
千葉県医療審議会 開催結果 
 

１ 日時 平成２６年９月１日(水) 午後６時３０分から８時１５分まで 

 

２ 場所 三井ガーデンホテル千葉 天平 

 

３ 出席委員 

 (委員：総数２９名中２６名出席) 

 田畑委員、土橋委員、川越委員、森本委員、松岡委員、斎藤委員、松田委員、石野委員、

吉田委員、三枝委員、梶原委員、志賀委員、赤田委員、戸谷委員、八代委員、松澤委員、

小栁委員、宮坂委員、齋藤委員、相原委員、木村委員、山本委員、加藤委員、星野委員、

南委員、能川委員 

（専門委員：総数５名中４名出席） 

亀田委員、福山委員、木村委員、増田委員 

 

４ 会議次第 

（１）開会 

（２）健康福祉部長あいさつ 

（３）議事 

   医療・介護サービスの提供体制改革のための新たな財政支援制度について 

（４）報告事項 

   病床機能報告制度について 

（５）閉会 

 

５ 議事 

（１）医療介護サービスの提供体制改革のための新たな財政支援制度について 

 

○事務局説明 

 資料１・２・３・４により事務局説明 

 

○主な意見及び質疑応答 

 

（質疑）資料３について 

・千葉県全体で 51 億という数字であるが、歯科に関してはその 1％にも満たない。千葉県

がそういう姿勢であるのか非常に疑問である。具体的にいうと、資料３の№2の在宅歯科

診療設備整備支援について、これは従来あった事業の振り替えと思うが、実際にポータブ

ルのレントゲンを買うと、200 万円くらいになる。そのうちの助成割合はわからないが、

例えば 500 万円の予算であれば数件分にしかならない。千葉県にいる 4000 人くらいの歯

科医師の数パーセントにしかならないがどのように考えているのか。 

・歯科衛生士の復職支援について、歯科衛生士のほとんどが女性であり、30 歳代 40 歳代の

子育て中の者が多い。事業一覧の中で女性医師の就労支援については記載があるが、同様

の内容を歯科衛生士についても配慮しているのか。 

・地域医療の格差解消だが、歯科医療資源について調査したのか。歯科を標榜する病院も地



域によっては大変少なくなっている。その辺も配慮して事業計画を総合的に考えているのか。 

 

（回答） 

・在宅歯科診療設備整備事業については、平成 26 年度分の事業は、基金に関する予算計上

が 12 月補正というスケジュールになった関係から、今年度当初予算であげたものをその

まま財源を振り替える形で計画している。今年度当初予算は、過去 4年の平均事業費、こ

れが約 125 万円程度ということで、これに事業実施補助対象 6 か所を見込んだ上で、500

万円という予算計上をしたところである。 

・復職支援については、在宅歯科診療設備整備事業と同様に、今回は当初予算で計上してい

る 80 万円、そのままの内容で計上している。 

・歯科医師の資源の状況については、27 年度に保健医療計画の改定等もあるので、実態を

反映した上で、今後の施策について参考にしながら、また、基金についても参考にしなが

ら考えていく。 

 

（質疑） 

・この基金事業は、今までより充足させようという趣旨で国は対応していると聞いているが、

それを当初予算のままというのは、とても疑問といわざるを得ないがどうか。 

 

（回答） 

・当初予算の振り替えについて、新基金を創設するにあたり、今までの国庫の補助制度を廃

止したものの内、新基金に振り替えしているものがある。それは個々の事業の性質によっ

て枠組みがそのようになっており、御了解いただきたい。 

 

（意見） 

・歯科に関する事業がわずか０．５％ということはとても了解できる数字ではないが、今後

の善処に期待する。歯科医療については、他県では、社会保障費の削減に資することが、

日本国全体としても明らかになってきている。是非そのようなことも考え、他県に後れを

とるようなことのないよう、そういう方向で検討してほしい。 

 

（質疑） 

・資料１で、国が２/３ 県が１/３とある。千葉県の約 44 億というのは、国の２/３の金額

か、それとも 44 億の中に国の２/３が入っているのか。 

  

