページの医師少数スポットについて、ご意見をい

ただいたところです。こちらも、ご意見としては、医療提供が難しい状況にあるなど環

境の変化があった場合には、その地域の医療提供体制の確保に努める旨を追記するとい

った対応をさせていただいております。

続いて、意見者番号の２の２つ目、19ページの１つ目の「○」について、「『シーリ

ング対象都道府県』がわかりにくい」ということで、わかりやすく記載を修正させてい
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ただいてございます。これも後ほど確認をしていただきます。

ページをめくっていただいて、３ページ目の意見者番号４番の１つ目でございます。

「男女別のデータを示したほうがいいのではないか」ということで、こちらも男女別の

データを12ページに追記しております。

そのほか多くのご意見をいただきましたけれども、取り組みの中で検討をさせていた

だくといった対応をさせていただきたいと思いますので、ご承知おきいただければと思

います。

それでは、続けて、別つづりの「計画（案）目次」をごらんください。

もう一度、計画の構成について確認をさせていただきます。

計画の構成といたしましては、１、「基本的事項」、２、「医師確保の方針」、３、

「目標医師数」、４、「目標医師数を達成するための施策」、５、「産科・小児科にお

ける医師確保計画」等で構成されております。

その中で、２の「医師確保の方針」の（３）「医師少数スポット」の項目の表記につ

きまして、（２）の「医師少数区域・医師多数区域の設定」と同様に、これまで「医師

少数スポットの設定」と記載しておりましたけれども、その「の設定」を削除いたしま

して「医師少数スポット」のみの記載とさせていただきました。この理由につきまして

は後ほどご説明いたします。

続けて内容に入っていきます。

１枚めくっていただいて、（案）の１ページ、１、「基本的事項」をごらんください。

その（２）「計画の位置付け」の２つ目の「○」。

この計画につきましては、2036年までに医師偏在是正を達成することを長期的な目標

としてございます。そして、３年ないし４年ごとに計画の達成・実施を見直していくと

いった形になってございます。

めくっていただいて、２ページの２、「医師確保の方針」、（１）「現状と課題」を

ごらんください。

アの「医師数の状況」の３つ目の「○」につきまして、特に本県の医師不足の根源で

すね。原因について表記をさせていただいております。「人口が同規模の地域と比較し

て医学部定員数が極度に少ないことが挙げられます」ということで表記してございます。

今後とも、浜松医科大学と連携しながら、さらに県外からも呼び込む必要があるといっ

たところとなります。
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現在の医師数の状況ですけれども、下段の図表１の「2018」をごらんください。頭数

としては、医師の数は7,690名となっております。この２年間で286人の増加を見てござ

います。

めくっていただいて、３ページ目をごらんください。

人口10万人対の医師数でございます。直近で、国の平均は246.7、本県は210.2の40位

となってございます。

下段の施設従業員ですね。病院・診療所別の医師数につきましては、病院の全国平均

が164.6、本県が133.7の41位となっております。また診療所につきましては、全国が82.1、

本県が76.5の28位として、病院のほうの医師数が深刻であるというような状況がうかが

えます。

１ページめくっていただいて、４ページの「医学修学研修資金の状況」でございます。

その「課題」をごらんください。

「制度上、貸与期間の1.5倍の期間を本県で勤務する仕組みであるところ、貸与期間が

短く」というところですね。先ほどのご意見番号１番のご意見に対応したところとなっ

ております。次ページでお示ししますけれども、貸与期間が例えば２年ですと、県内勤

務が1.5倍の３年しか得られないといったところが課題となっております。

貸与の実績としましては、下段の図表５の2018年では1,088、2019年度を足しますと、

既に1,208人といった人数に貸与を確定しております。

さらに、その下の県内勤務医師数につきましては、2019年で461人まで達しております。

ページをめくっていただいて、勤務医師数の地域別でございます。

東部、中部、西部別に、一番右側の2019年をごらんください。それぞれ「60」「174」

「227」となってございます。各地域の医師数は増えていますけれども、まだまだ偏在解

消がされていないといった状況でございます。

その下段の貸与年数のまとめをごらんください。

その上段の「一般枠」の、さらに「２年」というところですね。「24.0％」とありま

すけれども、これは１年間から６年間貸している状況になりますけれども、24％の方が

２年間しか借りていないということでございます。これをいかに長く借りていただくか

というのが今後の課題となってくるところでございます。

１枚めくっていただいて、６ページ目。

ウ、「本県の医師養成数」につきましては、浜松医科大学の120人ということになって
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おります。

先ほど申し上げたように、浜松医科大学と連携しつつ、県外の大学からの医師を得る

ということで、下段の「県外地域枠の状況」といたしましては、2020年の枠数は、県外

７大学に37枠設けてございます。それに浜松医科大学に15枠の地域枠を設けてございま

すので、37枠と、あと県内の15枠、計52枠の地域枠を県内では設置しております。

１枚めくっていただいて、７ページをごらんください。

その下段です。「臨床研修医の状況」といたしましては、2019年がマッチ者数が248、

2020年がマッチ者数262と、順調に増加しているところでございます。

１ページ飛んで９ページをごらんください。

こちらが専門医研修プログラムの設置状況です。

ごらんの病院は、各診療科の基幹プログラムを持っている病院を記載させていただい

ております。東部の病院が少ないですけれども、東部の病院でも、連携施設として、ほ

ぼ全ての科の専門医研修が可能であるといったところを、一番下の注、※印に記載をし

てございます。東部では全く専門医研修ができないというわけではなくて、東部の基幹

は少ないですけれども、連携施設として、ほぼ全ての専門医研修が可能であるといった

趣旨の記載をしてございます。

ページをめくっていただいて、10ページ目をごらんください。

こちらは、県内プログラムへの専攻医の登録状況です。

一番左の2018年、2019年を比較してみますと、2018年が113人、2019年が149人と、新

専門医制度が開始されたときに１回113まで落ち込んだものが、2019年にやや回復傾向を

見てございます。

１枚めくっていただいて、カの「医療施設に従事する女性医師の状況」でございます。

下段のグラフをごらんください。

特に若い女性医師、39歳以下の女性医師の割合は、もう既に３割を超えておりますの

で、女性医師の多様な働き方のニーズへの対応を求められてくる時代となっております。

１枚めくって12ページをごらんください。

こちらは、先ほどパブリックコメントをいただいたデータとなります。「男女のデー

タを示すべきだ」というところで追加をさせていただいております。

１枚めくっていただいて、13ページをごらんください。

キの「医学部医学科に進学する本県の学生」の状況といたしましては、直近で182人と。
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ただ、全国平均レベルに達するには、まだまだ進学者を増やさなければいけないという

ことで、引き続き、中学生、高校生の「こころざしセミナー」等で医学部を目指す医師

の醸成を進めていきたいと考えております。

１枚めくっていただいて、14ページをごらんください。

クの「医師の働き方改革」でございます。

こちらは、もう既に取り組みを行なっているかと思いますけれども、2024年からこの

基準が適用されますので、それに向けて準備を進めていただいているところだと思いま

す。

１枚めくっていただいて、15ページになります。

ここまでが（１）の「現状と課題」となります。

引き続き、（２）の「医師少数区域・医師多数区域の設定」でございます。

下段の図表19をごらんください。

県は「医師少数県」として区分されておりまして、医師偏在指標が194.5、全国で39

位と医師不足県となっております。

それぞれ医師多数区域、中位区域、医師少数区域を記載してございます。

表の左下ですね。※印をごらんください。全335二次医療圏のうちの順位を右につけて

おります。

医師多数圏は、１位から112位までが医師多数圏。医師少数圏は、224位から335位とい

うことになります。したがって、医師少数圏は、本県では中東遠、富士、賀茂となりま

すけれども、特に中東遠は227位と、少数圏でも上位のほうになります。医師少数圏は224

位から335位となりますので、中東遠は227位と上位になっているところでございます。

１枚めくっていただいて、次に（３）の「医師少数スポット」でございます。

こちらは、先ほどご説明したように、「医師少数スポットの設定」という項目でこれ

まで協議してきたわけですけれども、今回「医師少数スポット」とさせていただきたい

と思います。

まず、「医師少数スポット」の定義でございますが、医師少数区域以外の地域、中位

区域とか医師多数区域で局所的に医師が少ない地域を「医師少数スポット」と定めるこ

とができるということになっております。

イの「国が示した考え方」の表中ですね。「設定が適切な例」の１行目から２行目、

「他の地域の医療機関へのアクセスが制限されている地域」とされております。
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本県では、無医地区等17地区を評価したところでございます。往診がされているかど

