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千葉県医療審議会地域保健医療部会 開催結果 
 

１ 日時 平成２７年７月１０日(金) 午後６時３０分から８時３０分まで 

 

２ 場所 千葉県教育会館 新館５階 ５０１会議室 

 

３ 出席者 

部会員（総数２３名中２０名出席） 

   田畑部会員、 土橋部会員、 川越部会員、松岡部会員、 山倉部会員、石野部会員、    

梶原部会員、 志賀部会員、 戸谷部会員、上原部会員、 松澤部会員、黒河部会員、       

広岡部会員、 齋藤部会員、 相原部会員、星野部会員、 宮崎部会員、能川部会員、    

亀田部会員、 木村部会員 

 

４ 会議次第 

（１）開会 

（２）健康福祉部保健医療担当部長あいさつ 

（３）議事 

  ア部会長の選出について 

  イ千葉県保健医療計画の一部改正について 

（４）報告事項 

  ア病床機能報告制度について 

  イ医療介護総合確保促進法に基づく平成 27 年度千葉県計画（案）について 

（５）その他 

（６）閉会 

 

５ 議事概要 

（１）部会長の選出について 

  公益社団法人千葉県医師会長の田畑部会員が部会長に選出された。 

 

（２）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１，２により、事務局から説明 

 

 ○主な意見及び質疑応答 

（質問） 

資料２－１の２ページで使われている既存病床数の意味を教えて欲しい。基準病床制度

の病床数のことなのか、オープンしていないものも含めた病床数なのか。稼働率はここで

はどのように考えているのか。 

 

（回答） 

資料２－１の下の方にあるが、平成２５年の医療施設調査の数値である。基本的には実

際開設になっている病床となる。基準病床数を算定する時の既存病床については、これと

は別にここからＩＣＵやＣＣＵなど補正で減少する病床と病床配分してこれから開設に
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なるものを加えたものとなるので、その数字とは異なっている。現状動いている病床数と

考えていただければと思う。 

 

（質問） 

資料１の６ページと７ページを見ると、医師数、看護師数が全国４５位と低いが、これ

は長い間ずっとこの位置にいて、患者としてはとても不安である。さらに２０２５年に向

けて、高齢化されていって、この医師数がどのように増えていくのか、県ではどのような

対策を立てていくのか教えていただきたい。 

 

（回答） 

医師・看護師の確保対策については、最優先課題として認識しており、様々な取り組み

を実施している。具体的には、例えば医師については、医師修学資金を貸し付けし、県内

で就業いただける将来の医師に、条件を課して月々１５万円、２０万円を貸し付ける制度

を行っている。 

今後県民の皆様方が不安に思われることのないように、十分な医師確保、看護師確保対

策を講じていきたいと考えている。 

 

 ○事務局説明 

  資料３により、事務局から説明 

 

 ○主な意見及び質疑応答 

（質問） 

当病院の安房の入院患者の率は４割しかなく、６割は他の地域から来ている。その中で

一番多いのは夷隅であり、あとは長生、君津、市原となる。人口当たりの医師数や看護師

数も君津・安房・夷隅としただけで千葉県の平均を下回り、ある意味で高度医療を集約化

が必要なことも確かで、そういう意味では安房は圧倒的に人口も少なく、現実的な流入流

出と合っていないところを本当に構想区域とするのかということが一つである。 

もう一つは、今後、地域医療連携推進法人が法制化されるが、この構想区域と連携法人

の関係はどのように考えたらいいのか。また、構想区域でいろんな計画を立てるにしても、

一番のボトルネックは人材であるということは、地方創生会議の首都圏の部会の中でも明

確に言われていることで、ハードを建ててもどうにもならない、人がいないのが首都圏の

大問題だということ、本来であれば、医療計画を作る時に人材の要員計画が一番最初にく

るべきだ。 

 

（回答） 

人材の計画と病床の計画については、今回、国の法律やガイドラインで病床の必要数を

出すというところから始まっているので、なかなかそういったところの順番を変えるのは

難しいということが１点目。２点目につきましては、これから各地域を回って、地域の御

意見を聞きながら、どういう圏域がいいのかという検討はしていきたいと考えている。 

ただ、先程説明があったように、二次医療圏については、介護の計画との整合性という

ことが法律に書き込まれたこと、また、医療計画については、平成２９年までの延長とい

う一部改正の方針なので、少なくても今回は、現状の医療圏で取りまとめさせていただき

たいと考えている。今出た御意見等も踏まえまして、平成３０年からの医療計画、あるい
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は計画の一部となる医療ビジョンについても、必要があれば新たな圏域で作成するような