（回答） 

・44 億というのは、人口比だと 44 億。千葉県計画（案）の総事業費は、44 億+高齢者人口

の増加率を勘案して、50 億を超える額ということにしているが、この 50 億の２/３が国

からの基金の受け入れ、１/３が県の予算を支出して基金を造成するということである。 

 

（質疑） 

・資料３の基金の事業計画の中で、どれが県の今までの既存にやっていた事業で、新規の事

業はどれか教えてほしい。 

 

 



（回答） 

・ざっくりとしたつかみ方だが、約 14 億円が国庫補助の振り替え分の事業である。その他

に、国庫補助以外で県単独でやっていたものもあるが、今手元に数字を持ち合わせていな

い。 

 

（質疑） 

・国庫補助はいい。この中で新しく基金で、今まで県はやっていなかったが、国の方針にそ

って、この項目だけは県の目玉でやっていこうとしているものはどれか。 

 

（回答） 

・従来やっていたものの拡充を含めていうと、資料３の中の医療の機能強化の中に、拡充す

るものが含まれている。 

  

（質疑・意見） 

・事業総額 51 億ということだが、千葉県の場合は、人口 10 万対での医師数ワースト 3、看

護師ワースト２という実態があり、医療スタッフどうそろえていくのが重要だと感じてい

る。もっと国に対して、そういったアピールを強くして、51 億ではなくもっと枠を増や

して、とっていくべきである。今の実態を、医療の置かれている実態を訴えて、千葉県は

特別だと言っていかないと、隣に東京都を控えている状況で、千葉県の医療資源は、何も

しなければどんどん足らなくなっていく。今増えている状況はあるが、焼け石に水であり、

この制度にのるには、もっともっとアピールを強くし、医療資源のワースト２・３を是正

したいところを力を入れてやるべきだと思うがどうか。 

 

（回答） 

・もともと計画を作る前に、国がある程度の配分枠を当初は示すということがあったが、特

にいまのところそういったことがない。例えば全国で、904 億円なので、確かに 70 億だ

100 億だという話もあるかもしれないが、ある程度全体のバランスの中で、こういう数字

で固めた。また、その中で施策の柱を４本とし、色々効果的な事業をできるような形で、

十分今後のものについては、配慮していきたいということで御理解いただきたい。 

 

（意見） 

・それは、ある程度考えとしてはわかるが、やっぱり遠慮する必要はないと思う。千葉県で

今これだけ必要ですと出して、はっきりいってこれが全部満たされなければ県はやってい

けないと、国に理解してもらうことは絶対に必要であり、そこで遠慮しないで、もっとも

っとやっていくという考え方が必要だと感じる。 

 

（意見） 

・大阪は 70 億だという。医療の供給体制、ベット数、医者数からすべて、関西、西のほう

は高い。日医総研のデータによれば、千葉県は、下から何番目、医療提供すべてひどい。 

これから津波のような東葛南部北部・千葉の高齢化がせまっている。これに対して、しっ

かり県のほうから、大阪 70 億だったら千葉は 60 億とるくらいの勢いでいってもらわない

と困る、頑張ってほしい。 

 



 

（会長） 

・人口割と、高齢化の率があるが、資源がないという 3番目のファクターを出すことにより、

50 億超えて 60 億に近づくのではないかということ。医療資源がないという 3番目のファ

クターを主体的にだすことによって、もっと増額してくださいという意見と考えるがどう

か。 

 

（回答） 

・４本の柱の中で、施設整備や人材確保などがある中で、基金については、今年度実際には

振替えた事業だとか、今からの時期の中で、なかなかできないというような日程的な問題

もある。 

・今回 26 年度計画について御意見をいただいているが、法律でこういう制度ができたこと

から、これからも毎年のように計画を作っていくこととなる。今度は 27 年度、そのあと

には 28 年度の計画を策定していくので、そういうことも含めて御意見をいただきながら、

少しずつ整理していきたい。 

 

（会長） 

・特に資料３の目標３、医療従事者の確保定着の 5番目あたりに、千葉県の劣悪な医療資源

を加えることによって、少し強く追及できるのではないか。27 年度以降、配慮してほし

い。 

 