うか。巡回診療がされているか。あとバス等の移動支援があるかないかですね。そうい

ったところを評価をして、医療または医療のアクセスが確保されていると判断したとこ

ろでございます。この17地域については、往診、巡回診療、移動支援等で、何らかの医

療、または医療へのアクセスが確保されているというふうに評価させていただきました。

そして、ウの「本県での対応」でございます。

へき地を含む医療資源の乏しい地域においては、現在、以下のような総合支援を進め

てございます。この４つの支援を進めているところでございます。

したがって、本県では、２つ目の「○」にありますように、今回は医師少数スポット

の設定は見送りますが、計画策定後に医療提供が難しい状況になるなど環境の変化があ

った場合には、例えば、本人のキャリア形成も考慮しつつ、地域枠を含む医学修学研修

資金利用者の派遣も行なうなど、その地域の医療提供体制の確保に努めるということで、

今回は設定しませんけれども、各種の施策によって、医師、あるいは医療へのアクセス

を確保していきたいと考えております。

次に、（４）「医師確保の方針」でございます。

こちらは、「本県は医師少数県に位置づけられておりますので、医師多数県等からの

医師確保に取り組みます」と。また、「二次医療圏においては、医師少数区域はもちろ

ん、中位区域、医師多数区域においても、本県が医師少数県であることを踏まえて、現

在の水準以上の医師確保に取り組みます」としております。

続けて、17ページ、３、「目標医師数」でございます。

こちらは、１つ目の「○」にありますように、医師少数県（医師少数区域）の下位３

分の１を脱する数値として国が示した数値を、今回最低限達成すべき目標として、目標

医師数として設定させていただきたいと考えております。

これはどういう意味かというと、表の下の図をごらんください。

現在、本県は、下位３分の１の少数県に入っています。この現在の少数県を脱するに

は、あと全県で275人いれば、この少数県を脱するということになります。二次医療圏別

に見ると、表中の右側の賀茂圏域では、４人医師を確保すれば３分の１を脱する。富士

圏域では10人確保すれば医師少数県を脱するとされております。

ここに中東遠が入ってございません。先ほど15ページでごらんになった表の中に中東

遠はございますけれども、中東遠は、この計画期間の４年間で自然に中位区域になって
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しまうということで、ここには目標値としては設定はございません。

ただ、この275人、４人、10人といった数字は、最低限達成すべき目標とされておりま

す。

一方で、県独自で医師確保の指標として、その下段にお示しいたしました、全国平均

に達するために必要な医師数として、表中にありますように1,393人。こちらは、10年間

で1,393人です。また、そのうち本計画中の４年間では515人必要であるということにな

ります。繰り返しますと、1,393人を10年間で、515人を４年間で確保するという指標を

設けさせていただきました。

その下の表ですね。「参考」にありますように、例えば静岡圏域は、「本計画期間で

達成（１回）」というのは、４年間で達成をするということでございます。

その２段目の駿東田方、熱海伊東につきましては、本計画と次期計画の２回。つまり、

本計画の４年間、そして次期計画の３年間、計７年間で達成するということになります。

また、志太榛原、中東遠、富士、賀茂につきましては、計画期間３回となります。本

計画期間が４回、次期計画期間と次々期計画期間で４足す３足す３で10年間で達成をす

るという見込みになっております。

それを一番下の図で表現いたしました。右の４つの圏域、志太榛原、中東遠、富士、

賀茂につきましては、３回の計画期間で３期で達成します。また、駿東田方、熱海伊東

につきましては、２期７年で達成するといった指標を設定してございます。また後ほど

ご意見をいただけたらと思います。

続けて、18ページをごらんください。

ここからは、「目標医師数を達成するための施策」でございます。

（１）「医学修学研修資金制度」の活用、充実。

（２）「地域枠医師の確保」。こちらは今後も枠を増枠する方針で進めたいと考えて

おります。

（３）「キャリア形成プログラム」。このプログラムによる医師少数区域における医

師の確保。これは、キャリア形成を進めながら、医師少数区域における医師確保を目指

すところでございます。

そして、（４）「専攻医の確保・定着促進策の推進」として、研修環境の充実をして

いくといった内容になっております。

また、めくっていただいて、19ページの１つ目の「○」です。募集定員にシーリング
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が設定されている都道府県に立地する医科大学から呼び込むといった施策も考えており

ます。

先ほど意見番号２にありましたように、シーリングの意味、つまり「募集定員に上限

が設定されている」というような日本語を追加させていただきました。

また、３つ目の「○」。2020年以降、県外大学出身の地域枠学生が県内で勤務するよ

うになりますので、その前に県内勤務の意識を醸成していくような取り組みも進めてま

いりたいと考えております。

（５）「寄附講座」。こちらは現在４講座を設置させていただいております。また今

後も、必要に応じて見直しを行ないながら継続させていただきたいと考えております。

（６）「研究・学修環境の整備」ということで、２つ目の「○」にありますように、

2021年４月の開学を目指して静岡社会健康医学大学院大学を設置することになります。

「医師にとって魅力のある研究・学修環境となり、本県における医師の確保・定着にも

効果があることが期待される」としております。

１枚めくっていただいて、20ページをごらんください。

（７）の「女性医師の活躍支援」、そして（８）の「高齢医師等の活躍支援」という

ところでは、令和２年度の予算としましては、医師会のほうにドクターバンクの運用を

していただくことになっております。

（９）「高校生等への支援による医学科進学者の増」、（10）「医師の働き方改革を

踏まえた勤務環境改善支援」等の施策を記載しております。

21ページをごらんください。

５の「産科・小児科における医師確保計画」でございます。

こちらは、３月２日に静岡県周産期・小児医療協議会において協議いただいた内容を

反映させたものとなっております。これまで、同協議会から２回書面でご意見を伺って

きたところでございます。

21ページの下段をごらんください。

「相対的医師少数県の設定」といたしましては、産科につきましては相対的医師少数

県ではないとされております。二次医療圏である中部、西部、東部いずれも相対的少数

県ではないとされております。

めくっていただいて、小児科につきましては相対的医師少数県とされております。特

に二次医療圏別に見ると、表中下のほうの３つ、西部、富士、中東遠が少数区域とされ
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ております。

１枚めくっていただいて、23ページをごらんください。

（２）の「現状と課題を踏まえた施策」となります。

前段の医師確保計画と重複するところもございますので、産科・小児科に限ったとこ

ろを見ていただきます。

アの「産科・小児科の効率的な医療提供体制」として、「働き方改革を踏まえて、産

科・小児科医療の持続的かつ効率的な提供体制について検討を進めます」といったとこ

ろで、「医師が多い施設が少ない施設を支援する」などのご意見をいただいております

ので記載をさせていただきました。

１枚めくって24ページをごらんください。

こちらは、ウの「産科医等確保支援策の実施」ということで、この産科医等に手当を

支給する事業についての記載をさせていただいております。

オの「臨床研修医の定着促進」につきましては、初期の臨床研修医に対して、専攻医

確保ですね。定着を目指して、臨床研修医を対象に、小児科・産科でセミナー等を開催

しているところでございます。

また、カ、「医療機関の機能分担・連携強化」につきましては、先ほどの働き方改革

への対応でございます。地域周産期センターや総合周産期センターの医療機関のあり方

について、役割分担について検討を進めていきたいと考えております。

大変早足ですけれども、説明は以上となります。ご意見をいただければと思います。

○徳永会長 ただいま、医師確保計画につきまして説明がございました。委員の皆様のご

意見、ご質問ございましたら、お願いいたします。

はい、どうぞ。

○金山委員 浜松医大の金山ですけれども、21ページと22ページで産科・小児科の医師数

が書かれていますけれども、産科は少数地域じゃなくて、小児科が45位ということなん

ですけれども、浜松医科大学の小児科、産婦人科の入局者を見ると、小児科も結構入っ

ているんですけれども、なぜ小児科が47都道府県中45位という状況になっているのかと

いうのが、解析されていれば教えてほしいということと、あと診療科別の、特に小児科

のような45位とか46位という診療科があるのかどうかというのを教えてください。

○秋山地域医療課長 まず、小児科と産科のデータしかいただいていないので、ほかの診

療科はわからないです。
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○金山委員 その辺も結構大事だと思いますね。特に県内でどの診療科の医師が足りない

のかというのは、全体の医師数はここに出ていますけれども、診療科別はどこまで把握

されているのか。

○秋山地域医療課長 実数としてのデータはあるんですけれども、それが不足しているか

どうかというところは、国が需給分科会でこれから数字を出すということになっており

ます。

○金山委員 小児科について、45位になっている理由を、また解析できればぜひ。少なく

とも浜松医科大学の小児科は、入局者はそんなに少なくないと思います。

県外から小児科の専門医研修をやって、そのまま東京とか近畿圏へ戻っている方が多

いんですかね。

○秋山地域医療課長 そこまでの分析はできておりませんが、恐らく、そうですね。県外

からのドクターが、やはり人口に比して少ないということだと思います。

○荒堀委員 これは開業医も含めてですか。

○秋山地域医療課長 これは開業医も含めてです。

○田中委員 よろしいですか。

この17ページですね。「全国平均に到達するために必要な医師数」というのがあって、

この一番下のグラフで、志太榛原、中東遠、富士、賀茂というのは、多くの医師を増や

さないと全国平均に達しないわけですね。この全国平均に本当に目標を持っていくので

あれば、医療機関を新たにつくらなければいけないのではないかと思うんですが、具体

的にどういう計画があるんでしょうか。

○秋山地域医療課長 医療機関をつくるという計画はございません。

○田中委員 そうしたら、これは実際何人増やすんですか。何百人か増やすのに、どうや

って増やすんですか。

○中野委員 地域枠の医師とかを少ないところへ派遣というようなことなんかも１つの

案なんですよね。

○秋山地域医療課長 手段としては。

○田中委員 今の医療機関のキャパシティーで、これだけ増やすことができるということ

ですか。

○秋山地域医療課長 そうですね。その医療機関のあり方も含めて、今後進めていかなけ

ればいけないと。
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○田中委員 直感的な数字の感覚からいって、それだけ医師を雇うことができるのかなと

