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令和元年度第３回 都道府県医師会長協議会
～医師の偏在対策、有床診療所減少の歯止め対策など重要課題を協議～
と き
ところ

令和２年１月２１日㈫ 午後２時２０分
日本医師会館 １階 大講堂

広島県医師会

会長

平松

恵一

冒頭開会挨拶をする横倉義武日本医師会長（中央）

本協議会は、全都道府県医師会長はもとより、日本医師会の全役員が出席し、医師会が直
面する重要課題に対する日本医師会の見解を質すとともに、都道府県医師会長相互で最新の
情報共有や活発な討論を行っている。
今回も、横倉義武会長から開会挨拶として、「医療関係者の働きやすい環境づくりと医療
機関の経営の安定化」「来年度予算」「全世代型社会保障検討会議」「疾病予防・健康づくり
の推進」「かかりつけ医機能の定着と地域の医療提供体制の確立」などに取り組む決意を述
べられ、協議を開始した。
特に、今回の協議議題は直面する重要課題である「医師の偏在対策」「医療介護総合確保
基金」「有床診療所減少の歯止め対策」、さらには、「専門医制度と専門医機構の在り方」な
どについて活発な議論が行われた。さらに、日本医師会から、「医師の副業・兼業と地域医
療に関する日本医師会緊急調査結果」について重要な報告もあった。
以下、その概要を簡単に報告する。

１ 開会挨拶
日本医師会長 横倉

義武

はじめに～昨年を振り返って
今年度第３回目となる都道府県医師会長協議会
に出席いただき感謝する。令和の時代となって
初めて迎える初春であるが、新年に際しての天
皇陛下のお言葉は、昨年の自然災害で被災され

た方々に想いを寄せるものであった。日本医師
会としても、これまでJ
MATの派遣や、会員か
らの篤志による支援金の配付などに取り組んで
きた。ここに改めて、被災されたすべての皆さ
まに対し、心からお見舞いを申し上げる。今年
は災害のない穏やかな一年となるよう願ってや
まないが、一方で、地球温暖化の影響などによ
り高まる災害発生への備えを怠るわけにはいか
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ない。今後も被災地で迅速な災害支援対応がで
きるよう、日本医師会としてのBCP（事業継続
計画）
、BCM（事業継続マネジメント）の整備
をはじめ、「防災業務計画」および「J
MAT要
綱」の見直しなどについても、適宜、取り組ん
でまいる。
昨年は自然災害のほかにも、出生数が初めて
９０万人を下回る事態となったことから、安倍総
理は少子化問題をして、「国難とも言える状況」
だと表された。日本医師会としては、昨年施行
した成育基本法の理念にのっとり、安心して産
み育てられる社会の実現を目指し、今後も必要
な成育医療等を切れ目なく提供するための施策
を総合的に推進してまいる。

医療関係者の働きやすい環境づくりと医
療機関の経営の安定化について
なお、少子化のみならず、わが国は現在、超
高齢多死社会を迎えているが、このような環境
においては、国民が安心して医療を受けられる
体制を整備していくことがますます重要になる。
現在もそれぞれの地域で、会員の先生方が懸命
に活動されているが、地域医療を堅持していく
ためには、医療関係者の働きやすい環境づくり
と医療機関の経営の安定化を図ることが不可欠
である。
その原資となる診療報酬については、昨年末、
令和２年度の改定率が決定した。当初、財務省の
財政制度等審議会は、社会保障関係費の伸びを
抑えると同時に、診療報酬の２％半ば以上のマイ
ナス改定を求めてきた。これに対し、日本医師
会は、医療経済実態調査などに基づく経営動態
分析の結果により医療機関が大変厳しい経営状
況に置かれていることや、政府が賃上げの継続
を産業界にあらためて要請するなかで、全就業
者の１割を超える医療従事者にも適切な手当てを
行うこと、さらに、医師の働き方改革に別財源
を充てることなどを、繰り返し主張した。
その結果、厳しい国家財政の中で、診療報酬
プラス０．
５５％
、うち働き方改革への対応分はプラ
ス０．
０８％
となった。これもひとえに、医療におけ
る適切な財源確保を求め、地元選出国会議員や
各都道府県議会での決議に向け働きかけを行っ
ていただいた都道府県医師会の協力の賜物であ
り、この場を借りて厚くお礼申し上げる。

来年度予算について
来年度予算では、地域医療介護総合確保基金
が今年度の１，
０３４億円から１６０億円増額されて
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１，
１９４億円となり、在宅医療、医療従事者確保に
ついても増額される。さらに、２０１９年度に創設
された医療情報化支援基金についても、公費が
約７６８億円積み増しされることとなった。このう
ち地域医療介護総合確保基金については、昨年、
加藤厚生労働大臣に要望書を提出し、地域の実
情に応じた配分、柔軟な運用、さらには看護師
等養成所への支援などを求めた。
また、医師の働き方改革を進めるにあたり、
地域の救急医療が維持できるよう、今回の診療
報酬プラス０．
０８％
に当たる公費約１２６億円、地域
医療介護総合確保基金としての公費約１４３億円を
しっかりと活用できるよう、強力に働きかけて
まいる。これらの件については、後ほど関連の
議題のなかで、改めて担当の役員より説明など
をさせる。

全世代型社会保障検討会議について
来年度予算編成の議論と並行する形で、昨年
１２月には、政府の全世代型社会保障検討会議が
『中間報告』をとりまとめた。同会議の委員構成
についてはさまざまな意見が言われているが、
日本医師会としても、現場の声を聞くよう政府
に強く申し入れを行った結果、第２回目の会議
に、日本歯科医師会、日本薬剤師会とともにヒ
アリングに招かれることとなった。その席で、
人生１００年時代の患者・国民の安心につながる丁
寧な議論、疾病予防・健康づくりの推進、国民
皆保険の理念の堅持、の３つの事項を、三師会の
合同提言として要望した。
これにより、
『中間報告』は、自民党や公明党
の提言よりも少し踏み込んでいる点に懸念もあ
るが、受診時定額負担に係る記載が見送られる
など、国民皆保険の理念が守られた内容となっ
ている。今後は６月に最終報告がとりまとめら
れ、その内容は、「骨太の方針２０２０」を経た上
で、年内にも関連法案が提出される見込みであ
る。
最終報告に向けては、わが国の苦しい財政状
況によって社会保障に対する歳出圧力が強まる
中、さらなる紆余曲折があるかと思う。しかし、
そもそもわが国の社会保障は自助・共助・公助
で成り立っており、それぞれのバランスを取り
ながら、時代に対応できる給付と負担のあり方
という視点に立って議論することが重要である。
日本医師会は、政府・与党や厚生労働省の会
議、さらには記者会見などを通じて、国民の安
心につながる社会保障制度が構築されるよう、
引き続き主張してまいる。
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疾病予防・健康づくりの推進について
三師会合同提言のうち、疾病予防・健康づく
りの推進についても、日本健康会議や関係省庁
と連携しながら、今後も取り組みを推進してま
いる。なかでも、来年度は、厚生労働省と経済
産業省とで予防・健康づくりにおけるエビデン
ス確立のための大規模実証事業の実施に関する
予算が確保され、日本医師会としても協力をし
てまいる。今後、対象となる市町村・保険者・
事業所などの選定が行われる予定であるので、
選定された地域の医師会においては、ぜひとも
積極的に関与するよう理解をお願いする。