ことも考えて参りたい。 

 

（意見） 

一番お金がかかって苦労しているのは、人を育てることである。 

自分のところで計画を作るのであれば、自分のところで人を育てていかなければならな

い。その点は守っていただきたい。 

 

（意見） 

医療法の改正の中で、地域医療ビジョンを医療計画において策定することとなり、その

中で国は二次医療圏を基盤にということになっている。 

２０１８年に第 7次医療法改正と介護保険法改正がある。今回の地域医療構想や地域包

括だけではなく、社会保障構造を抜本的に変えようという訳である。 

マイナンバーも入るし、国保も保険者が都道府県になるし、すべてが変わる。 

これを待ってからやるのでなく、今回は一旦作ったら、その後は２０１８年に向かって、

早くに次の策定までにしっかりと準備しておく必要があると思う。 

もう一つは、今の医療法の改正の中で、地域包括ホールディングが社会保障構造改革の

一部となっている。 

千葉県の場合は日本の縮図である。その縮図の中でどうやって整合させるかというは一

本でいかない。 

早い時期に全体を見直して、どういう風に人を動かすのか、自発的にやっていることを

県は組み入れて、その中で圏域をきちっと選んでいく、今の圏域は早めに変えていかなけ

ればならないと思うのでお願いしたい。 

 

（意見） 

現在は二次医療圏でやるという命令がきているのでやるしかないが、平成３０年までの

間にどこかの時点でやらなければいけないと思う。 

 

（意見） 

流入・流出率を調べて、患者が動いているから医療圏を変えましょうという話なのに、

この流入・流出率は明らかに安房のところはおかしくなっている。そうだったら医療圏を

構想区域もそれに合わせて変えて欲しい。客観的に合理性を持ってやっていただきたい。 

 

（意見） 

安房はひずみが生じているので、それを考えてやって欲しいということだと思うが、そ

れはこの場でできないので、別のところで二次医療圏について問題提起をして、やってい

くしかないと思う。 

 

 ○事務局説明 

  資料４，５により、事務局から説明 
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 ○主な意見及び質疑応答 

（質問） 

地域医療構想調整会議というのは、構想区域を基本とするということだが、現実に東葛

南部で浦安、市川、船橋は非常に人口も多く、サブ医療圏ということで自分達で救急医療

システムなど分けている。 

船橋もさらに５つに分けてやっている。もし、東葛南部地域で構想会議を開くのであれ

ば、会議の中で支部を作って、ある程度調整したものを全体に持ってくるといったような

ことを、柔軟に自分達でやってもよいものなのか。 

 

（回答） 

先程の説明にもあったように、柔軟な運用を可能にしますと言っている。各地域でかな

り事情が違うと思うので、地域ごとに運営方法を検討していただいて、一番いいやり方を

各地域で決めていただければと考えている。 

 

（意見） 

逆に安房と夷隅が一つずつ調整会議があっても、病床の機能とかがばらばらで、その中

でうまくできない。全体の調整会議で集まって、自主的にここはこういう風にしますとい

うことをやってもいいのか。 

 

（回答） 

地域での合同会議といったような開催も可能にしたいと思っている。 

 

（意見） 

現実には夷隅の救急車にうちのドクターを乗せているし、いすみ医療センターに常勤の

ドクターを数名派遣している。そこと連携した会議をしないと全然計画にならない。 

医療圏や計画区域ごとにと言われても、救急や消防と実際連携するのに、安房圏域だけ

では無理な話で、誰が音頭をとって、どのように進めていくのか。 

 

（回答） 

各地域の意見を聞いたうえで、最終的にどういう会議がいいのかというところを固めて

いきたいと思っている。ただ、誰が主体的にやるのかというところもあるが、県が進めて

いく責任を担っているので、最終的には県が中心にその辺の調整をしなければいけないと

思っているが、各圏域の会議の中でそれぞれの地区の先生方からいろいろ意見を聞いたう

えで、形を固めていきたいと考えている。 

 

（意見） 

山武郡は前は印旛郡と一緒だった。圏域を変えた時には何年も前から説明して、それで

変えた。急には変えられないけれど、やるのであれば今のうちからやっておくしかない。 

 