いうのが、ちょっとよくわからないのでお聞きしているんですけど。

○徳永会長 鈴木先生、どうぞ。

○鈴木（昌）委員 私も田中先生と全く同意見でですね、この17ページの下の図というの

は何を意味していくのかなと思ってですね。やはり当院のある中東遠でも、ここの国の

平均値まで持っていった場合に、果たしてそれぞれの病院でこれを受け入れるのかどう

か。

単にこの医師が不足しているという数だけで動くのではなくて、もっと見ていただき

たいのは、その圏域、それから静岡県の中で、どういう診療科が偏在しているのか。そ

れが補給されていかないと、人の数だけで増やしても、充足をされた感じは全く受けな

いだろうと思います。

以上です。

○徳永会長 はい、どうぞ。

○毛利委員 病院協会の毛利ですが、今の議論は、やはり静岡県というのは自治体病院が

非常に多いので、定数の枠である程度絞られてしまうので、例えば、この140何人増えた

ときに志太榛原で見ると、志太榛原だと大きな病院は３つ半ぐらいありますけれども、

そこに例えば本当に30人、40人と入れるのかというのは１つある。ただ、働き方改革で

見たときに、今後タスクシフト・タスクシェアという中の概念でいったときに、ある程

度人数はいないといけない。

ただし、やはり鈴木先生が今ご指摘されたとおり、診療科の偏在というのは、この議

論を一緒に始めると、複雑になってしまうので、今はあえて言わないんですけれども、

金山先生も言った産科・小児科もそうですけれども、やはり少ない診療科をどうしてい

くのかということも考えていかないといけない。

それからもう１つは、今後、この全国平均に持っていくということが本当に意味があ

るのかどうかというところもありますし、大体こういうものは人口10万当たり何人とい

う話で出てきていますけれども、人口の分母の数が、これから日本全体で人口減少が起

きてきますので、そういったところで、どのぐらいまで増やせるか。今奨学金とか、い

ろんなところで「医師を増やせ、増やせ」というのでずっと来ていますけれども、これ

はやめるというタイミングがすごく難しいと思うんですよ。今は「行け行けどんどん」

だけれども、これが例えば、今１年生が入学してきたときに、卒業して彼らが戦力にな
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るのは６年から10年後ですから、その６年から10年後というのは、もう多分今の医療の

地図とは全く違う地図ができ上がってしまっていて、意外と「もうそんなに医者はいら

ないよね」と。あるいは「看護師もそんなにいらないよね」という時代が来そうな気が

しているんですよね。

だから、そういうのも踏まえながら、どのタイミングでどういうふうにしていくのか

ということの方針が、もし何か県のほうであったら、教えてほしいんですよね。

○秋山地域医療課長 まだその将来、2040年より先……

○毛利委員 40年じゃない。５年、10年の話です、これは。

○秋山地域医療課長 どこでブレーキをかけるかというところの議論は、またこれからさ

せていただければと思います。

○毛利委員 間に合いますかね。

○秋山地域医療課長 あと、これはあくまでも目標医師数としましては、国が示した全県

で275という数字を目標にしたいと考えています。あくまでも今の全国平均に達するとい

うのは、指標として、これを必ずしも達成しなければいけないということではなくて、

先ほども、２年間で、2016年から2018年で医師が260人ぐらい増えているので、それを見

れば、10年間で1,300人ぐらいは達成可能なのかなというところでもあります。

ただ、確かに先ほどもご意見ありましたように、圏域別に見ると、入る病院、医療機

関がないというところも、それだけのキャパがないのではないかというご意見もいただ

きました。またその診療科別も、これから国が需給分科会で診療科別の医師数というの

も出すということですので、そういった国のデータも見ながら今後の施策を検討させて

いただければと思います。

○徳永会長 どうぞ。

○竹内委員 すみません。浜松医大の竹内です。小児科・産科以外の診療科の医師の偏在

については、私も今分析をしていて、また報告書という形で報告させていただきたいと

思うのですけれど、医師がどれぐらい必要かということと、医師の病院の定数というこ

とに関していうと、医師の働き方改革の関係で、遅くとも2022年度からは労働基準法の

改正に向けた書面審査が始まると思うんですね。あと１年ちょっとしかないんですけれ

ども。そこで実際に各病院のほうで、今の医師の時間外労働の数と、新しい労働基準法

に合わせたときに、今の医療需要に対してどれぐらい医師が必要かということで、時間

短縮計画というのを立てなければいけないということで、国がガイドラインの案を検討
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会で出していると思うんです。そういう中で、各病院のほうで、実際に今の医療提供体

制を確保するために、あと何人医師を確保しなければいけないんだという計算を、あと

１年の間で書面審査をしていかないと、恐らく労働基準法の改正に間に合わないと思い

ます。そういう中で、実際にこれだけの医師が本当にどれだけ病院に必要なのか。それ

に対して、県が今出されている県の目標医師数、あるいは必要医師数とどれぐらい見合

うのかというのを、県のほうでも注意深く見ていくことが必要ではないかと思っていま

す。

あと、すみません。ちょっと別件でよろしいですか。

今と絡む話で、２つ意見、要望という形でお話をしたいと思うんですが、１つは、特

に今回の医師確保計画は、先ほど出ている地域医療構想とか医師の働き方改革と密接に

連携していると思うんですけれども、特に周産期に関して、先ほど金山委員からお話が

ありましたけれども、産婦人科の伊東教授からも、実際に30代の若手の医師の４分の３

がもう女性医師ということで、実際に休日・夜間の分娩等に対応できる医師が、もう既

に現在で非常に限られているということで、一方、学会のほうでも、１つの病院で分娩

にこれから対応するためには最低８人常勤が欲しいということで、今とても苦慮されて

いるということです。

そういうことで、伊東教授が既に県のほうに対して、今回の計画に基づいて、二次医

療圏で周産期について医療関係者が協議する場を持ってはどうかということでご提案を

されているということです。うちの講座としても、データ提供などの形で支援をしてい

きたいと思いますので、例えば地域医療構想調整会議の場を活用するなどして、積極的

に県としても対応をお願いしたいというのが１点。

あと、シーリングの話が、先ほど19ページに出ていたんですけれども、静岡県は、毎

年国に対して、年末に提案・要望ということで出しているものがあります。その中の１

つの医師確保対策の中に、専攻医登録においてのシーリングの強化・継続ということで、

１項目要望が出ていました。

ただ、実際に私どもが県外のある講座の先生方に伺うと、大都市圏でシーリングがか

かってしまうと入局者が絞られる形になるので、「遠方にある関連病院には、指導医、

専攻医がもう送れなくなってしまうよ」と。なので、シーリングをあんまり厳しくする

と、逆に静岡県にとっては不利になるというお話を伺っています。これらは、もともと

県内で専攻医の枠が少ない本県にとってみると、シーリングがあまり強くなってしまう
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と逆効果になってしまうということで、非常にここのところは難しくなると思うんです

ね。

そもそもうちの県は、県外の大学から多く派遣をいただいている中で、どうやってそ

れを維持、あるいは拡充していくかという話になりますので、やっぱりそういう県外の

大学とウィン・ウィンの関係を維持するということでいえば、シーリングを活用するこ

とはあっても、逆にそれが妨げになるようなことがあってはいけないと思うので、やは

り大学とか病院から継続的に丁寧にヒアリングをしていただいて、必要に応じて国とか

専門医機構に意見提出をしていただくなどして、シーリングに対しては、慎重かつ丁寧

に、また適切な対応をお願いしたいと思います。

以上です。

○徳永会長 どうぞ。

○荻野委員 聖隷三方原病院の荻野でございます。

この医師確保計画は2036年が最終目標ですので、16年あるわけですね。16年かけてい

ろいろな計画を立てられて、私もその中の参加メンバーですので、これぐらいしかでき

ないだろうと思うし、非常によく考えられていると思うんですけれども、主に奨学金を

長く借りるようにしたり、あるいは地域枠をこれから増やして、医師を何とか活用でき

るようにというのが計画の柱だと思うんですけれど、それ以外にもいろいろされていま

すけれども、こうなってきますと、効果が出るのが、他の委員も言われておられるよう

に、大分経ってからですよね。16年の間で、この効果が出てくるのは、後半にずっと出

てくると思います。

でも、17ページのこの計画を見ていても、その効果は直線的に見られて、何とか解消

していくような形になっているんですけれども、恐らく効果はもっと後半でずっと上が

ってくると思うんですよね。

医師の働き方改革とか地域医療構想とか、この辺は三位一体で考えろということなん

ですけれど、この最初の２つは、この医師確保以外のものは４年とか５年で対応しなけ

ればいけなくてですね、働き方改革に及んでは２年で計画を出さないといけない話で、

即効で効果が出なければ現場の医療はなかなか維持できないのに、この計画は、16年全

体ではつじつまが合うかもしれないけれども、前半こういう計画で行って本当に達成で

きるのかどうか。前半で逆に達成できれば、後半こんな伸びがあったら、毛利先生も言

われているように、後半は今度、逆にブレーキを踏むのが遅くなってしまっているので
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はないかなと。ここを心配するわけですけれども、この辺についてはどのようにお考え

なんでしょうか。

○秋山地域医療課長 直近の30年、先ほどもお示ししましたように、まだまだ本県は医師

少数県ですので、まずは医師を確保しながら偏在を解消していく。直近で、そんなに急

激に医師が直線的に伸びていくのかなというところを考えております。後半で伸びると

いう、例えば、今回の原則貸与期間を６年間にして９年働く人たちが10年後ぐらいに出

てくるということにはなりますけれども、現状の貸与制度であれば、先ほどもお示しし

たように、若干貸与期間は短目ではございますけれども、直線的にはある程度の率で伸

びていくというふうに考えています。

○荻野委員 「過去２年に比べて増えている」とおっしゃっていますけれど、そこの部分

というのは新専門医制度が始まったところで、非常に最初のうちは都会志向とか診療科

別の偏在がすごく出たところですよね。少し修正がかかってきて、ここのところ静岡県

のほうに専門医が残ってくれるような効果がたまたま出ているだけで、これをもって、

次の４年でしたっけ。それも515人増えると、直線的なカーブで対策を考えられているの

は大丈夫かなと思ったので質問させていただきました。

○石田健康福祉部理事 すみません。少し翻って、改めてご説明させていただきたいと思

うんですけれど、まず目標医師数については、17ページの上のところにございますが、

これは国が医師偏在指標を出すに当たって、その考え方をベースにして出したときに、

「４年間で下位３分の１を脱するためにはこの人数でいい」というふうに出してきたも

のでございます。したがいまして、この人数自体が、ある意味最低目標的なところであ

ると理解をしています。

国の考え方は、先ほど荻野委員からもございましたけれども、このことを何回か繰り

返すことによって全体の水準を圧縮していこうという考え方になっています。そういう

意味では、すぐに成果を求めるというよりは、何回かかけて、何年かかけることによっ

て、オールジャパンでの偏在の解消を進めていこうというのが、この医師確保計画の考

え方であろうかと思います。

本県の場合、275という数が示されているわけなんですけれども、先ほど秋山課長のほ

うからご説明がありましたとおり、この４年間で500人ぐらいの医師の方が増えていると

いう実績がございます。

また、奨学金の貸与とか地域枠といったものが、これからあと１年、２年というとこ
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ろで県外の地域枠の方々も卒業されてくるといったことも予想されているところでござ