かかりつけ医機能の定着と地域の医療提
供体制の確立について
今年はかかりつけ医機能の定着にも、より一
層力を入れてまいる。超高齢社会における地域
医療の確立に向けては、地域の身近なかかりつ
け医を、入院機能を持つ地域密着型の有床診療
所・中小病院がバックアップすることが必要で
ある。そして、それを後方支援する特定機能病
院をはじめとした大病院が、高度急性期や専門
的な医療機能を担うことにより、それぞれの医
療機関が連携して地域の医療提供体制を作って
いくことが重要と考える。このような地域の医
療提供体制が全国で確立されるよう、日本医師
会は引き続き必要な検討と取り組みを行ってま
いる。

オリンピック・パラリンピック等への
対応について
最後になるが、今年はいよいよオリンピッ
ク・パラリンピックが開催される。日本医師会
としては、東京都医師会をはじめ競技会場やホ
ストタウンを管内にもつ都道府県医師会、郡市
区医師会などと密接に連携しながら、医療面か
らのサポート体制の準備をより一層推進してま
いる。そしてその成果を、医療界におけるレガ
シーとして継承していく中で、２０２５年の大阪万
博はもとより、今後わが国で開催される国際会
議やイベントなどへの医療面からの確かな支援
につなげてまいりたいと考える。

終わりに
本日お集りの先生方におかれては、こうした
本会の考えに対し、本年も特段の理解と支援を
賜るようお願いして、私からの冒頭の挨拶とす
る。

２
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協議（質問および回答）

１ 本格稼働が迫る国家的El
ect
r
oni
cHeal
t
h
Recor
d（EHR）とPer
sonalHeal
t
hRecor
d
（PHR）について
（奈良県）
EHR（電子健康記録）は医療の地域連携、す
なわち病診連携、医療と介護の連携などにおい
ても重要な役割を果たすが、本来の目的は、生
涯にわたる健康リスクから国民一人ひとりを守
る情報基盤をつくることにある。大規模災害発
生に備えたデータバックアップや、救急医療現
場での病名や処方内容の参照、ACPにおける
ADs
（事前指示書）の保存場所としても機能す
る。また、 医薬品の適正使用、重複投薬、ポリ
ファーマシー、併用禁忌薬使用の問題、重複検
査の問題解決など医療安全や医療費適正化にも
大きく貢献する。
このようにEHR政策は、国民一人ひとりの生
涯にわたる健康維持に関する国の医療政策の基
本となるべきものである。地域包括ケアシステ
ムや全世代型社会保障に不可欠であり、そして
何より国においては、国民の診療・疾病の現状
に基づいた医療政策を策定できるメリットがあ
る。すなわち受益者は国民であり、そして国で
あることは明白である。従って、初期費用や維
持費用については、公的な負担であるべきと考
える。今後は国家的共同利用型EHRセンター、
すなわち全国保健医療情報ネットワークに集約
し、データの安全性と運営費の低減が達成され、
データセンターで医療情報共通規格に集約し、
これらのデータを次世代医療基盤法にのっとっ
て公正・安全に２次利用し、その収益でこの国家
的EHRを運営し、事業の継続性が担保されるも
のと考えている。
令和元年９月２２日㈰の厚生労働省第１回国民の
健康づくりに向けたPHR（個人健康記録）会議
において、６月１２日㈬の骨太の方針２
０１９の閣議
決定を踏まえ、PHRの工程表は２０２０年すなわち
来年夏までに完成し、開始は２０２２年度と報告さ
れた。
（質問１） 本来２０２０年度の構築と稼働が計画
されていた国家的EHRすなわち全国保健医療情
報ネットワーク、およびPHRの実際の本格稼働
はいつ頃と予想されるか。
（質問２） 近く本格稼働する全国保健医療情報
ネットワークに全国一斉に接続する準備のため
の、国から都道府県への具体的な指針はいつ頃
示される見込みか。
（質問３） 日本医師会から都道府県医師会に、
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全国保健医療情報ネットワークに接続する準備
のための具体的な指針はいつ頃示される予定か。
（質 問４） 今 後、全 国 保 健 医 療 情 報 ネ ッ ト
ワークが稼働した場合、既存の地域プロジェク
トとしてのEHRの運営、特に財政的負担はどぅ
なるか。現在のまま、例えば診療所では月額１万
５千円、病院では月額３０万円などを支払い、o
pt
o
ut
でデータを提供し続けるのか。
（質問５） 既存の地域プロジェクトとしての
EHRは、その維持費や設備更新の際の財政的負
担で継続困難に陥ったサイトが多いと聞いてい
る。国家的EHRは受益者が誰かを考えれば公的
な負担で運営されるべきと思うが、日本医師会
の考えと今後の方針はいかがか。
回

答 長島 公之常任理事
EHRは、「国民一人ひとりの生涯にわたる健
康や医療の記録を電子的に集積したもの」であ
る。一方、PHRは、「個人の健診情報、医療情
報、健康情報などを電子記録として本人が把
握・閲覧・蓄積するための仕組み」である。両
者とも、その本来の目的は、指摘のとおり、
「生
涯にわたる健康リスクから国民一人ひとりを守
る情報基盤である。日本医師会では、PHRと
EHRは、人生１
００年時代を迎えるに当たり、予
防や治療、ケアを効果的かつ安全に行うために
重要になるI
CT情報基盤の「車の両輪」であり、
かかりつけ医が、国民・患者とネットワークを
つなぐ要の役割を果たし、活用することが大切
であると考えている。
EHRの基盤となるべき「全国保健医療情報
ネットワーク」に関しては、日本医師会が参画
している「医療等分野情報連携基盤検討会」に
おいて、検討されることになっている。２０２０年
度の運用開始に伴い、複数の医療機関、薬局な
どの間で、患者の診療情報や服薬情報などを共
有できるようになることが謳われていた。しか
し、
２０１８年度と２
０１９年度での実証事業にて指摘
された、ネットワークの仕様の標準化、管理運
営主体のあり方、低コスト化、運用ルールの整
理などの問題点に関し、具体的な解決方法の検
討が進んでいない状況である。
またPHRに関しては、やはり日本医師会が参
画する「国民の健康づくりに向けたPHRの推進
に関する検討会」にて検討が始まっている。ま
ずは、健診情報の取り扱いについて議論が行わ
れているが、情報の電子化・標準化、マイナ
ポータル以外の提供方法、データの保存期間、
医療従事者の関わり方、民間事業者のあり方な
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ど解決すべき課題が多く残っている状況である。
従って、全国保健医療情報ネットワークとPHR
は、議論の進捗にもよるが、本格稼働の時期は、
２０２０年度よりもかなり後ろにずれ込むと考えら
れ、現時点ではいつ頃になるのかの判断をつけ
かねる状況である。日本医師会としては医療現
場に混乱を来すことのないよう、各検討会の場
において、あるいは、直接、関係省庁に対し、
問題解決をしっかりと進めるとともに、現実的
な工程表を作成するよう、要望してまいる。
このような状況の中、
「接続時における指針な
どの提示」について、具体的なその時期や指針
という形になるかどうかは現時点では、分かり
かねている。いずれにしても、今後の議論の結
果に関し、国から都道府県に対して情報提供を
するように、働きかけを行ってまいる。他方、
日本医師会から都道府県医師会への情報提供に
関しては、今後の進捗状況をしっかりと確認し、
進展があればその都度報告する。
次に、全国保健医療情報ネットワーク稼働後
の既存の地域医療連携ネットワークについて、
全国ネットワークが構築され、実際に運用され
ることとなれば、地域を越えた情報連携が行え
るようになるが、既存の地域医療連携ネット
ワーク自体は、これまでどおりに運用されてい
くものと考えている。
また、全国ネットワークを実際に運用するた
めには、患者の同意・撤回の取得方法に関して
全国に適用可能なルールの策定や、同意書に記
載すべきひな形の作成、国民に対する広報など、
各地域で円滑な情報連携が行われるよう、さま
ざまな検討、取り組みを行わなければならない。
最後に、財政的な負担に関しては、日医総研
の全国の地域医療連携ネットワークに関する調
査結果において、指摘のとおり、多くの地域が
運用費や設備更新費などで大変苦労しているこ
とを把握している。EHR、地域医療連携ネット
ワークの受益者は、国民・地域住民であるので、
国や自治体などの公的な負担で運営されるのが
原則だと考えている。そのため、日本医師会と
しては、２
０１７年３月に当時の厚生労働大臣に地域
医療介護総合確保基金に関し、
「地域包括ケアシ
ステムにおいて、I
CTの活用が継続性をもって
なされるようにすること」の実現を求める要望
を行った。
また、昨年１１月にあらためて、同基金に関す
る要望の一つとして「地域における情報連携
ネットワークの持続的で安定した発展を支援す
ること」を挙げ、
「真に地域連携に資するネット
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ワークについては、運用費用に対する支援が不
可欠」とした要望を厚生労働大臣宛に提出して
いる。今後も国に対し、働きかけを行ってまい
る。また、自治体による費用負担に関しては、
一部地域では、自治体行政の理解・参画を得て、
維持費を公的に予算化している場合もあるので、
各地域でも参考にしていただけるように、日本
医師会から情報提供をしてまいる。
以上、EHR、PHRともに、解決すべき問題が
多く、本格稼働には、まだまだ時間がかかる状
態であるが、国民を守り、医師を中心とする医
療者の役に立つ基盤になるように、日本医師会
として活動してまいるので、引き続き、支援、
協力をよろしくお願いする。
２