（意見） 

医師会と市町村とはずっとやってきている。医師会も首長さんも賛同しており、県も御

存じだと認識している。市長から県に申し上げたということも聞いている。 
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（意見） 

病床報告制度は、自分の病院がどういう機能を担うか、これから決めていく訳であり、

これが医療費適正化計画の中に一部入っている。 

現実にＤＰＣデータと国保データベース、ＮＤＢと病床報告制度で、ほとんどの病院で

データが出ていて、それぞれの病棟の医療度、介護度が全部わかる。 

これから２０２５年までに病床を選ぶ時に、県は病院に対して、将来はこういう機能を

果たさないとやっていけなくなるということを、構想をやる前に教えてあげるとありがた

い。 

 

（意見） 

県は今の希望があるので、それができるかどうか考えて、進めていただけますか。 

この場所ではできない。希望はわかったので、次のチャンスでやるしかできないと思う。 

 

（質問） 

各地区で構想連携会議の在り方を考えていく形になるが、会議のスケジューリング等に

ついて、７月中旬から９月の半ばまでの２ヶ月半の中で連携会議を１回開催し、どのよう

にやっていこうかという話をし、意見聴取をする訳でもなく、あまりにも短い期間でどこ

まで進めることになっているのか、県が考えているところはあるのか。 

 

（回答） 

平成２７年度中に地域医療ビジョンの形は作りたいと思う。 

これは一つのきっかけと考えているので、平成３０年から本格的に国の制度等が変わっ

ていく形になるので、そこに向けてきっちり地域で話し合いができる体制を作っていけれ

ばと考えている。 

 

（質問） 

今年度は、イメージ的には地域の話し合いの場を作っていく第一歩と考えていて、そこ

で意見が出れば、意見を集約していくと考えているということでよいか。 

 

（回答） 

地域で議論するにあたっても、具体的な報告制度の数字やビジョンで定める地域の必要

病床数がないと、なかなか実質的な話ができないと考えているので、今回作ろうとしてい

るビジョンは、地域の話し合いに向けての一つの材料と考えていただき、また、そこでの

議論などを踏まえて、必要な修正を加えたうえで、平成３０年からの体制に向けていきた

いと考えている。 

 

（質問） 

構成員に地区の医師会の役員が入っていると思うが、構想地域ごとの横断的なものや県

内の流出流入というのが出てくるので、県医師会の役員が調整役として入った方がいいの

か考えているので、検討いただければと思う。 
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（回答） 

どういうメンバーがいいのかということは、これから皆様の意見を踏まえて、最終的な

形を決めていきたいと思う。 

 

（質問） 

地域保健医療連携会議の構成員を選定する権限は誰にあるのか。 

 

（回答） 

現在、県の会議としての位置付けになっているので、最終的には県が委員をお願いする

形になると思う。 

県の関わり方等も踏まえて、どういう形がいいのか議論したうえで、決めていきたいと

考えている。 

 

（回答） 

補足すると、法律上は地域医療ビジョンを作った後、ＰＤＣＡを回していくために調整

会議を作りなさい、という位置付けとなっている。 

千葉県としては、構想を作る段階から調整会議を設けるべきだという考え方で今回案を

提出している。今回は、今ある地域の会議をベースにして、来年度以降、法律に基づいた

会議となるので、それに向けてメンバーや開催方法などについて是非相談させていただく

という風に御理解いただければと思う。 

 

（意見） 

地域の会議の中に、看護師を入れていただきたいと考えているが、看護協会は現在１２

地区ブロックに分けている。今後地域の構想がはっきりすれば、できれば合わせていきた

いと考えている。 

 

６ 報告事項 

（１）病床機能報告制度について 

  資料６－１，６－２により、事務局から説明し、国のフォーマットにより公表すること

で了承された（８月上旬公表予定）。 

 

（２）医療介護総合確保促進法に基づく平成２７年度千葉県計画（案）について 

 ○事務局説明 

  資料７－１から７－５により、事務局から説明 

 

 ○主な意見及び質疑応答 

（質問） 

資料７－４の目標①で目標値の数値が示されていないが、ただ増加すればいいという観

点なのか。 
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（回答） 

なぜ「増加」だけにとどまっているのかというのは、目標の整合を図るべき保健医療計

画が最終年度になっていて、基金の方で数字を決められないというのがあり「増加」とし

ている。また、増加させていきたいと考えている。 

 