いますので、ここから４年間についても500人規模の増員は見込めるのではないかという

ことで見込んだときに、全体の数字的には、国は275で言っているという中で、今までの

成果もあって500人規模の増員が可能であると。

では、何を静岡県として目指していくのかと考えたときにですね、ここで今回問題に

なっているのが地域偏在だということです。そうすると、地域偏在の解消をしていくに

当たって、どれぐらいの数を目指していくのかということでお示しをしたのが17ページ

の下になるところです。

先ほど鈴木委員から、「診療科についても、やはり詳細な分析が必要ではないか」と

いうご意見がございました。全くそのとおりだと思います。今回については、これはあ

くまでも全体の数としてお示ししたときにどれぐらいの差があるのか。それを埋めてい

くのに、「仮に500人という規模を使ってやっていくとすると、こういう形で進めていく

ということが考えられます」という数字をお示ししています。

ですから、本来でしたら、先ほど田中委員からあったとおり、具体的に、どの医療圏

のどこの病院にどれぐらいの規模で、あるいはどこの診療科でどれぐらいの規模でとい

う精緻な積み上げが必要なのかもしれませんが、残念ながら、私どもの今回のこの推計

の中で、国からも十分な資料が来ていないということもございまして、そこまで精緻な

ものが出せないという状況がございました。

一方で、目標医師数が275という、非常にある意味低い数字でございましたので、県と

して地域偏在の解消を図っていく１つの指標として17ページの下の数字をお示ししたと

いったところです。そういう意味では、正直まだまだ不十分なところもございますので、

今後も実際に医師確保計画を走らせていく中で、さらに分析を重ねて、各地域の偏在解

消を図っていきたいということでございます。

○田中委員 この17ページの一番下の図というのがおかしいのはですね、例えば賀茂とか

富士が本当に全国平均に達したときは、西部とか静岡は全国平均の３倍ぐらいになって

いなければならないので、この図がおかしいのではないかと感じているんですよ。

○石田健康福祉部理事 そのご指摘はごもっともだと思います。恐らく県内の４年間先を

考えても、西部がまるで増えないということは考えられないと思います。

ただ一方で、地域偏在といったものを数字的にお見せするときに、どれぐらい差があ

るのか。それを一気に解消するということは非常に困難であるということはご理解いた
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だけると思いますけれども、先ほど「もともとの医師確保計画が何回かに分けて差を縮

めていくといった計画という考え方です」ということを申し上げましたけれども、それ

と同じ考え方をしたときに、どういう数字が指標として考えられるのかということでお

見せいたしました。

したがって、今田中委員からご指摘がありましたとおり、これが今、西部が全然増え

ていないという絵になっているのも、そういう趣旨でございます。要は、県内の医師偏

在というものをお見せするときに、西部と賀茂の間で非常に差がございますので、「そ

れを縮めていくためにはこういうような指標として考えられます」ということを今回お

示ししたということでございます。

○徳永会長 はい、小林委員、どうぞ。

○小林委員 すみません。県医師会の小林です。

なかなか数字合わせは難しいので、こんなものかなとは思っているのですが、私にと

って関心があるのは、６ページの県外の地域枠というところです。2015年に７名のとこ

ろから今増えていて、34名までになり2015年に入った人が今６年生になるわけですよね。

この人たちにどれぐらいのプレッシャーを与えて、静岡に来るという協定があれば良い

ように思います。次のページを見ると、やや緩い協定で書いてありますが、実は浜松医

大でも、今年の入学試験において私も面接とかいろいろ絡んでいるのですが、地域枠の

人たちにはかなりプレッシャーをかけています。どこまで強制力があるのかわからない

のですが、「静岡で働くのは当然だね」というぐらいのプレッシャーをかけています。

この最初の７名、９名の人に、その辺のプレッシャーが、いろいろ法的なことはわか

りませんけれど、一定程度ないと、この後の34～35名も「ああ、そんなもんでいいね」

ということになるので、どれぐらい県として、これから６年生になる学生に対しどんな

アプローチをして、どんなプレッシャーをかけているか教えてください。

○秋山地域医療課長 プレッシャーというか、今回６年生になるのは、川崎医大の２人と、

あと近畿医大に２人いらっしゃるんですけれども、川崎医大は、低学年のときから毎年

１回、「地域医療」という形で１コマ、県の行政医師が行って講義をするといったとこ

ろで意識づけをしているというのが１つと、あと今回、６年生の病院実習で、県内の病

院で、この４人に実習をしていただきます。県内勤務の意識づけというところで、大学

と連携して、４月以降、病院実習をしていただくことになっています。

それと、あと年に１回は必ず意見交換という形で顔を合わせて、ご本人たちの意向を
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確認させていただいています。

○小林委員 ここにいる人たちは、みんな静岡県出身？

○秋山地域医療課長 ではないです。

○小林委員 ではないですよね。

○秋山地域医療課長 はい。

○小林委員 その部分で、強制配置とかはなかなか厳しいのかもしれませんけれど、それ

がないと「これは何？」という話にもなりますよね。７名の最初の人たちが結果的にほ

とんど静岡に来なくて、「ああ、行かなくてもいいんだ」という認識のもと35名の人た

ちがほとんど静岡に来ないとなると、現時点のいろんな見積もりが全部崩れていくわけ

です。最初のところで強いプレッシャーとして「これは行かないといけないんだ」とい

うのが35名に伝わらないと、先ほどのような数合わせができないわけですよね。その点

に関して、やはり許される範囲でかなり強烈なことをすべきだと僕は思いますけれど。

○秋山地域医療課長 今のところ、学生たちは静岡で勤務するという意識を持っていま

す。ただ、ご指摘のように、もう少し強い働きかけをして、そういう意識を植えつけて

いかなければいけないというご意見ですので、また取り組みの中で検討させていただけ

ればと思います。

○荒堀委員 地域枠の人は、一般の奨学金の人と違って、入るときに念書とかそういうの

は取っていないんですか。僕はそれぐらいちゃんとしてあるんだと思ったんですけれど

も。

地域枠の定義として、27ページに「将来県内の地域医療に従事する医師を養成するた

めに設けられた」と書いてあるし、この「地域医療」という定義がどういうことか、ま

た聞きたいところではありますけれど、恐らくその地域の、大都会ではなくて比較的医

師の少ないところ。だから、先ほど話題になっている賀茂だとかそういうところも含め

て、高度な専門医ではなくて幅広くやってくれるような、本当の意味での地域の医療を

底上げしてくれるような人たちを育てるのだろうから――という話は全然していないん

ですか。

○秋山地域医療課長 いや、それはしています。

○荒堀委員 しているんですね。

○秋山地域医療課長 地域枠の学生も修学資金を貸与していますので、その制度の中で、

やはり県内勤務というのが義務づけられていますし、今意見交換というか、面談をする
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中で、ぶれている学生はまだいない状況です。

○荒堀委員 私の希望としましては、できるだけ地域で働いている人たちと関わりを持た

せること。自治医大の卒業生などと関わりを持たせるようにしていただきたい。

それから、７ページの図表11のところに、地域枠を設置する各大学と県が結んでいる

協定の主な内容というのがありますが、これを読ませていただきますと、「協力内容」

というのは、静岡県と大学が医学生等を地域医療に貢献する医師として育てるというこ

とで、お互いに努力するということなのですが、大学は卒前教育をする。県は何をする

かというと、医師数の状況等の情報について大学に提供する。県がやることは、それだ

けみたいなんですね。一番最後の「地域医療の確保への協力」といっても、大学は地域

の医療の確保に協力するということで、大事なのは、卒前教育も大事なんだけれども、

卒後教育といいますか、卒業してからどうやって育っていくかということをきちっと見

届けてあげることが大事で、大学は必ずその子たちがどう育っていくかということを非

常に気にしていると思うんですね。そこを手厚く見てくれるならば、「ぜひ積極的に静

岡県に」というふうに、そして「静岡県の地域医療に協力しなさい」というふうに、私

はなると思うんです。

これだと、「足りないから、この辺に行ってください」「だから何人地域枠が必要な

んです」というだけなので、私の提案としましては、２番目の「医学生等の育成」のと

ころには、「大学は」となっていますが、「県と大学は、県内の医学生の育成並びに卒

後教育の充実に努める」というふうなものを入れていけば、また最後のところの「地域

医療の確保への協力」も「大学は」になっておりますけれど、これも「県と大学は、医

学生並びに卒業生の育成を通じて地域医療の確保に協力する」としていただきたい。具

体的にどんなことをしたらいいのかというのは、また別に考えていただいたらいいんで

すけれども、ぜひその先も面倒を見るといいますか、県も一緒に育てていく、しっかり

した医者を育てるということを根底に持たないといけない。ただ欲しいだけということ

だと、来た若い医者たちも、とりあえず義務年限を果たせばいいということになってし

まいがちなので、その視点が必要かなということを提案させていただきます。

○徳永会長 どうぞ。

○金山委員 19ページですけれども、前回も申し上げたんですけれど、（６）の「研究・

学修環境の整備」というところで、県に今度できる「社会健康医学」のことのみが書か

れていますけれども、ご存じのように、県内は指導医が足りない。また、実際どういう
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方が各病院の指導医クラスの人、あるいは部長、副部長になっているかといいますと、