厚生労働省の算出した医師偏在化指標は、
政策に用いるデータとして妥当であるのか？
［沖縄県］
厚生労働省のデータによる医師偏在化指標で
は、沖縄県は上位から４番目の医師多数県とな
る。一方、医師数は全国で２６番目、標準化医師
数は２２番目である。また、標準化医師数と医師
数との差は沖縄県が最も大きい。これは、性年
齢階級別労働時間の補正において、２０歳代医師
が平均に比して１．
２倍であることが関連している
と推察される。２０歳代医師には多くの研修医が
含まれるため、労働時間が１．
２倍であるとして
も、現場での貢献は必ずしも高くなく、むしろ
指導ということで指導医の負担にもなり得る。
また、年齢階級別の補正を行うことは、ある程
度妥当ではあるが、専門医制度の専攻医の人数
制限（シーリング）に用いるのであれば、２０歳
代の医師がそのままそこに定着して、専門医取
得後も継続してその地で働くことが仮定されて
いると考えられる。実際にそのような地域もあ
るが、沖縄の場合には、２０歳代だけ沖縄で働き、
その後は他県に移動する若い医師が多い。その
ような現状でのシーリングの設定は、実際に現
場に多くの混乱を生じさせた。
例えば、沖縄に対して小児科の専攻医のシー
リングが提示されたが、小児科医師の偏在指標
は全国で３
３位であり、３次医療圏レベルでは、離
島を中心に小児科医師不足である。このように、
仮説に基づき全国一律の法則を用いてシーリン
グなどの数字を出すことの危険性を、厚生労働
省は十分に認識していただき、次年度は適切な
数字を出していただきたい。その際に、研修医
の数は、労働時間の計算から除外するか、むし
ろ労働時間としては、１より少ない補正を行うべ
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きと考える。全国各県でそれぞれ事情があると
思われるため、日本医師会ならびに各県のご意
見もお聞かせいただきたい。
回

答 釜萢 敏常任理事
これまでにも指摘をいただき説明したとおり、
都道府県あるいは二次医療圏別および産科、小
児科の医師偏在指標は、一定の仮定をおいて算
出した「相対的」なものであり、医師の絶対的
な過不足を示すものではない。したがって、医
師確保計画策定に際しては、これらを機械的に
使うのではなく、あくまでも参考として取り扱
い、いかに各地域の実情を加味していくかが極
めて重要であると認識している。この点はぜひ
理解賜りたく、あらためてお願いする。
一方、指摘の専攻医採用に際するシーリング
は、医師の年齢構成や働き方改革を踏まえた労
働時間などの調整を行うという医師偏在指標の
考え方に基づいているが、さらに２０２４年の基本
領域ごとの都道府県別必要医師数を推計し、こ
れを足下の医師数と比較することにより、年間
の必要養成医師数を算出し、都道府県別専攻医
採用数の現状と比べた結果、導き出したもので
ある。シーリングという性質から、何らかの数
字を示す必要性はあろうかと思うが、その運用
に際しては著しく柔軟性を欠いているといわざ
るを得ない。
沖縄県医師会の指摘のように、地域の実情と
シーリング数に乖離があるという認識も、多く
の都道府県医師会が実感しているものと理解し
ている。そのために、各都道府県の地域医療対
策協議会（地対協）の議論を経て、多くの知事
から厚生労働大臣に意見が寄せられた。その結
果、厚生労働大臣から日本専門医機構に対して、
特定の従事要件が課されている地域枠医師や自
治医科大学出身の医師は地対協の議論を経て
シーリングの対象外とすること、各都道府県の
過去２年の採用数のいずれかが１
０未満である診療
科のシーリング数は、過去２年の採用数のうち大
きい方とすることなど、いくつかの緩和策が要
請されたことはご承知のとおりである。この事
実は、地対協での十分な議論、要請が極めて重
要であることの証左であると考える。
なお、質問のなかに研修医は労働時間の計算
から除外するか、ひとりを１名未満と補正してカ
ウントすべきという趣旨の提案がある。一方、
医師の年齢区分別労働時間は、いわゆる医師１０
万人調査の結果に基づいて算出されており、全
国平均ではあるが、研修医を含めた実際の労働
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時間をある程度反映している面もある。沖縄県
では、２０歳代を超えると多くの医師が県外に流
出するということであれは、医師の流出分と沖
縄県の将来医師数の算出について、あるべき姿
を地対協で十分に議論することが肝要と考える。
これまでも説明したとおり、偏在対策は専門
研修においてのみ実行すべきものではなく、入
学時から医学部在学中、臨床研修、専門研修な
ど、すべての医師養成課程を通じて行われるべ
きである。そして、専門研修を終え、地域医療
においてより実践的な力を発揮できる医師がい
かに適切に分布するようになるのかが、本来求
められている偏在対策だと思う。もちろん、地
域医療への影響を配慮することが日本専門医機
構の「専門医制度整備指針」に基本理念として
謳われており、このことを施策として実行する
ことは必要と考える。
指摘のように、硬直的な数字の当てはめでは
なく、地域の実情を反映し得る柔軟性を持つ
シーリングなどの提示に向け、さらに努力する
ので、理解と協力をお願いする。
３

