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平成 27 年度 第 2 回東葛南部地域保健医療連携会議 
（地域医療構想調整会議） 開催結果 

 

１ 日時 平成２７年１２月１０日(木) 午後１時３０分から２時５０分まで 

 

２ 場所 習志野健康福祉センター ３階会議室 

 

３ 出席者 

委員（総数 ２６名中２２名出席） 

椎原委員、石川委員、小林委員、長谷川委員、齋藤委員、土居委員、荒澤委員 

神山委員、髙原委員、山森委員、高萩委員、今井委員、海寶委員、鶴岡委員、菊池委員 

松 永 委 員 、 塙 委 員 、 本 間 委 員 、 町 山 委 員 、 筒 井 委 員 、 佐 久 間 委 員 、 江 口 委 員 

  

４ 会議次第 

（１）開会 

（２）会長あいさつ 

（３）議事 

   千葉県保健医療計画の一部改正について 

（４）その他 

（５）閉会 

  

５ 議事概要 

（１）千葉県保健医療計画の一部改正について 

 ●事務局説明 

  資料１から３により、健康福祉政策課から説明 

 

 ●主な意見及び質疑応答 

 （質問） 

参考資料の東葛南部区域の部分で、病床機能毎の流入元と流出先が％（パーセント）で書い

てあり、先程流出の方が多いと説明あったが、その点はどこに記載されているのか。資料があれば

教えていただきたい。 

 

 （回答） 

細かいデータを割合にしてグラフにしたのがこの資料になる。割合から多いという書き方をしてお

り、その点についてはデータを含めて考えていきたい。 

グラフの元になっているものは、資料 2 の 18～21 ページに各機能別の流入・流出の状況を示

した部分である。見方としては、18 ページの高度急性期については、東葛南部に住所のある方が

どこの圏域の医療機関を受けているかを右の方に見ていく。 

基本的にこの割合を人口別にのばしたのが、先程説明した 2025 年の流入流出の割合であり、

2025 年の同じ数字については現在手元に数字がないため、機会があった時に示していきたいと

考えている。 
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（意見） 

県の医療提供体制の検討について①案から④案までの数字を出しているが、県内かなり地域

差が大きいと思うので、逆に①案から④案までを県全体で決めようという方向なのか、あるいは地

域別に決める方が実状に合うのではないかと思う。 

 

 （意見を踏まえ回答） 

先程も説明したが、都県間においても一つの数値に確定しなさいと国から言われている。本来

は、各県の患者住所地の所在している医療需要に対応した形でやるのがいいと言いながら、調整

がつかない場合には、現状の医療機関の流れているベースでやりなさいという形になっている。現

在調整中ではあるが、各県で調整がつきそうもないため、医療機関所在地ベースで落ち着く形に

なると思われる。各県内の圏域ごとにも当てはまる話なので、県としては先程示したような本質的

な考え方で、きちんと整備した形の数値を示していきたいと考えている。 

 

 （質問） 

資料 1 の 56 ページで、地域医療構想調整会議と地域保健医療連携会議との関係について、

地域医療構想調整会議は委員の報償費は支給されないことや、関係者が自らの責務として調整

を行う場であるという説明があった。両方一体的に開催したいという話を以前聞いたが、その点に

ついてもう少し明確に説明をお願いしたい。 

 

 （回答） 

委員のあり方については検討している段階で、先程説明した内容が最終的に決定したわけでは

ない。 

この会議自体２つ名称がついており、ひとつは「地域保健医療連携会議」という会議である。こ

れは国の通知に基づいて、保健医療計画の進捗管理等を圏域ごとで行うための会議として位置

付けており、県の施策を委員に説明し、圏域ごとの施策のあり方について意見をいただき、議論を

していただくものである。もうひとつは「地域医療構想調整会議」である。これは今回の医療法の改

正に伴って、新たに位置付けられた会議である。資料１の 53 ページにあるように、地域の病院・有

床診療所が担うべき病床機能や、病床機能報告制度に伴う情報を各関係者から情報共有する、

地域医療構想の達成の推進に関することなどについて協議する場と国のガイドラインで位置付けら

れている。この会議のあり方については議論があるが、地域医療構想を作るに当たって、調整会

議の中でも議論してほしいと国から依頼があり、今回は既存の地域保健医療連携会議に保険者

協議会から推薦いただいた委員に入っていただき、調整会議の要件を満たすような形で議論して

いただいている。 

特にこの地域は地区も医療機関の数も多いので、いくつか地区を分けて議論をする会議を設け

た上で、その結果を各地区の代表者が集まって圏域全体の話をするような会議にすべきなのか

議論いただければと思う。人数が多い場合、予算の制約もあるので報償費を支出することが難し

い。調整会議のあり方は各地区によって違ってくるので、県としては全県・各地区同じ形でこの調

整会議は開催しなくてもいいのではないかと考えている。 

 