大学院を卒業した学位を持っている方というのが結構大事なんですね。今県内の医師の

約４割近くが浜松医大卒業生ということですので、その中で実際指導医的な活躍してい

るのは、やはり浜松医大の大学院で学位を取った人たちが結構多いんですね。

ですから、ぜひこの内容にも、ゲノム医学とかビッグデータが、県の設置する社会健

康医学――医療系の大学院大学のみ書かれていますけれども、浜松医科大学の大学院生

というのは、もうかなり県内で指導医的に活躍していますので、これは要望ですけれど

も、今後、浜松医科大学の大学院生に対して何らかの――「研究・学修環境の整備」の

中に加えていただきたいと。具体的に何を支援していただくかは、これから検討してい

ただければいいんですけれども、ともかく浜松医科大学の大学院というのは、非常に県

内の指導医の中核を担っている人たちだということを強調したいと思います。

以上です。

○徳永会長 はい、どうぞ。

○田中委員 地域枠に戻るんですけれども、静岡県は結局医師が少なくて、本来地域枠を

最も必要とする県だと思うのですが、医師が少ないことによって、地域枠の厳しさがむ

しろ甘くなってしまっているという側面があるように思います、来てさえもらえればい

いんだということで。

あまり僕はいろんなところは知りませんが、例えば京都府では、京都府立医大が地域

枠を持っていると思うのですが、この地域枠は京都市内では働けません。ですから医師

不足の地域でしか働けない、就職できないということになっています。京都は医師がた

くさんいるから、そういった厳しい枠がつくれるという側面もあるとは思うのですけれ

ども、静岡でもやはり具体的な、特に東部が非常に問題になっている以上、そういった

ことが少しでも解消できるような仕組みを考えるべきではないのかなと。他府県の例を

少し地域枠に関して調べるべきではないかなと思いますけれど。

○徳永会長 どうぞ。

○神原委員 先ほどのディスカッションで、17ページ上段の東部、伊豆の医師不足数が非

常に大きい。16ページの枠の下のところに※印があって、「医療機関がない/半径４キロ

メートルの区域内に50人以上が居住/容易に医療機関を利用することができない場合に

は、無医地区に準じる」としております。この計算法が、県全体の医師偏在指標の順位

に過大に影響している可能性はないのでしょうか。今回、医師少数スポットの設定は見
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送られましたので結構ですが、このような特殊地区は別枠にした順位付けも意味がある

かと思います。また、ご検討いただければと思います。

○秋山地域医療課長 これは県独自ではなくて全国一律です。

○荻野委員 よろしいですか。

○徳永会長 どうぞ。

○荻野委員 やはりさっきも同じことを言ってるんですけれども、17ページになりますけ

れども、やはり医師が足りないところというのは、申し訳ないけれど、行った医師がや

はりハッピーではないから、みんなそこから出ていって残らないわけでありまして、そ

ういう不人気なところに魅力ある職場づくりって、なかなか難しいと思うので、やはり

ここを埋めていくのは、基本的には地域枠の後の義務の期間とか、４年間ですよね、２

回、２回。そこで何か埋めていかないといけないのではないかなと思いますので、そう

なりますと、地域枠とかそういうところが戦力になって育つのは大分先になりますので、

こういう計画は少し甘いんじゃないかなと。もう少し後から増えていく。やっと効果が

出るのではないかなと思いますので、実現性があるのかなというのを危惧いたします。

○徳永会長 意見でよろしいですか。

○荻野委員 はい、結構です。

○徳永会長 ほか、いかがでしょうか。

まあ、いつもこの辺で行き詰まってくるところがあるのですけれども、行政のほうも、

今のご意見、いろんな意見が出ましたけれども、ぜひ参考にして進めていただきたいで

す。

はい、どうぞ。毛利先生。

○毛利委員 なかなか地域枠って難しい。特に静岡県というのは、やはり医師が足りない

ので、医者は喉から手が出るほど欲しいから、逆にあまり厳しいことは言えない。田中

委員がおっしゃったように、少し甘いのではないかと。そのご指摘は多分間違ってはい

ないと思うんですね。

京都府立のことを出されまして、実はうちの病院も、ある診療科は京都府立から来て

もらっていて、そこの教授とも話をしていると、地域枠があって、その人たちは、もう

基本的には、京都の、へき地と言ったら変ですけれども――ただ、そのときにどのよう

にそのキャリアパスをつくっているのかということまでは聞けなかったんですけれど

も、キャリアパスをつくりながら、「そういうふうなところにある程度行ってもらうん
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だ」というふうな意識づけをしておかないと、多分これまでどおり、こういう割と便利

なところでお茶を濁していって「終わりましたよ」という話になってくる。

逆に、厳しくすると、ある程度、ある時期は応募がぐっと減ってしまうというリスク

もあるかもしれないですけれども、そこはやはり荒堀先生の自治医大なんかも、やはり

お金をもらっているというところからいったときに、キャリアパスをしっかりと考えて

あげないといけないというところ。その１点は逃さないような形にしておいて、やはり

医者が足らないところに送っていく。

それから、なかなか今どこの医療圏も病院の連携というのは非常に難しい状況だと思

うのですけれども、それぞれの医療圏の中で、そこを話し合いをしないといけないので

はないかなと感じているので、そこを誰が指揮をとってやるのかというところになって

くると。特に、東部は、比較的順天だとか富士だとか沼津だとか、大きい病院はあるの

ですけれども、それ以外は結構小さな病院がぱらぱらあるので、本当は順天だとか富士

だとか沼津のほうがうまく統合していってもらう。――統合というと変ですけれども、

連携をうまくつくっていっていただいて、東部にも魅力あるそういう――「あそこに行

ってもちゃんとキャリアパスができるんだ」というような形を見せていくと。ある程度

できるかもしれないと思います。

佐藤先生、何かあります？

○佐藤委員 先生のおっしゃるとおりだと思います。順天堂は、今、東京都の地域枠とい

うのを10ほど持っているんですが、それはもう本当に非常に厳しい制限がついて、へき

地ですね。あと離島ですね。東京都の７島ですか。あとは産科か小児科。これしか行け

ないんですね。なので、県に小児科が足りないとか産科が足りないということであれば、

そういう厳しい制限をつけて、地域枠の学生は産科・小児科しか行けないとか、少数地

域にしか行けないとか、そういうふうにすると、その辺が解消されてくるのではないか

なと考えます。

○竹内委員 すみません。浜松医大の竹内です。地域医療支援センターの理事会の１年前

の議論に時を戻す形になるんですけれども、入試が別枠入試ということでいろいろ議論

が出たときに、静岡県で１年後に地域枠を導入するに当たって、今議論に出ているよう

な、どういう形で地域枠の医師にキャリアパスを考えるのか、本当に厳しい枠をはめる

だけの地域枠でいいのかという議論が出ていたと思うんですね。

浜松医大からの提案としては、やはり本県の場合、そもそも医師少数県ですので、各
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地域の基幹病院ですら指導医が足りない、あるいは中堅あるいは専攻医の先生が足りな

いという中で、地域枠を本当に厳しいところ、厳しい診療科だけに絞ったときに、果た

して本当に目的が達成されるのかどうかということで、やはり大学の中でもいろいろな

議論があったんですけれども、そういう中で、地域枠のキャリア支援プログラムとして

は、やはり３パターン欲しいんじゃないかと。きっちり専門医をやっていただく先生も

欲しいし、地域の中核病院で指導医として長く勤めていただく先生も欲しいし、やはり

賀茂ですとか本当に厳しい地域で総合診療を目指していただく先生も欲しいということ

で、浜松医大から、キャリア支援プログラムのひな形の３パターンということで提案を

させていただいて、今回県のほうでもやっていただいていると思うんですね。

やはり極端に偏った形になってしまうと、静岡県のように絶対的に足りない県では限

界があると思いますし、そこで地域枠が埋まらないということであれば、そもそものチ

ャンスを逃がしてしまうということになると思うので、県のほうの医師確保計画にもキ

ャリア支援プログラムのことも書いてあるんですけれども、静岡県として、医師少数県

であることをどうやって解決していくのか。その中でも地域偏在、診療科偏在というの

をどういうふうに解決していくのか。そういう視点でまた取り組んでいただければと思

います。

以上です。

○徳永会長 はい、どうぞ。

○荒堀委員 先ほどから京都のことが出ていたので、私は京都の出身なので。

京都の場合は、自治医大の卒業生が全員医局に入るんですね。恐らく地域枠の人たち

も医局に入ると。そうすると、医局の中で自治医大の人たちが行けるところは北部のほ

うです。府と大学で話し合ってどこに送るということになって、大体今はもうパターン

が決まっていますけれども。それと同じように、静岡県も「人の少ないところで頑張ろ

う」ということを初めから言っていれば、そんなに違和感なく行くと思うんですね。地

域枠を選ぶような人は総合医的な感覚を持っている人が多いですから、ヒューマニズム

あふれる医者になりたいという人も結構多いものですから、そういうふうに育てていけ

ばいい。もちろん大都会の大きな病院にも医者が少ないというのは、事実数字ではそう

かもしれませんけれども、でも静岡県は、医者が少ないかわりに医療費も少なくて、そ

れで、へき地は別ですけれども、まあまあみんな健康に過ごしているわけで、結構うま

くいっていると思います。足りないところは総合医をもう少し派遣していけばいいので。
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総合医的な仕事をしたいという人をしっかり育てるようにしていけばいい。そのために