医師の人生設計に着目した医師の偏在対策
を行うべき
（東京都）
（背景） 医師の偏在は地域的偏在と診療科目
別偏在が問題とされ、特に地域的偏在対策とし
て、外来医療計画と医師確保計画が進められて
いる。外来医療計画では外来診療医多数区域を
示し、開業をもくろむ医師に行動変容をもたら
すことを目的とする。多数区域とされる地域は、
「すでに診療所が多いから、こちらに来ても期待
されていないし、働き甲斐も少なく、収入もお
ぼつかないから、こっちで開業しない方がいい
よ」とデータで示し、調整会議において新規開
業事例を個別に「必要な外来診療であるかどう
か」の話し合いをする方向となっている。
“こち
らの水は苦いよ”作戦である。
だが、若手の医師が都市部の外来診療医多数
地域を選択するのは、診療のみが目的ではない。
ちょうど家庭を持ち、子育てをする世代にとっ
て、自身の仕事のみを考えているわけではなく、
共働きのパートナーの職場環境、子育てのしや
すさ、子どもの教育、両親の介護などさまざま
な理由から都市部を選択していると考える。若
いこれから家庭を築き上げる世代は総合的に考
えているのであって、医師本人の診療の一面に
しか着目していないこの計画は全く徒労に終わ
るのではないかと思える。
一方、あまり取り上げられていないのが医療

２０２０年（令和２年）３月５日（６）

機関における偏在である。大学病院をはじめと
した医育機関には研修医制度などで人的余力が
なくなり、市中病院は大学病院からの医師の供
給がストップし、慢性的医師不足に拍車がかか
り、働く医師は激務となって辞めていく。悪循
環の中にあるのだ。救急・周産期・外科の医師
不足が代表的な診療科別偏在問題は、過酷な病
院勤務から逃げ出すという、医療機関偏在問題
が本質なのかもしれない。
“病院勤務の水は苦い
から、そっちの甘いところに行きたい”問題な
のだ。病院の水が甘くなって、一生働いていて
も、どの医師も生活が豊かに維持できることを
示して見せないことには、問題の解決には至ら
ないと考える。
現在の医師偏在対策や医師働き方改革に欠け
ているのは医師の人生設計やライフステージに
着目した解決策ではないか。どの職場にいても
働き甲斐を感じ、家庭を持ち人生を豊かに暮ら
せることができると思える道筋を示すことが肝
心と考える。また、若手ばかりにライフステー
ジにそぐわない職場を押し付けないで、例えば、
子育ても終わり一段落した世代の医師が医師少
数区域に行って活躍できるような仕組みを例示
するなどが、全世代を包含する日本医師会の解
決策ではないかと考える。
（質問） どの地域、どの職場にいても医師と
して働き甲斐を持ち、豊かな人生を送れるよう
に環境を整えることが、医師偏在問題、働き方
問題の解決策と考えるが、日本医師会の見解を
伺いたい。
回

答 釜萢 敏常任理事
日本医師会は、医師の地域偏在や診療科偏在
の解消は、特定の年代に負担を強いることや、
強制的な手法を極力排除し、それぞれの医師の
判断を尊重しながら、幅広い合意形成を目指す
方針で取り組んできた。まさに「どの地域、ど
の職場にいても」「勤務医・開業医にかかわら
ず」という東京都医師会のご指摘はまさにその
とおりであると思う。医師少数区域での勤務で
あっても、一人の医師に負担が集中することな
く、休みや学会出席のための代替医師が派遣さ
れるような仕組みや、若い医師のキャリア形成
支援が不可欠であると考えている。
一方、
「豊かな生活」として、経済的な面や日
常生活の利便性を求め、子どもの教育環境に配
慮されることは当然である。提案の中にある、
いわゆるセカンドキャリアとしての医師少数区
域での活躍はぜひ進めていかなければならない。
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今年４月施行の、医師少数区域における一定期間
の診療経験を通じた地域医療への知見を有する
医師を厚生労働大臣が評価・認定する制度も、
若手の医師のみを対象としたものではない。
また、日本医師会の女性医師バンクでは、令
和３年度より、対象を男性医師にも拡大し、シニ
ア医師の活躍促進や医師不足地域の医療機関と
のマッチングなども行っていきたいと考えてい
る。各都道府県医師会の中には、
「ドクターバン
ク事業」を行っているところもすでに多数ある。
例えば、福島県医師会では、ドクターバンクと
ともに医業承継バンクを開設している。秋田県
医師会では、昨年末、新たにドクターバンク事
業を立ち上げ、県内のシニア医師の活躍推進を
軸とした事業を今後展開していく予定となって
いる。日本医師会女性医師バンクでは、各都道
府県医師会ドクターバンクのハブ機能の役割を
担うことで、医師のライフステージに応じた働
き方の支援体制の強化を図るとともに、医師確
保の役割も担っていきたいと考えている。
病院勤務医が過酷な勤務から逃げ出さなくて
済むようにするためには、まず働き方改革を進
め勤務環境を改善していかなければならない。
さらに、働き方改革の結果、勤務医の収入が大
きく減少するようでは合意形成はとてもできな
い。現状の医療提供体制においては、さまざま
な改革を同時に進めることで何が起こるか予測
が困難という点が最大の問題である。医師の人
生設計に配慮した取り組みとともに、あらゆる
事象のバランスを見ていく必要がある。今後さ
らに医学部定員増となった世代の卒業生、特に
地域枠の医師が臨床現場に出てくるので、適切
な人材配置により現場の状況を少しでも改善さ
せなければならない。
平成３０年４月に取りまとめた日本医師会「医師
の働き方検討委員会答申」では、
「まずは、過労
死が起きない環境づくりが最優先であり、次に
健康を守る取り組みの推進、さらにワークライ
フバランスの充実を進めるべきである。これら
の取り組み方は、地域や医療機関によって異な
ると考えられるが、基本は地域医療を守りなが
ら真剣に働き方改革に取り組み、やれることを
速やかに実行することが重要である。地域医師
会が、勤務医の健康を守る課題と地域医療を守
る課題を積極的に掲げて、勤務医の活動を活発
化させることは、これらの問題解決に大きく貢
献する」と提言している。
本会としては、引き続き全国的、また将来的
な医師需給も含めた広い視点で偏在対策を進め
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たいと考えているので、理解・協力をお願いす
る。また、今後とも、各地域の実情を踏まえた
医師確保への尽力をお願いする。
４