（意見） 

・資料２の施策の柱にひとつの「最後まで自分らしく生きられる千葉県」の中で、在宅医療

の充実があげられているが、医療依存度の高い患者への対応に、是非、訪問看護師の確保・

育成を入れてほしい。今就労している看護師は、全国でも下から 2番目であり、訪問看護

師として働いている看護師の割合は全国で２．３％だが、千葉県で訪問看護師として働い

ている人は１．９％と、少ない看護師割合よりもっと少ない。20 年度から比べると増え

てはきているが、それでもまだまだ少ない状況なので、是非、加えてほしい。 

・資料２の施策の 3 番目の柱に、千葉県への定着を促進する人材育成とあげられているが、

これに対応する事業が見当たらない。定着を促進する人材育成として、人材育成を促進す

るアドバイザーか、労働環境を改善するための支援者を養成するのかが考えられる。是非

そういう人を養成する施策を考慮しほしい。 

・施策柱の３の５つめに、女性医師等の働きやすい環境づくりがあげられているが、ぜひこ

こに看護師も入れてほしい。 

・施策の柱の３の２つめの看護師養成所の新たな設置や運営への支援の中に、大学の新設へ

の支援が事業として上がっていると思うが、看護師等学校養成所としてほしい。 

 

（回答） 

・在宅の訪問看護について、今後高齢化がすすむに伴い、訪問看護師の不足も、病院以上に

でてくると認識をしているので、その点も含めて検討していきたい。 

・千葉県の定着を促進する人材育成、ちょっとわかりづらい表現であるが、ここで大きく書

いた意味は、例えば、施策として、修学資金等を使って千葉県に定着してもらおうという

ことが柱だが、当然看護教員等も必要があるかと思う。 



・働きやすい環境づくりについては、当然看護師も含まれている。ここに等と書かれている

が、十分考えていきたい。 

・名称の関係の看護師等学校養成所については、訂正する。 

 

（意見） 

・資料２の取組の基本方針の 2 番目に、効率的な医療供給体制を作るための対策とあるが、

この医師不足に対し、急速に改善する特効薬はだれも持ち合わせていないので、今ある体

制の中にいかに効率のよい医療体制を再編するかが非常に重要な問題である。④に医療機

関相互の連携の促進とあり、右をみると、※で平成 27 年度からの実施にむけて検討中と

あるが、なるべく、今ある体制も含めて早急に力をいれてやってほしい。今ある体制をい

かに効率的に運用するかということを検討してほしい。 

 

（回答） 

・27 年度の計画に向けて、今後検討していきたい。 

 

（意見） 

・資料３の 15 番の歯科衛生士の復職支援についてだが、歯科衛生士が歯科医院に勤めても

辞めてしまっている。歯科衛生士の絶対数が少ない。千葉県内に４つか５つか学校がある

が、東京方面に就職してしまう。そのため、地域性があり、ほとんど歯科衛生士がいない

ところがあるので、やはり絶対数を増やすということについて、この中でまずやってほし

い。 

 

（質疑） 

・資料３の事業一覧の 14 番看護師宿舎の整備支援、17 番病院内保育所の整備支援、どちら

も看護師の定着の上で非常に重要で、このようなところに比較的多額な事業費をあげてい

ることはよいと考えるが、これはどのように、運用するのか。手上げ方式で複数の施設に

必要な金額が配分されるのか。かなり金額が多いので、どのような方針か聞きたい。 

 

（回答） 

・看護師宿舎の整備支援、病院内保育所の整備支援については、予定されているところがあ

るので、そういったところを中心にこれから当たっていきたいと考えている。 

 

（質疑） 

・資料３の地域包括ケアの推進の 2番め、多職種連携の促進とあるが、病院から在宅への問

題として、多職種連携というのはこれから非常に重要である。26 年度は 20 万円しかつい

ていないが、27 年度は、アクションを起こしてもらわなければいけないので、そこを留

意してほしい。歯科衛生士のおこなう口腔ケアも、口からいろんな病気がおきるので、口

腔ケア、咀嚼・嚥下は重要であり、実際に歯科衛生士さんに活躍してもらっている。これ

から地域包括ケアを進めていく上で、連携強化、これをしっかり予算をつけてもらわない

といけないと思う。今年度は、1 月～3 月までしかなので、この予算で一時的にやるしか

ないが、これに関して来年度はどのような方針なのか。 

 

 