卒後教育が非常に大事なので、静岡県が「よくやっているな」というふうな評判が立て

ば、多くの医師が来ると思います。

荻野先生は、「これは先の先の話で、すぐには役に立たない」とおっしゃいますけれ

ども、２年したらとりあえずまず地域に出すということはできますよね。数は少ないけ

れども、その子たちがそれなりにやる気を持ってハッピーでやっているのであれば次の

人たちも続くので、少し時間はかかるけれども、徐々に成果はある程度見られると思い

ます。

○徳永会長 これは尽きないんですけれども、この辺でこの議論に関してはよろしいでし

ょうか。

私は、自分の圏域についてやはり病院の先生だけの話し合いとか、そういう会も調整

会議で１回ぜひ持っていただきたい。これは提案ですけれども自分の地域の病院がどう

あるかということを、各圏域の病院の先生、院長先生に全部集まっていただいて。そう

いう議論もいいかなと思うんですけれども。

それでは次に進みます。

少し時間が押していますので、議題（２）の「外来医療計画」につきまして、事務局

から説明をお願いいたします。

○秋山地域医療課長 それでは引き続き、資料の６ページ、資料２の「外来医療計画（案）

について」をお開きください。

外来医療計画につきましても、これまで医療対策協議会、医療審議会、地域医療協議

会、各地域で議論をしていただいております。

１枚めくっていただいて、７ページ、８ページに、先ほどもご説明しました、１月８

日から２月４日にしたパブリックコメントの結果を掲載しております。

パブリックコメントとしましては、県民からはご意見ございませんで、医療法に基づ

く関係の３団体からご意見をいただいたところでございます。

ご意見番号１の１つ目のところで、「開業制限を行なうものでない」という記載をす

べきではないかというところでしたので、記載をさせていただいております。中身につ

いては後ほど説明いたします。

医師確保計画と同様に、外来医療計画も、別つづりの資料２－１、「静岡県外来医療

計画（案）目次」とあります。
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外来医療計画につきましては、目次のところにありますように、構成としては、１の

「基本的事項」、２の「外来医師偏在指標と外来医師多数区域の設定」、３、「外来医

療に係る協議の場」、４、「外来医療機能の確保」、５、「医療機器の効率的な活用に

係る計画」で構成されております。

１枚めくっていただいて、内容をごらんください。

計画（案）でございます。

１の「基本的事項」、（１）「計画策定の趣旨」の３つ目の「○」の４行目、医療機

関間での連携を促進させることを、この計画は目的としております。

また、その最後の行に、「なお、本計画は、開業制限を目的とするものではありませ

ん」という１文を追記させていただいております。

１枚めくっていただいて、２ページの２、「外来医師偏在指標と外来医師多数区域の

設定」でございます。

こちらは、中ほどの表中一番左ですね。賀茂地域が、外来医師偏在指標の多数区域と

なってございます。しかし、この外来医療計画は、国がガイドラインで示している、外

来医療を担う無床診療所の開設状況が都市部に偏っている状況と賀茂圏域は全く異なる

地域となっております。特に、２月19日に開催されました賀茂地域医療構想調整会議に

おいても、構成員の皆様がかなりの違和感を感じていたのを、私も出席していて肌で感

じております。

めくっていただいて、３ページ目の４、「外来医療機能の確保」のところでございま

す。

１つ目の「○」は、「本県は外来医療計画の維持・強化を図る必要があります」とし

て、賀茂地域につきましては特出しをさせていただきまして、「賀茂地域は外来医師多

数区域に該当していますが、人口減少、高齢化、診療所の維持が困難となる可能性、医

師の高齢化等、あるいは承継問題があろうかと思います。このような現状を把握し、市

町や関係団体と連携しながら、病院機能の外来機能や、あるいは患者さんの移動手段も

含めて検討を進めて、必要な外来医療機能の確保に取り組みます」という１文を記載さ

せていただきました。

続いて、５の「医療機器の効率的な活用に係る計画」でございます。

こちらは、（１）としては、医療機器の配置・保有状況等に関する情報を県が情報公

開をしていくというものです。
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（２）の「共同利用の方針」としましては、そこにお示しした５種類の医療機器に関

しまして、ページをめくっていただきまして、１つ目の「○」と四角の中でございます。

本県の共同利用の方針は以下のとおりということで記載をさせていただきました。先ほ

どの５種類の医療機器について、方針をお示しさせていただいているところでございま

す。

説明は以上でございます。

○徳永会長 ただいま、外来医療計画につきましての説明がございました。この件に関し

まして、ご意見、ご質問ございましたら、どうぞ。

○荒堀委員 少し確認なんですけど。

○徳永会長 はい、どうぞ。

○荒堀委員 共同利用の５つの機器について、これは更新の場合はいいんですね。新たに

買う場合に検討する？

○秋山地域医療課長 そうですね。

○荒堀委員 要するに、ＭＲとかＣＴが古くなったので買いかえるといったときも？

○秋山地域医療課長 はい、更新も含みます。

○荒堀委員 更新も含む？

○秋山地域医療課長 はい。

○荒堀委員 ああ、そうですか。すると、それは届けるんですかね。「今度買いかえます」

というふうに。勝手にやっておいたらだめということですね。

○秋山地域医療課長 届け出でお願いします。

○荒堀委員 そうですか。

○徳永会長 どうぞ。

○荻野委員 少し教えてほしいんですけれども、静岡県医師確保計画（案）の資料１－１

の３ページは、静岡県の医師が、これは病院が、164.6が全国で、静岡県が133.7で41位

ですよね。それで、診療所は、全国が82.1で静岡県が76.5で28位。これで見ますと、「だ

から勤務医が不足しているんだ」とおっしゃっていましたよね。

今度はこの２ページでいきますと、外来の偏在指標になっていますから、大分何か操

作が入っているんだと思うのですけれども、これで見ますと、二次医療圏の335でしたっ

け、全国のうちで。ほとんどがもう下位に行っていますよね。この乖離は、どこでどう

して起こっているんでしょうか。



－ 29 －

○秋山地域医療課長 医師確保計画の３ページ目は、これは単純に医師の頭数を人口

で割ったものですけれども、偏在指標は、その地域の医師の年齢であるとか、その地域

の高齢化率であるとか、あと受診の動向、流出入も含めて指標を出しているということ

ですので、そのような乖離が生まれていると。

○荻野委員 全然乖離が生まれているんですけれども。そうしたら、静岡県が全国に比べ

て何がどうであるからこんなに乖離が出るんですか。そこは検討してない？

この外来指標だと、静岡県の外来は全国的にも非常に低い数字にありますよね。それ

で、もともとのでいきますと、勤務医は足りないけれど、診療所の先生方はまあまあた

くさんおられるわけですよね。

○秋山地域医療課長 はい。

○荻野委員 指標になったら、もう全然足りないわけですよね。下位ですよね、全国的に

見たら。足りないかどうかは知りませんけれど、全国平均から見ると低いと。

○秋山地域医療課長 はい、そうですね。この３ページ、医師確保計画のほうは、単純に

頭数だけですので。この偏在指標は、医師の年齢であるとか、あるいは流出入を加味し

ているから、そういう……

○荻野委員 その差があるのはわかりますけれど、だから指標になると静岡県は全国に比

べてどういう特徴があるからこう落ちてしまうのですか。現状はどちらの数字を信じた

らいいのでしょうか。

○秋山地域医療課長 頭数としてはいらっしゃるんですけれども、よく言われるように、

地域の先生方の年齢が、やはり高齢化が進んでいるという状況がここにあらわれている

のかもしれないと。

○荻野委員 そうしたら、診療所の先生の平均年齢とかそういうのを見たようなデータが

あるんですか。

○秋山地域医療課長 国のほうでそこは出しているはずです。

○荻野委員 県別に見て、静岡県の診療所の先生は高齢化している？

○田中委員 いや、してないと思いますよ。していません。全国大体一緒だと思います。

○秋山地域医療課長 すみません。わかりません。

○荻野委員 これだけ違っていたら、やはりその辺の精緻な検討がなければ対策も立てら

れないと思いますので、ぜひその辺は検討していただければと思います。

○秋山地域医療課長 はい、ありがとうございます。
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○田中委員 少しよろしいですか。