医療介護総合確保基金の早期交付を求める
（宮城県）
昨年度の第３回都道府県医師会長協議会で、医
療介護総合確保基金（以下、「基金」）について
質問した。そこでは、せっかくの基金の使用率
が、医療、介護とも約６０％
であり、約４
０％
の使用
残があることが判明した。この原因は種々考え
られるが、１つには基金の内示が遅いことにある
と思う。
今年度の内々示は９月５日にあったが、厚生労
働省はすぐに引っ込めて、実際の内示は１
１月１８
日であり、ことに新規事業の実施期間は、今年
度は正味３ヵ月間程という極めて窮屈な予定とな
る。また既存事業にしても、基金の配分は１
２月
以降ということになる。
当県では、昨年までは内示後に９月の県議会の
承認を経て、基金配分などを行ってきた。しか
し、今年度からは年度当初の議会で承認を得て、
内示後、配分などがすぐに行える体制を取った
が、１
１月中旬の内示では、昨年度よりも遅い配
分となる見込みである。
日本医師会は２０１９年４月に「２０２０年度概算要
求要望」において、早期交付や区分間の融通な
どの柔軟な運用を求めており、また２
０１９年１１月
１８日㈪には「基金（医療分）に関する要望」を
横倉会長名で加藤厚労大臣宛てに出している。
しかし一方で、昨年度から「チェックシー
ト」記入が義務付けられ（目的外使用のチェッ
ク目的で）さらに今後は「成果」の記入も要求
される見込みである。今回、２ヵ月間も内示が遅
れた理由も明らかにはされていないが、基金は
「公金」であり、慎重な運用が必要なことは当然
だが、医療関係者にとっては大変有用な制度で
あり、もっと円滑な運用を望むところである。
その第一歩として、基金の交付は可能な限り早
期交付をお願いしたい。
回

答 小玉 弘之常任理事
令和元年度地域医療介護総合確保基金の医療
分の内示の時期の今回の遅れについて、担当の
厚生労働省医政局地域医療計画課によれば、
内々示のあとに再度配分額の精査を行った結果、
各都道府県の取り組みにあまり差異がないにも
かかわらず配分額で大きな差がついている場合
があることが明らかとなり、このまま内示を
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行ったときには、不公平感を引き起こす可能性
があったので、金額の見直しを行ったためとの
ことである。
本年度の基金は、都道府県からの要求額のう
ち、事業区分２の「居宅等における医療の提供に
関する事業」分と４の「医療従事者の確保に関す
る事業」分が、予算枠を上回ったため、
「経済財
政運営と改革の基本方針２０１９」で求められた基
金の配分に際してのメリハリ付けとして、配分
調整が行われた。くしくも内示と同じ日となっ
たが、日本医師会は、昨年１１月１８日㈪に加藤勝
信厚生労働大臣に対し、直接、基金の柔軟な運
用などを求める要望を行った。さらに、それに
先立つ５月８日㈬には、基金の早期内示を含めた
要望を、厚生労働省医政局に行っている。
次に、厚生労働省が都道府県に対し、昨年８月
にチェックリストの作成、提出を求めたことに
ついては、昨年、会計検査院から、公的補助を
受けて整備された地域医療情報連携ネットワー
クが活用されていないなど、適切ではない予算
執行がなされていると指摘されたことを踏まえ
た措置になる。チェックリストにはネットワー
ク以外の項目もあるが、例えば「他の国庫補助
で措置されている事業」など従前も認められて
こなかったものであり、新たな追加事項はない。
また、基金計画に、アウトカム指標とそれに対
応するアウトプット指標とその達成値を記載す
ることは以前から求められている。チェックリ
ストの作業が新たに加わったため、内々示が９月
にずれ込み、結果として内々示の遅れにもつな
がったといえる。
なお、質問の冒頭にあるとおり、未計画の執行
残が相当額に及んでいることは、消費税増税分と
いう貴重な財源を有効に活用できていないという
ことである。来年度は、事業区分２と４の枠が２７億
円分拡充され、また新たに「勤務医の働き方改革
の推進に関する事業」という新たな事業区分も創
設され、基金の使い勝手もよくなることが期待さ
れるが、さらに、現場に不安、混乱をもたらさな
いよう、早期の内示とともに、柔軟で適切な運用
を、あらためて要求してまいる。
５

地域包括ケアでの薬剤師による訪問服薬指
導について
（山口県）
地域包括ケア構築のために多職種連携が謳わ
れ、調剤薬局においても従来の対物業務から対
人業務への構造転換を図るため、在宅医療への
関与が推進されている。各県の薬剤師会でも在
宅薬局相談窓口の開設や、在宅訪問薬局の紹介
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事業などで、重複投薬解消や残薬調整、服薬指
導、副作用確認などの在宅服薬支援業務に積極
的に取り組みつつある。もとより医療機関との
密接な連携が謳われており、診療報酬上は在宅
患者訪問薬剤管理指導料（介護保険被保険者で
あれば居宅療養管理指導費）によって裏付けら
れている。
問題はその対象である。通知上は他の在宅点
数と同様、
「在宅で療養を行っている患者であっ
て通院が困難なものに対して…」と文言に何一
つ変わりはないが、通院困難なものの解釈が恣
意的に拡大され、
「医師の訪問診療がなくても、
独りで通院が困難な状態であれば利用可」と解
釈されているようで全国的にそれがかなり敷衍
化していることである。たとえ外来通院中の患
者であっても、医師の指示（文書でなくても口
頭指示で可）さえあれば在宅点数の算定が可能
で、その他、複数の医療機関からの処方箋を一
包化する場合、果ては患者が介護認定を受けて
いる場合なども算定可との解釈すら存在する。
医療機関においては、外来通院中の患者に定
期的な訪問看護指示が出され指示料が算定され
た場合、保険指導時には「通院可能な患者に訪
問看護は不要」として返還対象とされる。それ
から考えても、常態として通院中の患者に、在
宅患者訪問薬剤管理指導料を算定可能とするの
は大きい疑問である。
同じ診療報酬点数表であるはずが、職種によ
りその解釈が異なるのは地域包括ケアを進める
上で、大きい問題と考える。日本医師会として
の見解を伺いたい。
回

答 江澤 和彦常任理事
医療保険における「在宅患者訪問薬剤管理指
導料」および介護保険における「居宅療養管理
指導費」の算定については、いずれも「医師の
指示があること」が要件とされている。また、
対象患者については、指摘のとおり、
「在宅での
療養を行っている患者であって通院が困難なも
の」とされているが、医師が訪問診療または往
診を行っているか否かは厳密には問われていな
い。一方で、在宅患者訪問診療料⑴では「少な
くとも独歩で家族・介助者等の助けを借りずに
通院ができる者」は対象となっておらず、本件
の趣旨からも対象となる患者・利用者について
も同様の取り扱いとすることが適切であると考
えており、厚生労働省に対して見直すよう申し
入れをした。
本件について、日本薬剤師会においては保険
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局の通知の周知や、都道府県薬剤師会の社会保
険担当者会議で説明しているほか、Q＆Aを示
した書籍などで、適切な対応について情報提供
しているが、さらに申し入れをいたしたいと思
う。
一方で、通院が容易でない者の確認をレセプ
ト審査で行うことは困難であり、通院している
患者に対する医師の指示については慎重に吟味
した上で出してもらうよう、周知していただけ
れば幸いである。日本医師会としても、今後、
かかりつけ医研修などで適切な指示のあり方に
ついて情報発信をしていきたいと思う。
また、健康保険法第５５条において、要介護認
定を受けている患者については介護保険を優先
するよう定められているため、
「在宅患者訪問薬
剤管理指導料」ではなく「居宅療養管理指導費」
を算定することとなっており、要介護認定を受
けている患者に対する「在宅患者訪問薬剤管理
指導料」の算定については、レセプト審査の突
合により、返戻されていることも多いと察する。
なお、本件の適切なあり方について厚生労働
省の担当部局とも必要に応じて協議するので、
不適切と思われる事例などがあったら、日本医
師会まで情報提供いただくよう、引き続きお願
いする。
６