 （質問） 

冒頭の説明では、県としては連携会議と調整会議の両方兼ねるという説明があったが、実態的

には圏域ごとに協議をした上で決めていきたいといった理解でよろしいか。 
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 （回答） 

会議のあり方については、資料１の 56 ページの資料の下にも記載されているとおり、今回は策

定前なのでこのような形で開催しているが、策定後は協議をより効果的・効率的に進めるため、今

後の議論を踏まえて抜本的に見直すことも考えている。 

 

 （質問） 

来年度、それぞれの会議は位置付けとしてはあるが、別々又は一体として開催するかは、今後

の議論の中で決まっていくという理解でいいか。 

 

 （回答） 

 その通り 

 

 （意見・質問） 

資料１の４０ページについて、急性期が多すぎて回復期が少なすぎる現状だと思うが、最終的

にはこの部分を調整していくことになると思われる。習志野市内の４つの病院でも話し合ったが、調

整の段階までいかなかった。病院経営の方針を変えていかなければ回復期に移行はできない。４

病院での話合いでも糸口が見つからないのに、東葛南部圏域では 60 数病院ある中でまとめて調

整するのは難しいと考える。 

診療報酬改定で外枠を決めていき、例えば 7 対 1 の病院を絞り込んで残ったところが急性期を

やり、またその中で更に高度急性期を減らしていくなどしないと、とても個々の話合いで解決するの

は不可能である。その点についてはどのように先を見通しているのか。 

 

 （回答） 

医療機関同士でも行政が介入しても、実際の病床機能の調整は難しいということは理解してい

る。まず病床機能報告を踏まえて、どの病院がどのような機能を有しているのかということを共有し

ていくことから始めていく必要がある。県としては、強制的にこの枠の中に収めるということより、10

年先を見通した時にこの地域ではこのような機能の病床がこのくらいが適正量だということを示し、

同地区に同じような医療機能の病院がそれぞれ同じ形態であると、それだけの医療を十分埋めら

れないのではないかという懸念もある。 

ある程度地域の中核となる病院は、全ての病床を高度急性期だという報告をしていたり、急性

期ではない病院でも急性期の病院として報告をしているという実態がある。まずそのような実態を

地域の中で把握しながら、実態にあった報告に落ち着けていくことが大切と考える。 

その中で、地域における医療機能の分担や連携のあり方を足がかりに、実際の会議を運営して

いただきたいと思う。 

今後国では診療報酬等での誘導策が出てくると思われ、また県では地域医療介護総合確保

基金を活用し、例えば回復期の病床を整備する場合には補助金を出すというような政策等で

徐々に転換をはかっていただくということを考えている。ただ、新たに急性期を増やしたい等の希望

については、この点の数値を見ながら県が新規の病床を認める、認めない等県の立場として介入

する余地があると思うが、このような点を踏まえ、調整会議を運営していただきたいと考えている。 

 

 （質問） 

資料１の 1７ページで、当該構想区域の必要病床数 2025 年の医療需要を出すのに、当該構

想区域の2013年度性年齢階級別・医療機能別入院受療率×当該構想区域の2025年の性年
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齢階級別推計人口となっている。2013 年度の入院受療率をそのまま適用するということだと思う

が、最近元気な高齢者が増え、高齢者の就労率が上がってきており、入院受療率が低下傾向に

あるという様々なデータや記事がある。2013 年の入院受療率で必要病床数を想定すると、12 年

後は入院受療率は実際にはもっと低く、2025 年には回復期慢性期の病床は実際には過剰になっ

てしまったという場面は想定されるか。 

 