この前、日本病院会でデータが出ていたのですが、全国の診療所の先生は、平均年齢

からいくと、10年前から10年歳をとっています。だから、新規の方が少ないのではない

かというようなデータは出ていましたね。ですから、静岡県も10年前は50代だったのが

今は60代になっている。全国的にみんなそういう動きであって、静岡県が特別に高齢の

開業医が多いというようなデータはありませんでした。

○徳永会長 よろしいでしょうか。ほか、どうでしょうか。

小林先生、この指標はどう解釈すればいいものなのか、ご意見ございますか？

○小林委員 多分うまく説明できる人はいないのではないかなという気がしますけれど、

基本的に外来の患者さんは、例えば中東遠の人は結構西部の病院へと、いわゆる人が移

動することで、割と開業医の多いところは指標がむしろ低くなるように考えます。患者

さんが動くことを前提にしていますので、静岡だけが特別高齢者の開業医がいるとは僕

は思えず、人の移動とかそれ以外の要素が多分複雑に絡んでいるのだろうなとは思いま

す。

ただ、ここに書かれている、さっき言われたギャップが余りにも激しいので、それを

もう少しうまく説明するだけの根拠がないのですが、正直県のほうも、国から出されて

きた数字をそのまま使うしかないみたいなところがあって、これの十分な検証って、ど

こまでできているのかなという疑問は正直あります。

○徳永会長 はい、ありがとうございました。

ほか、いかがでしょうか。はい、どうぞ。

○中村委員 藤枝の中村です。

賀茂地域のところで、今ご説明いただいたように、地元の先生方の集まりの中で、何

かこの数値を奇異に感じたということを秋山さんがおっしゃられていましたけれど、具

体的にどういったところがこの数値とかけ離れたように地域の方は考えていらっしゃる

か、もしおわかりだったら教えていただきたい。もしそれが指標にできるならば、新し

い指標を何かお示しできればいいのかなと思うんですが。

○秋山地域医療課長 先生方は、医師少数区域になっている。特にへき地もある中で、外

来医師が多いというのは違和感を抱くと。実際、恐らくこの賀茂が偏在指標が大きく出

てしまっているというのは、流出して、かなり天城を越えている方も多いんじゃないか

なというところです。
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○田中委員 いいですか。

○徳永会長 はい。

○田中委員 全国自治体病院協議会の話なんですが、恐らくものすごく過疎の地域は、こ

の数字は変に出るんだと思うんですね。埼玉県で一番医師が多いのは秩父地方だという

ことになっているらしいです。全く信用できないというのが本当だと思います。

○徳永会長 あまり信用性がないでいいんですかね。

○田中委員 特に人口が少ないところのデータはおかしいんじゃないですかね。式が当て

はまらないんじゃないかと思います。

○徳永会長 ほか、いかがでしょうか。どうぞ。

○竹内委員 すみません。医師偏在指標から少し離れるんですけれども、先ほど３ページ

のところで、賀茂で診療所の承継のお話が出たんですけれども、実は診療所の数を見る

と、二次医療圏単位で診療所が減っているのは賀茂だけではなくて、熱海伊東も減って

いますし、駿東田方も減っていますし、静岡医療圏も実は診療所は減っているんですね。

ですから、これは医師数だけの話になっていますけれども、実際にこれから共同利用

ですとか、あるいは外来医療機能を考えたときに、先ほど医師確保計画で、病院の先生

方が集まって調整会議でというお話もありましたけれども、ぜひ診療所の医師会の先生

も合わせて、地域全体で考えていく。診療所が減ってしまえば、その分病院の外来機能の

負担が非常に大きくなってきます。さらに救急医療を考えると、診療所が減るというこ

とは、初期の急患センターの運営が非常に厳しくなると思いますので、そういうことも

含めて、地域全体の医療を考えていくということが大事だと思います。

○徳永会長 どうぞ。

○秋山地域医療課長 先ほどの賀茂の指標が高いのはなぜかというところで、一度国から

示されたデータで、賀茂も入っていなかった、多数ではなかったところが途中で多数区

域になったのですけれども、その理由として、やはり流出が多いところが反映されたと

いうことだったそうです。

○徳永会長 ほか、いかがですか。よろしいようでしたら次へ進みます。

それでは、議題の３番ですけれども、「令和３年度臨床研修医募集定員の設定」につ

きまして、説明をお願いいたします。

○秋山地域医療課長 引き続き、地域医療課より説明させていただきます。

資料は、次第のほうのつづりの９ページ、資料３、「令和３年度臨床研修医募集定員
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案について」でございます。

９ページの「ポイント」にございますように、この場で確認いただきたいのは、医師

少数区域の重点配分の考え方で配分作業が行なわれているかどうか。また各病院の採用

規模を確認していただければと思います。

１枚めくって10ページをごらんください。

研修医募集定員案についてでございます。

１の「概要」にございますように、本年の４月から、国から県に臨床研修病院の指定

権限、あるいは研修医定員の設定権限が移譲されます。ここに記載はございませんけれ

ども、その目的といたしましては、都道府県がより主体的に医師確保を行なう体制とす

るために、この権限移譲がされております。

今回の権限移譲に伴い、臨床研修病院の募集定員の設定を行なうに当たって、本協議

会でご意見をいただきたいと考えております。

中段の表中をごらんください。中央の11月26日の医療対策協議会において、定員調整

に係る考え方をご審議いただいたところです。

１枚めくって11ページをごらんください。

11ページ下段の四角の「参考」の「募集定員の調整に係る考え方」。こちらを決めさ

せていただきました。

その四角の中の、①「医師少数区域への重点配分」の考え方と、あと下段の四角の中、

少しわかりにくいですけれども、病院の希望枠総枠が、今回310枠配分されましたが、病

院の希望枠総数のほうが小さい場合は、改めて病院に調整を行なうといったところでご

ざいます。

10ページに戻っていただいて、表の中をごらんください。

表の中の一番左の列、「国」の列で、２月の「各都道府県の定員上限通知」として、

下段の３の「定員上限」の310が通知されております。

下段の表の①から④までの項目があります。特に、③の医師少数区域の人口によって

加算された配分。こちらが新たな考え方で、「（10）」とありますけれども、10枠配分

されてございます。この医師少数区域の人口によって加算された配分。この考え方が、

今年初めて示された考え方でございます。

中ほどの表に戻っていただいて、３月の本協議会で定員案をご審議いただきたいと考

えております。
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１枚めくっていただいて、４の「定員の配分方法」でございます。

（２）をごらんください。こちらの２行目にありますように、医師少数区域に所在す

る４病院及び県内で医師不足がより深刻な東部地域の３病院に対して再調整を行なった

ところ、定員を300とさせていただくことができました。

また、（３）、この300の残余枠をさらに再配分できないものかと調整を図ったところ、

もう定数が確保できているとして、残余枠10枠とさせていただきたいと考えております。

１ページめくっていただきまして、12ページの「定員案」をごらんください。

県内には臨床研修を行なう病院が24病院ございます。そして、表中の右手に、Ａ、Ｂ、

Ｃ、Ｄ欄がございます。上の項目、表頭を見ますと、「受入実績等から算出した募集定

員Ａ」、右手にありますＢ欄の「病院が希望した募集定員」。このＢ欄は、昨年の６月

の時点で各病院に県からヒアリングを行なった数字となっております。このＡ欄とＢ欄

の小さい数字を募集定員の基礎数と機械的に定めさせていただきます。ここまでのＡ、

Ｂ、Ｃの作業は、これまで国がやってきた作業を、今回Ａ、Ｂ、Ｃの基礎数を出す作業

を県に移譲されたものでございます。

募集定員基礎数が、一番下の欄にありますように277枠となっております。そして、先

ほど前のページの（２）、（３）で説明させていただいた調整を経て「要望調査による

調整Ｄ」という結果になっております。基礎数に、この要望調査のＤを足しまして、「３

年度の募集定員」、Ｅ欄とさせていただいております。

各病院の定員の希望を確認していただき、また県の定員枠は全部で300となってござい

ます。残りの10枠は使わないということで、余るということで国のほうに報告をさせて

いただきます。

参考として、令和２年度の募集定員を記載させていただいております。令和２年度の

296につきましては、配分可能枠数が、もともと国から296で通知をされてきたものが、

余りなく、前回は296で報告をさせていただいております。今回は、それより４枠多く、

300で報告をさせていただきたいと考えております。

説明は以上でございます。

○徳永会長 これにつきまして、ご質問、ご意見ございますか。どうぞ。

○竹内委員 すみません。浜松医大の竹内です。11ページの【参考】の「○」のところで、

各病院の希望定員数の総計が県の定員上限を上回った場合の③の下線が引いてあるとこ

ろで、前年度の定員充足割合が高い病院に優先的にというのは、理屈としては合うと思
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うんですけど、実際に、例えば国家試験の合格・不合格とか、あるいは単年度ですと、

病院でのマッチングの動向に変動がある場合も多くて、長年ずっと見ていると、例えば

マッチングの数字が突然半分に落ちた病院があったりとか、また翌年度すぐ戻ったりと

か、結構変動が激しい病院もあるものですから、例えば３年間とか平均的な値をとると

か、こういうところで瞬間的な不安定要因は除いたほうがいいと思うので、そこはご検

討いただければと思います。

○徳永会長 よろしいですか。

ほか、いかがですか。よろしいでしょうか。

それでは、議題の４番ですけれども、「『（仮称）医師確保部会』の設置について」。

事務局から説明をお願いいたします。

○秋山地域医療課長 引き続き、地域医療課より説明させていただきます。

資料の13ページ、資料４をごらんください。

医師確保部会の設置について、ご了解をいただきたいと考えております。

１ページめくっていただいて、14ページ、資料４－１をごらんください。

今回、「概要」にありますように、ふじのくに地域医療支援センター理事会の機能を

本協議会に移管したいと考えております。

下段の図をごらんください。

現状におきましては、ふじのくに地域医療支援センターの本部と理事会がつながって

おり、特に右側の図のところでは、医療対策協議会が医師確保の方針決定をする機能、

今までの理事会が実働部隊として取り組みを推進するところと位置づけておりました。

今回、この医療対策協議会とつなげることによって、方針決定と実働部隊を実際につな

げるといった変更をさせていただきたいと考えております。

また、下段の「参考」にございますように、平成30年度の医療法の改正におきまして

も、医療対策協議会の機能強化として、「医師確保に関する協議機能を集約する」とさ

れておりますので、今回のこの部会の設置によって、方針決定と実働部隊の機能を医療

対策協議会に集約するといったところでございます。

１ページおめくりください。

設置要綱をお示ししております。

第２条の「協議内容」でございますけれども、「救急医療等」という記載がございま

したけれども、より広く医療体制を議論するために、「医療提供体制の確保及び医師等
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医療従事者の確保に関する方針並びに実施に必要な事項について協議する」とさせてい