有床診療所減少の歯止め対策について
（長崎県）
有床診療所は地域包括ケアで医療の中心をな
すものと期待されている。しかし、現状を見る
と平成８年には２万施設を超えていた有床診療所
は毎年４
００ヵ所以上が閉鎖をし、直近の調査では
６，
６８１施設と３分の１に激減している。特に内科や
外科など地域包括ケアの中心となる科の減少が
顕著である。
その原因は入院基本料が極端に低く抑えられ
ているためである。多くの有床診療所では入院
部門の赤字を外来の収益で補填し何とか経営を
保っているのが現状である。２０１９年の医療経営
実態調査でも２％
の減少という由々しき問題に直
面している。今まで有床診療所は診療所の項で
まとめられていたため問題が隠れていたが、こ
の事実は有床診療所の減少にますます拍車をか
けると思われる。対策としては入院基本料で採
算がとれる診療報酬体系の新設が望まれる。
有床診療所は無床診療所や在宅のバックベッ
ドとして有用であり、軽症急性患者の入院やレ
スパイトに対する短期入院などに対し介護施設
とは違い迅速に対応でき病院勤務医の負担軽減
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にも寄与できる。このように有床診療所の問題
は今後の医療全体に関わってくる問題である。
今ここで有床診療所の減少を止める何らかの
手立てを講じなければ地域包括ケアを担う有床
診療所は消滅してしまうのではないかと危倶す
る。現在の人手不足の中では一度なくなったも
のを再構築することは至難の業である。
回

答 平川 俊夫常任理事
人生１００年時代の医療を支える地域包括ケアシ
ステムにおいて、有床診療所は「欠くべからざ
る存在」
「究極のかかりつけ医」として、大変重
要な役割を担っていると認識していることから、
これまでの診療報酬改定において、重点的に手
当してきた経緯がある。
また、昨年１０月の衆議院厚生労働委員会にお
いても、加藤厚生労働大臣が「地域包括ケアシ
ステムの構築を進める上で、有床診療所が担っ
ている機能について、重要性があることをしっ
かり認識しながら対応していきたいと思ってい
る」と述べた。しかし、看護職員の雇用困難、
医師の高齢化や承継問題なども含め、指摘のと
おり、有床診療所の減少は止まらない状況にあ
ると理解している。
現在、中医協では、次期診療報酬改定につい
て審議を続けているが、昨年１１月に公表された
医療経済実態調査結果では、医業収益の減少が
影響して、損益差額率か６．
１％
から４．
１％
に低下し
ていることが示された。また、日本医師会で全
国有床診療所連絡協議会の協力の下、２年ごとに
実施している「２０１９年有床診療所の現状調査」
でも、収益が大きく伸びない中、人件費の増加
が経営を圧迫し、経常利益が低下して、赤字施
設は３５％
にのぼっている現状が判明している。
次に、令和２年度改定に向けた審議状況である
が、中医協では、有床診療所の現状や地域で果
たしている役割について、人員配置の状況や入
院基本料・加算の届出や算定状況など、さまざ
まなデータが示された上で、いくつかの課題が
浮き彫りにされた。
１つ目は、有床診療所が地域において「在宅・
介護施設への受け渡し」「緊急時対応」「在宅医
療の拠点」
「終末期医療」など、さまざまな機能
を担っていること、２つ目は、有床診療所におけ
る医師配置加算などの届出は横ばい傾向である
が、実際の人員配置状況を見ると、医師配置加
算、看護配置加算、看護補助配置加算などを届
け出ている医療機関において、加算における配
置基準を上回って配置されていることなどから、
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「有床診療所が、地域において担う役割や、患者
の受入状況、職員の配置状況などを踏まえ、有
床診療所における入院医療に係る評価のあり方
について、どのように考えるか」との『論点』
が示された。これに対して、日本医師会として
「有床診療所も病院と同様に地域医療を支える受
け皿として機能している」「引上げを検討すべ
き」などと指摘した。
これらを踏まえ、先週１月１５日㈬には、これま
で３０数回に及ぶ審議を踏まえた『令和２年度診療
報酬改定に係るこれまでの議論の整理』が取り
まとめられたことから、政府が定めた改定率と、
社会保障審議会がまとめた「改定の基本方針」
に基づき配分するよう厚生労働大臣から諮問が
行われ、同時にパブリック・コメントの募集が
行われている。
この「議論の整理」の中で、有床診療所につ
いては、地域包括ケアシステムの推進のための
取り組みの評価の１つとして、
「有床診療所が地
域において担う機能等をさらに推進する観点か
ら、有床診療所入院基本料の加算について要件
および評価を見直す」ことなどが明記された。
今後の中医協であるが、１月２４日㈮には、国民
の意見を中医協委員が聴く機会としての公聴会
が、今回は静岡県富士市で開催されることに
なっている。その後、各点数項目の具体的な改
正内容についての検討が行われるが、その際に
も有床診療所への適切な評価を求めてまいる。
答申は２月上旬の予定である。行き場のない高齢
者や弱者に寄り添い、かかりつけ医がいる入院
施設である有床診療所は、地域の患者や住民に
大きな安心感をもたらしている。有床診療所が
その機能を今後ますます発揮できるよう、日本
医師会として引き続き主張してまいるので、ご
指導のほどよろしくお願いする。
専門医制度と専門医機構の在り方について
（京都府）
厚生労働省は２０４０年の医療提供体制の構築に
向けて、地域医療構想、医師・医療従事者の働
き方改革、医師偏在対策を「三位一体」で推進
していく方針を示している。これらの施策を
「三位一体」という言葉でくくることは、議論の
方向性が強く制限されるという意味で極めて乱
暴であり、それぞれについて、わが国が進めな
ければならない方向性に合致するものかどうか
の評価がなされなければならない。
最も大切なことは、超高齢社会を迎えるわが
国において、どのような医療提供体制が必要か

２０２０年（令和２年）３月５日（１０）

ということをそれぞれの地域で議論し、それに
向けて医療機関の機能、量を収束させていくこ
とであり、病床数ありきで議論を進めていくこ
とは適切ではない。これから地域では劇的な人
口の変動が始まることが予想されている。人口
が減少する地域でも必要な医療機能はあり、そ
の機能をどのように確保するかが地域医療構想
の議論の本質でなければならない。地域包括ケ
アシステムの構築において必要な医師とは、日
本医師会が提唱する「かかりつけ医」ではない
のか？
近年、女性医師の活躍が目覚ましい。女性医
師の増加は男性医師の働き方にも影響を及ぼす。
若手医師にとって、健康に関わる労働時間の制
限は重要なテーマであるが、同時にワークライ
フバランスはさらに重要である。新しくスター
トした専門医制度は結婚、出産、育児そして研
究、留学など若手医師の選択肢を著しく制限す
る仕組みになっており、医師のワークライフバ
ランスから見て自由度が大きく損なわれるもの
となっている。また、専門医制度は医師の地域
偏在についての配慮が求められるとされている
が、現在のプログラム制においては、都市部の
大病院に集中することは必然である。その矛盾
をシーリングの設定によって解消しようとする
手法は、都市部と地域の指導機能の格差や都市
部から不足地域へ医師を派遣している実情を無
視したもので、地域偏在の解消につながるもの
となっていない。カリキュラム制にすることに
よって、地域や診療科の選択の自由度が高くな
るのではないか？
地域の実情を考慮できない「専門医機構」の
在り方に問題を提起するとともに、専門医制度
の抜本的見直しの必要性を訴える。日本医師会
として、現状の専門医制度と専門医機構につい
てどのように考えているかを伺いたい。