 （回答） 

御指摘の点については、他の圏域等でも質問をいただいている。今回資料に示した数値は、国

から示された方法で出しているので、機械的な数値になっており、数値を変えることはできないよう

な仕組みになっている。ただこの数値については、資料１の 18 ページに「どの程度慢性期機能の

病床で対応するか、特に在宅・介護施設で対応するかについて入院受療率に地域差があることを

踏まえて推計」とあるように、なるべく病院ではなく、介護施設等も含めた地域等在宅等で対応す

るという積算になっている。同資料 18 ページの「現状」の中の②療養病床入院患者数のうち、医

療区分１の 70％の方は療養病床ではなく、今回は在宅で対応するという積算をしている。地域差

の解消という部分については同資料 19、20 ページにあるように、入院受療率についてはある程度、

最低の圏との差を小さくするような割落としをした数値で計算する形になっている。また、同資料１

８ページの③一般病床でＣ３基準未満（診療報酬で区切っている）の患者数、ある一定の基準以

下についても病床でみるのではなく、在宅でみるという計算をしているので、単純に今ある入院受

療率で計算した病床数ではない。 

「医療・介護情報の活用による改革の推進に関する専門調査会第１次報告によれば、将来介

護施設や高齢者住宅を含めた在宅医療等で、対応する患者数として 8,500 人という数値が出て

いる。 

同資料 42 ページに東葛南部の数字がでているが、総数だと既存病床数が約 11,000 床に対し、

2025 年の必要病床数が 13,000 床になり約 2,000 床の差がある。2,000 床不足するという数値

になるが、医療計画の基準病床数の病床規制があり、直ちに病床を整備することは難しい。また、

基準病床数の積算方法と、今回の必要病床数の積算方法では使用している数値も計算方法も

大分違うので、基準病床数についても積算をする予定である。 

国は平成 30 年に全面改正を予定しており、そこでは必要病床数と基準病床数の考え方をある

程度一致させるということも言っている。あるいは平成 30 年に向けての基準病床数の数値の積算

の中には、そのような部分も加味する算定式や数値を使用して算出する可能性もある。その点に

ついても、議論の中で御意見いただきたい。 

 

 （意見） 

東葛南部地区は 2025 年に向けて大きな人口変化があると聞いているが、病床の機能分担に

ついては我々も全て高度急性期というわけにはいかないと考えており、地域の方々と今後の機能

分担をどのようにしていくかの話をこれからしていきたいと考えている。 

 

 （意見） 

病床機能について、今回高度急性期と急性期が多く回復期が少ないという病床機能報告にな

っているが、実質的な病床機能報告制度は今年 10 月に実施し３月以降に結果が出るもので、今

回の県のデータは昨年の病床機能報告制度であるから、実際今年の報告データが出ないと病床

機能の実質的な不足の有無についての議論は難しいのではないかと考える。現時点では、内容を

細かく詰める時期ではないと思う。 
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診療報酬でも 7 対 1 がもう少し下がるというような話が出ており、また療養型病床も医療療養型

も区分が変わる可能性があるので、現状を見ていくということが必要なことではないかと思う。 

また、今回出席している病院は説明等受けて県の状況が分かっているが、それ以外の病院がこ

の件を知らないという現状があり、問題であると考える。今年度地域医療構想が決まってしまうの

で、意見を言えるのは今年しかないが、そのような状況の中で今後どのように進めていくのか是非

考えていただきたい。 

 

 （意見・要望） 

東葛南部のエリアは 170 万人人口規模を有し、今度 1 月にこの圏域の全病院 60 数病院を集

めて船橋市内で地域医療構想についての説明会を開催する。通常国で考えている二次保健医

療圏は、基本的に人口 30 万人対応を想定しており、基本的には保健所 1 箇所という形がまずあ

る。非常に重い内容を今後詰めていくに当たり、今後もこの東葛南部エリアはこの二次保健医療

圏で行っていくのかを、60 数病院が集まった中で併せて協議をしていく必要があるのではないかと

思う。結果的に現状のままという選択肢はあると思うが、この東葛南部においての患者等の移動

等のデータもしっかりと見届けた上で、現在の区分けでいいのかを、来年 1 年間議論がなされるべ

きだと考える。 

 

 （意見を踏まえて回答） 

資料１の 13 ページあるいは 3 ページで、医療圏については地元の首長からも要望書等の提出

もあったため、特に夷隅地区については特記するような形で整理したが、医療審議会の議論の中

でも東葛南部地区については人口が多いという話は出ている。あり方については、来年からどのよ

うな圏域がいいのかという部分を含めて議論をしたいと思っている。その成果を平成 30 年を始期

とする次期保健医療計画に反映させていく予定であり、そういった視点でも御意見等いただきたい

と思う。 

 

 

 

６ その他 

（事務局）  

本日の説明内容について意見等がある場合は、本日配布した「各構想区域における意見用紙」に

御記入の上、12 月 18 日（金）までに県健康福祉政策課宛てに FAX をしてほしい。 

 