ただきたいと考えております。

また、もう１枚めくって16ページをごらんください。

部会の設置につきましては第６条にお示ししております。

２枚めくって18ページに、部会の運営細則をお示ししております。

第２条の部会の協議事項についてごらんください。

５つの項目について協議をすることになっております。（１）の研修体制の構築、（２）

の情報発信及びリクルート活動、（３）の修学資金の被貸与者の配置方針、（４）の医

療に関する調査及び研究、（５）の本協議会で協議した医師確保に必要な事務について

協議をしていきたいと考えております。

また、これに伴って、ふじのくに地域医療支援センターの理事会で平成25年１月から

理事長に就任していただいた本庶 佑先生は、ご退任をされることになっております。

長らく本県の医師確保にご尽力いただいたことを、この場をお借りして感謝を申し上げ

ます。

また、ほかの理事の方々につきましては、部会の構成員について、また関係団体等と

調整をさせていただきたいと思いますので、ご協力をお願いいたします。

以上につきまして、ご意見をいただければと思います。

説明は以上です。

○徳永会長 ただいまの件について、ご意見、ご質問がございましたら、どうぞ。

○毛利委員 少しいいですか。

○徳永会長 どうぞ。

○毛利委員 理事会の件なんですけれども、要するに、ふじのくに地域医療支援センター

の理事会って、私もその委員をさせていただいていたのですが、何か最後の日に、唐突

に「これで終わりです」って僕は言われてしまって、終わってもいいのかなとは思って

いましたけれども、例えば私たちのほうに「終わります」とかという何の通知もなく終

わったような感じを受けているんです。終わり方ってあんなもんだというんだったら、

それはそれで結構なんですけれども、何か唐突に終わったような感じがしていて。別に

医対協のほうにそういう下部組織をつくるという、これは議論としては何も、国の方針

がもともとこういう方針ですから。ただ、理事会の終わり方が何か唐突だったような印

象を僕は受けたので、その辺が一言だけ言いたいなと思って言いました。
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○徳永会長 ほか、よろしいでしょうか。

それでは報告事項に移ります。

報告事項は４つありますので、これは続けてでよろしいですか。１番から４番までお

願いします。

○田中医療政策課長 医療政策課長の田中でございます。私のほうからは、報告の１から

３までを説明させていただきます。

まず最初に、報告１、「公立・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証等について」

でございます。

資料は19ページの資料５をごらんください。

本年１月17日付けで、厚生労働省から正式な再検証の要請通知が発出をされたところ

でございます。

通知の概要は、１にございますとおり、大事なところは期限のところでございまして、

１つ目の「・」のところにございますように、もともとはそこを基本とするということ

になっておりますけれども、２つ目の「・」にありますように、今後、地域の状況を把

握した上で、厚生労働省において整理をした上で改めて期限を通知するという形になっ

たところでございます。

その下、３つ目の箱でございますけれども、対象医療機関につきましては、この通知

の中で、各都道府県において今月の末までに確認をしろということになっておりまして、

都道府県の確認後に国が確定をするという流れになっております。そこまでは非公開と

するということで、「※」のところに書いてございますように、後ほど説明する対象医

療機関につきまして、今後追加の可能性があるということでございます。

２の再検証の対象医療機関でございますけれども、今回の通知におきまして、昨年９

月に公表されました対象医療機関から変更がございまして、お示しのとおり、西部圏域

のＪＡ遠州病院が除外をされたということでございます。表の下のほうにございますよ

うに、もともとは14という形になっておりましたけれども、１つ外れて13病院というこ

とでございますけれども、今後追加の可能性があるというところでございます。

おめくりをいただきまして、20ページをごらんください。

今後のスケジュールでございます。

結論から申し上げますと、９月までに厚生労働省に報告をしていきたいというところ

に向けまして、右側にございますが、まず６月の地域医療構想調整会議、各圏域ごとに
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開きますけれども、そこで各対象医療機関の皆さんに方針をお示しいただこうというこ

とで考えております。

おめくりをいただきまして、21ページでございます。

こちらが来年度の地域医療構想調整会議のスケジュールということでございます。

下の「想定議題」となっておりますほうの表をごらんください。

議題といたしましては、お示しをしていますとおり、５つを今想定しているところで

ございます。先ほど徳永先生からもご指摘がありましたので、調整会議の運営に当たり

ましては、いろいろなワーキンググループの開催でありますとか、メンバーを限っての

開催、非公開での開催というところを柔軟にやっていきたいということで考えてまいり

ます。

続きまして、資料の22ページになります。報告事項２の「静岡県保健医療計画の中間

見直し」についてでございます。

来年、現行の第８次静岡県保健医療計画の中間見直しの年に当たります。検討の方針

といたしましては、６疾病５事業ごとに分野別の関連会議で議論を重ねさせていただき

まして、その後、医療対策協議会、医療審議会にお諮りをするという形で進めてまいり

ます。

下の表のほうをごらんいただきたいんですが、基本的には計画策定時の会議をそのま

ま引き続き検討をお願いするという形でございますけれども、「中間見直し（今回）」

と右側にあります欄に具体的に書いてあります、脳卒中と心筋梗塞のところにつきまし

ては、新たに会議を設置をして、こちらの会議でご審議をいただくという形で考えてお

ります。

下のほうに参りまして、周産期と小児のところにつきましては、これまで別々にご議

論をいただいておりましたけれども、静岡県周産期・小児医療協議会という形で合同で

ご検討いただくという形で考えております。

続きまして、次のページに参りまして、スケジュールでございます。

各分野別の会議でご検討いただいた上で、本医療対策協議会におきましては、７月29

日、11月24日、３月10日という形で３回お諮りをし、さらに医療審議会のほうで審議を

いただくというようなスケジュールで進めてまいります。

続きまして、24ページをお開きください。

地域医療介護総合確保基金の来年度の基金事業の予算についてでございます。
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今、県議会２月定例会に提出した予算案の内容ということでございまして、医療分の

基金事業規模は23億8,000万円余となってございまして、前年度より３億6,000万円ほど

減少しております。

減少の理由といたしましては、ハード整備におきまして単年度事業が終了していると

いうものもございます。また、当該年度の執行見込みを踏まえた予算計上ということで、

そうした形で減額となっているところでございます。

続きまして、この令和２年度の事業提案の状況でございます。

こちらのほうは、25件の提案をいただきまして、16件のものにつきまして反映をさせ

ていただいたところでございます。

25ページ、26ページにつきましては、その反映をした事業の主な内容ということで、

時間の都合もございますので、また後ほどごらんいたたければと思っております。

27ページ、28ページにつきましては、その25本の提案の内容と反映状況ということで

一覧にさせていただいておりますので、こちらも後ほどごらんいただければと思ってお

ります。

私からの説明は以上となります。よろしくお願いいたします。

○秋山地域医療課長 引き続き、報告事項の４、「令和２年度ふじのくに医療勤務環境改

善支援センターの運営」について、ご報告いたします。

29ページをお開きください。

１の「要旨」の３つ目に書いてありますように、医療勤務環境改善支援センターの業

務の一部を県の病院協会に委託することによって業務の強化を図っていくものでござい

ます。

中段の「取組の概要」のうち、「アドバイザー派遣」と、３段目の「医療機関向け研

修会開催」。こちらを、下段の絵にありますように、県病院協会に委託するセンターの

中で行なっていくということになります。

労働局のほうは、図の破線部分にありますように、労基法関係の支援事業を労働局、

それ以外の県が担当していた部分を委託をしていくことになっております。

30ページ以降はセンターの取り組みについてでありますので参考にしていただきたい

と思いますが、31ページをお開きください。

31ページの下段に、このセンターを運営する運営協議会の６名の委員の方々について

記載があります。これまでどおり、ご意見をいただきながら運営をしていきたいと考え
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ております。

説明は以上でございます。

○徳永会長 ただいまの説明につきまして、ご意見、ご質問ございますか。よろしいでし

ょうか。

両アドバイザーから何かございますか、最後。竹内委員、小林委員。よろしいですか。

それでは、本日の議事は全て終了しましたけれども、全体的に見て、何かご意見ござ

いますでしょうか。よろしいでしょうか。

それでは、これで終了いたしますので、進行を事務局のほうに移します。

○鈴木医療政策課長代理 徳永会長様、本日の協議会のご進行ありがとうございました。

それでは、閉会に当たりまして、健康福祉部長の池田から、本日のご協議につきまし

て、委員の皆様にお礼を申し上げます。

○池田健康福祉部長 きょうは、年度末のお忙しい中、ご出席いただきまして、まことに

ありがとうございます。

ご存じのように、昨晩新型コロナウイルスの２人目の感染者が県内から出ました。現

在並行して記者会見を行なっておりまして、濃厚接触者はタクシーの運転手のみと考え

ております。今晩中にＰＣＲ検査をやりまして、14日間は自宅で待機していただくとい

うことになっております。この袋井の例にかかわらず、この感染を何とか食いとめたい

と思いますので、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

きょうご議論いただきました点につきましては、しっかりと受けとめまして、静岡県

の医師確保、それから偏在是正に向けまして、引き続き行政と皆様と一体となって計画

の推進に取り組んでいきたいと考えております。今まで、どちらかというと量の確保に

重点を置いてまいりましたけれども、医学修学研修資金につきましても地域枠につきま

しても、若干かじの切りどころかなということを考えさせられました。

今年度最後の医療対策協議会となります。本当に１年間ありがとうございました。

○鈴木医療政策課長代理 以上をもちまして、令和元年度第４回静岡県医療対策協議会を

閉会いたします。長時間のご協議ありがとうございました。

午後６時02分閉会