（回答） 

・在宅医療の関係については、今回の事業一覧以外にも、地域医療再生計画の事業を 26 年

度まで実施している。再生計画の中でも、在宅医療の整備については、在宅医療拠点事業

を実施しているところである。事業一覧の事業だけではないということはお断りさせてい

ただきたい。 

・27 年度以降、毎年計画を作る中で、少しずつ色々なものを取り込んでいくという中で、

目標の１に掲げた地域包括ケアとしては、在宅医療に関する事業が大きなウエイトを占め

ていくと思うので、色々な関係者と話し合いながら充実をさせていきたいと考えている。 

 

（意見） 

・歯科衛生士の問題であるが、今千葉県において、人口 10 万人に対して、歯科衛生士は全

国で 73 人いるが、千葉県は 58 人ぐらいである。非常に歯科衛生士が少ない。今口腔ケア

の問題も含めて、歯科疾患と全身疾患との関係、非常に注目されているわけだが、その時

に非常に活躍するのは歯科衛生士である。そういう意味で、今この事業一覧に、看護師の

養成所とあるが、実は歯科衛生士の養成所の設立をお願いしているが、却下された。この

ことについて、27 年度も含めてまた要望している。 

 

(会長) 

・今の意見は、歯科医師・歯科衛生士を含め、在宅の多職種連携など地域包括ケアの推進に

むけて来年度以降予算をつけてほしいということとだと思われるがどうか。 

 

（回答） 

・地域包括ケアを考える上で、歯科衛生士を含めた多職種連携が重要であることは、御指摘

の通りと考える。今年度は事業の実質的な期間が非常に短いということで、来年度以降は

しっかり考えていきたい。 

 

（意見） 

・新たな基金といっても、そのうちの 3割は従来の国庫補助金の振替である。千葉県として

は 51 億円なので、その 3 割の 14・5 億は従来からの補助金を振替ているということであ

る。この表では、内容がよくわからない。従来の補助金なのか、新しい事業なのか、それ

を分けて明記してほしい。 

・既得権的に事業を上乗せしていくのではなく、それぞれの事業をきちんと評価し、従来に

もまして補助金をつけるものなのか、あるいは削減をするべきものなのか、削減したもの

については、新たな事業に振り替えていくということも非常に重要だと思う。今後、その

ような評価をしながら行っていくことが重要ではないか。 

 

（会長） 

・今後の千葉県の計画作成については、今までの意見を踏まえ、事務局のほうで作業をすす

めるとともに、その取扱いについては、会長と事務局に一任としてよいか 

 

―異議なしー 

 

（２）報告事項 「病床報告制度について」 



○資料５により事務局説明 

 

○質疑応答 

 

（質疑） 

・病床報告制度は、１回で終了となるのか、どういう期間でデータはとり、それを公開する

のか。 

 

（回答） 

・報告制度については、毎年毎年ということで、7月 1日時点の制度と、その将来的なもの

の報告である 

 

（質疑） 

・６年後の病床機能の予測も毎年報告するのか 

 

（回答） 

 毎年そのような形で、７月１日現在と６年後の状況を報告することになる。 

 

（質疑） 

・資料に、６年よりも短期の変更予定の場合、１年ごとに報告しなおす可能性もあると記載

があるが、先ほどの説明と整合性がよくわからないがどうか。 

 

（回答） 

・詳細の情報が出ていない状況ではあるが、毎年７月１日時点と、６年後について報告する

ときいている。 

 

（質疑） 

・２０２５年にむかって、マイナンバー、・国保保険者一元化・都道府県の地域医療ビジョ

ンがでてくる。それを作るために、全国の医療機関が、６年後どういう形であるかをデー

タと一緒にだすということであり、２年後にまた６年後を出すということではないと思う

がどうか。 

 

（回答） 

・実際のステップについては、平成２７年度県で地域医療ビジョンを作るということがある。

ビジョンの中では、２０２５年の医療ニーズを見通した上で、医療圏ごとに示すというこ

とが国のポンチ絵などでは示されているので、それと、病床報告制度、整合性をとりなが

ら進めていくことが実際の作業としてはでてくると思われる。具体的にどのような形で毎

年毎年おこなうのか、その点については、まだ承知していないという状況である。 

 

（３）その他 

   特になし 

 

（４） 閉会  午後８時１５分 