７

回

答 羽鳥 裕常任理事
いわゆる新専門医制度は、２０１３年１２月の厚生
労働省「専門医の在り方に関する検討会報告書」
をベースとしている。同報告書では、新たな専
門医に関する仕組みは、専門医の質を高め、良
質な医療が提供されることを目的として構築す
ること、プロフェッショナル・オートノミーを
基盤として設計することを基本としている。そ
して、第三者機関に認定された養成プログラム
に基づき、大学病院などの基幹病院と地域の協
力病院・診療所が医療機関群を構成して研修を
実施することを提言している。この提言が、現
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在の基幹施設と連携施設をローテートするプログ
ラム制の専門研修につながっている。しかし、厚
生労働省の「今後の医師養成の在り方と地域医療
に関する検討会」や「医師専門研修部会」では、
プログラム制による研修が、基幹施設の大学病院
偏重、専攻医の大学病院集中を招き、偏在をさら
に助長するのではないかという懸念が相次いだ。
日本医師会は、当初よりこれらの状況の発生を危
倶し、２０１６年１１月に日本専門医機構に対して、
基幹施設の基準は大学病院のみ認定されるような
基準とすることなく、原則として都道府県ごと
に、大学病院以外も含め複数の基幹施設が認定さ
れる基準とすることなどを要望した。
一方、臨床研修の研修医の分布を見ると、臨
床研修制度が始まる前年度の２００３年度は、いわ
ゆる初期研修医の所属は分院を含む大学病院が
７２．
５％であった。それが２００４年度の臨床研修義
務化以降は大学離れが加速化し、２
０１８年度は
３８．
９％
にまで減少している。このようなデータか
らも、臨床研修義務化による大学医局員の減少
が医師派遣機能を脆弱化させ偏在を加速したと
いう指摘が常々なされている。これらの状況に
対して、新専門医制度による専攻医の分布につ
いては、現時点の日本専門医機構のデータベー
スからは医療機関種別の所属機関データが把握
できていない。しかし、今後は厚生労働省の医
師・歯科医師・薬剤師調査のデータと専門医機
構のデータベースを突合することで、専攻医の
所属機関の変遷が正確に把握できるようになる
ので、基幹施設から連携施設へのローテート状
況を検証し、問題があれば速やかに是正を促し
ていくことが鍵になると認識している。加えて、
偏在対策としての現在のシーリングの手法が、
地域の実情を十分に考慮・反映したものではな
いという指摘を受け、現在、日本専門医機構と
してもその対策を検討しており、実効性を伴う
ものとなるよう、日本医師会としても協力して
まいる所存である。
また、質問の中には、カリキュラム制の実施
についても触れられているが、医師のキャリア
形成を阻害することがないよう、先ほど述べた
日本専門医機構への要望書において、妊娠、出
産、育児などの理由による研修を中断した場合、
それまでの研修実績を復帰後にも有効とする措
置なども求めている。加えて、医師専門研修部
会においても、厚生労働大臣からカリキュラム
制の確実な運用が求められており、これを受け、
専門医制度整備指針や運用細則、総合診療領域
を含む各領域の整備基準への明文化と実行を進
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めている。各診療領域のプログラムについては、
日本専門医機構から各地対協に診療領域別の
データが提出されているので、地対協において
は、その妥当性の検討に加え、カリキュラム制
による登録専攻医の有無の確認や、カリキュラ
ム制自体の周知などについても、各都道府県医
師会が主導性をもって取り組んでいただきたい
と思う。沖縄県医師会の質問に対して釜萢常任
理事が回答で触れたように、地対協の役割は極
めて重要であり、地対協の意見が専門医制度を
改善していくという側面も大いにあるので、引
き続き協力をお願いする。
２０１８年度から開始された新たな専門研修につ
いては、指摘のように多くの課題を抱えている
ことは承知している。しかし、いきなり大きな
方向転換を図ることは、現在の専攻医や、これ
から専攻医となる若い医師たちの不安を煽るこ
とにもなりかねない。日本専門医機構も、財政
基盤の脆弱性が組織のガバナンスにも影響を与
えているとの第三者委員会の指摘を受け、財政
と組織体制の建て直しに着手している。日本医
師会としても、中立的第三者機関としての日本
専門医機構の基盤強化とオートノミーによる運
営を支援し、国の介入は謙抑的であるべきとい
う基本姿勢を貫いてまいるので、理解と協力を
お願いする。
８ 救急隊要請時におけるDNAR指示書等への
対応について
（兵庫県）
（要旨） 近年、在宅や施設内患者の急変時に
救急車が呼ばれたにも関わらず、特に終末期で
心肺蘇生を望まないケースで救急隊が対応に困
惑する事例の増加が課題となっている。消防法
では、救急隊の出動は救命のための心肺蘇生の
速やかな実施を前提にしており、DNAR（Do
No
tAt
t
e
mptRe
s
us
c
i
t
a
t
i
o
n：蘇生措置拒否）の
事前指示書があれば、蘇生を停止できるのか、
各地区のMC（Medi
c
alc
ont
r
ol
）協議会でも議
論されてきた。
総務省消防庁「平成３
０年度救急業務のあり方
に関する検討会傷病者の意思に沿った救急現場
における心肺蘇生の実施に関する検討部会」報
告書においては、全国の消防本部などの取り組
み状況の実態調査、課題の整理および検討が行
われたが、その実熊のばらつきは大きく、現時
点での統一方針や法制化は困難との結論に終
わっている。法制度的裏付けのない状態では、
現場対応の責任が事後に問われかねない。この
ような中、令和元年１０月に、東京消防庁が「心
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肺蘇生を望まない傷病者への対応」を決定し、
単に事前指示書確認だけではなく、あくまでも
「かかりつけ医」との連絡の可否によってその対
応を判断する指針を明示された。
兵庫県においても、一部地区のMC協議会に
おいて「人生の最終段階にあり心肺蘇生を希望
しない意思を示したにもかかわらず救急要請を
した傷病者への対応プロトコール」が検討され、
圏域レベルの消防本部からの実施に向けた動き
となっている。DNARは原疾患による経過とし
ての心肺停止のみが対象であるが、DNARへの
誤解による終末期医療全体の放棄事例について
関係学会が警告する状況もあり、ACP（Adva
nc
ec
a
r
epl
a
nni
ng）も含めた、総合的な視点
の共有が求められている。
日本医師会としては、第XⅥ次生命倫理懇談
会による「終末期医療に関するガイドライン」
改訂版を提示し、ACPも含めた総合的な指針を
示されており、時宜を得たものと思うが、事前
の本人の「意志表示書」の有無による対応フ
ローチャートはあるものの、DNAR指示書と消
防救急との関係などは明示されていない。
（質問） 現時点において、地区MC協議会レ
ベルでのDNAR指示書対応も含めた独自プロト
コールに対する、「かかりつけ医」・地区医師会
としての関与のあり方と法的責任性について、
日本医師会としての見解と今後の全国的方向性
について、提示いただきたい。
回