 

（質問） 

資料７－３の一番上に既存の事業で在宅歯科診療所設備整備事業というのがあるが、必

要な設備整備に係る助成というのは、何か条件付きで与えられるものなのか。 

 

（回答） 

使用にあたって研修を受けていただいて、そのうえで整備していただきたいと考えてい

る。 

 

（質問） 

資料７－３の２ページの NO.２０に歯科衛生士復職支援研修事業というのがある。促進

会議で質問したかもしれないが、目標がほとんど達成できなかったというような報告があ

ったようである。そもそも目標値がどのように設定されたのかということと、そこに無理

があるのではないかという意見が自分達の中で出ているが、コメントがあればお願いした

い。 

 

（回答） 

御指摘のように若干現実の成果を反映していない部分があるので、現在見直していると

ころである。 

 

（質問） 

是非現実を見て、数字を決定していただきたいと思う。それと総合確保促進法とは少し

離れるが、もし復職だけでできなかった場合は、当然新卒者を増やさないといけない。 

そうすると県立保健医療大学の中に歯科衛生士の定員が２５名で、卒業すると県外に出

てしまうのが１５名という結果になってしまっている。そういうような状況では定員を増

やすことも県としては考えなければいけないのではないかと思うがどうか。 

 

（回答） 

保健医療大学については、御指摘のように歯科衛生士の県内就業が５０％を切るような

現状にある。今後、どのように県内就業を進めていけるかということについて、学長と話

を進めていきたいと思っており、定員の増については、他の学科との兼ね合いもあるので、

優先順位を勘案して検討していきたいと思っている。 

 

（質問） 

資料７－４の在宅療養支援診療所数の目標値が増加ということだが、保健医療計画とリ

ンクしているので、指摘するのは申し訳ないが、訪問診療を行っている医療機関の５６％

は一般のかかりつけの医療機関である。また、往診をしている医療機関の６０％は一般の

かかりつけ医であり、無視できる数字ではないと思っている。特に郡部は支援診療所をい
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くら増やそうと思っても、地域で開業するかかりつけの医師に２４時間担保しろというの

はなかなか難しい問題がある。私たち医師はきちんと自分の患者を最期まで診るという意

味で在宅医療をやっていくと、自分のできる範囲でということにはなるが、そういうこと

を目指していきたいと思っている。もちろん支援診療所と対立する訳ではなくて、実態と

してはかかりつけ医も在宅医療には非常に大きい部分があるということを理解して欲し

い。 

今後こういったことも意識しながら、計画の中に盛り込んでいっていただきたいと思っ

ている。看取りも支援診療所に匹敵する数をかかりつけ医が行っている。老人ホーム等の

施設でも看取りの数は圧倒的にかかりつけの先生が多いと思う。これは地域密着型という

意味でこういう数字がでていると思うし、私の調査ではそういうことになっている。 

 

（意見） 

今日の新聞でも、普通の診療所がないところでも在宅ができるということが出ていた。

この形とさらに先生が言っているものと別の集団ができる。また、形が違ってくるのでど

こかで修正しなくてはいけないと思う。 

 

（質問） 

資料７－４の訪問看護ステーション数が、現在の２１９から目標数２５０か所と出てい

るが、今の時点で２５０か所以上はあると思う。これはどこから出されている数字なのか

教えていただきたい。 

 

（回答） 

これは保健医療計画を策定した当時の目標設定数なので、今はもっと増えていると認識

している。 

 

７ その他 

（質問） 

この間の総合確保促進会議でも感じたが、県は課長以上の方で新任の方が多かった。医

療介護体制をこの１０年間でやっていく中で、人事異動などある訳だが相応の専門性を持

った人材が必要になるという気がする中で人材をどう育ててリーダーシップをとってい

くのかという考えがあれば、お聞かせいただきたい。 

 

（回答） 

幹部メンバーが人事異動で大幅に変わってしまうことがあるが、そういった中でも人事

配置の中では、例えば過去に健康福祉部を経験した者が管理職として戻ってくるというよ

うな人事も行われている。 

若手の職員はビッグデータを使った専門性の高い業務になってきたので、国の行う研修

には積極的に参加し、外部の研究機関が行っている医療政策に係る研修に数週間派遣する

ような形で人材育成に努めていきたいと考えている。 