答 長島 公之常任理事
日本医師会では、人生の最終段階における医
療を含め、これからは、
「かかりつけ医」を中心
とした地域医療・地域包括ケアシステムを構築、
発展させていくことが重要であると主張してき
た。その上で、広い意味のMC体制として「医
療統括」体制を提唱している。地域医師会が、
救急搬送、介護・福祉事業者、行政などの関係
者を取りまとめ、ACPも含め、かかりつけ医機
能を基軸とした在宅患者、終末期患者の受入体
制を整備していくことである。DNAR指示と救
急隊との関係性についても同様である。消防本
部がDNAR指示への対応方針を定めるに当たっ
ては、地域MC協議会、すなわち医療統括体制
の下で行われなければならない。その観点に
立って、総務省消防庁「救急業務のあり方に関
する検討会傷病者の意思に沿った救急現場にお
ける心肺蘇生の実施に関する検討部会」には、
私が委員として参画し、かかりつけ医の役割の
重要性を説明した。

２０２０年（令和２年）３月５日（１２）

検討部会報告書には、かかりつけ医全員では
なく、
「患者の人生の最終段階における医療・ケ
アに携わっていれば」という条件をつけた上で、
患者の病歴や生活状況、意思の内容、行うべき
医療・ケアの内容などをよく知っており、患者
の状態や病状を評価し医学的な観点と併せて心
肺蘇生の中止の対応判断をすることができると、
記述された。検討部会は、指摘のとおり、救急
現場の実態が十分に明らかになったとはいえな
いとして統一方針を示すことなく検討を終えた
が、昨年１
１月８日付の消防庁通知では、日本医師
会の要望も反映して、今後の方向性として、各
地域での検証を通じた事案の集積、知見の集積
をしていく中で、救急隊の対応の標準的な手順
などの検討を進めていくべきであるとしている。
その点、今回の東京消防庁の対応方針策定は、
各地に大きな影響を与えることが見込まれる。
東京消防庁の方針においても、平成２５年８月の日
本医師会・四病院団体協議会合同提言における
かかりつけ医の定義をよりどころとして、かか
りつけ医やその連携医への連絡が優先事項とさ
れている。さらに、警察側とも調整を行い、心
肺蘇生を中止して患者をかかりつけ医らや家族
らに引き継ぐ場合、現場への警察要請は行わな
いこととしたと聞いている。やはり、郡市区医
師会も参画する地域MC協議会において、地域
の在宅医療や介護関係者、そして警察などの参
画も得て、「医療統括体制」としてDNAR指示
への救急隊の対応方針を議論していくことが重
要である。そうした各地の事例も踏まえ、日本
医師会として、患者が尊厳をもって最善の医療
を受けられる体制づくりを目指して、消防庁だ
けではなく厚生労働省など関係省庁とも連携し
ながら、ガイドラインを検討してまいる。
なお、日本医師会「生命倫理懇談会」は、平
成２６年報告書の中で、終末期医療のルールにつ
いては「法制化に慎重な立場を取り、日本医師
会を含む関係機関が作成したガイドラインを遵
守することで法的な免責も受けられることが望
ましい」とした。DNAR指示と救急隊の法的な
責任性についても、まずは、医療統括体制の下
で、地域での事案や知見の集積を踏まえた標準
的な対応方針を策定することになろうかと思う。
しかし、法制化も含む法令上の整備の必要性に
ついては、日本医師会として、関係省庁と、適
宜、協議を行いたいと思う。
最後に、消防庁の報告書や通知では、日本医
師会の要望を反映して、消防機関においても、
地域包括ケアシステムやACPに関する議論の場
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に参画していくことを求めている。都道府県医
師会には、管下の郡市区医師会に対し、消防機
関との連携を深めるとともに、地域包括ケアシ
ステムへの関与について、協力をお願いする。
９

医療資源不足地域の緊急対応と将来の医療
について
（埼玉県）
地域医療構想は県内各圏域の調整会議において
協議が進んでいるが、医師不足のため救急医療な
どで対応ができない構想区域があると思われる。
このような場合に構想区域内での解決を図るため
には、救急医の確保を急ぐことになるが、簡単で
はない。救急だけでなく医師の偏在により、科に
よって診療が難しい区域もあると思う。
医師不足が問題となり、医学部入学定員増を
行ってから１０年以上となるが、医師不足そして、
地域・診療科偏在は解消していない。入学定員
増だけでは解決は難しいのか、または相当な時
間が必要ということなのか。２０２０年には一部定
員削減となるが、「原則、現状維持」とし２０２２
年から削減するとされているが、人口減少と医
師増加により過剰になるとの意見もある。将来
の医療について、特に医師数と関連した将来の
医療について日本医師会の考えを示してほしい。
救急医療、産科、小児科などで医療資源が不足
している場合には、構想区域外での診療を受け
ることになる。そして、多くの地域でそのため
の解決策を持っていると思うが、日本医師会で
把握していたら教えてほしい。
また、医療資源不足地域は、緊急の対応とし
て資源の獲得ではなく、他地域にある医療資源
の活用のための交通手段などの検討を行うべき
と考えるが、いかがか。ちなみに、本県では救
急医療について、ドクターカーを東西南北に配
置し、さらに遠隔地についてはドクターヘリを
活用している。また、特に救急医療資源の乏し
い県北部については、隣接県に受け入れをお願
いすることとして、他県と当県北部との新たな
救急医療圏とすることについても話し合いを
行っている。
回

答 釜萢 敏常任理事
救急医療、産科、小児科などの医療資源の不
足に対して、他の地域からの資源の獲得ではな
く、他地域にある医療資源の活用のための交通
手段などの検討を行うべきとの意見をいただい
た。指摘のとおりであり、今回の産科・小児科
の医師確保計画については、他の地域からの医
師派遣のみにより偏在の解消を目指すことは適
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当ではなく、医療圏を超えた連携や再編統合を
含めた集約化などの検討もガイドラインに記載
されている。
埼玉県では、ドクターカー、ドクターへリの活
用や、隣接県との連携についても協議をしている
とのことで、大変参考になる取り組みと考える。
その他には、例えば産科医療機関の集約化は、妊
婦にとっては医療機関へのアクセスの問題が出て
くるが、対応として交通手段の確保や交通費の助
成、出産直前の宿泊費の助成を行っている市町村
もある（北海道や離島など）
。他の都道府県にお
いても、もし参考になる取り組みがあるようであ
れば、ぜひ発言いただきたい。
「医師数と関連した将来の医療についての日医
の考え」について、現在の医師の需給見通しで
は、２０２８年頃に国全体としては需給が均衡し、
その後は医療需要に対して医師が過剰となる見
込みである。働き方改革の影響を踏まえてあら
ためて推計される予定であるが、まもなく始ま
る２０２２年度以降の医学部定員の議論が極めて重
要と認識している。これまでの増員分を一旦リ
セットし、原則として必要な地域枠は恒久定員
の中で対応すべきと考える。地域枠の確保につ
いては、都道府県行政と各大学医学部との調整
に困難も予想されるが、各都道府県医師会が主
導的な役割を果たすことが重要と考えるので、
引き続きよろしくお願いする。

その他
◎医師の副業・兼業と地域医療に関する日本医
師会緊急調査結果について
（日本医師会）
説 明 松本 吉郎常任理事
現在、厚生労働省で医師の働き方改革が検討
されており、医師という一般労働者とは異なる
業務の特殊性をどのように考えるかを議論して
いる。一方で、労働政策審議会労働条件分科会
では、医師という切り口ではなく、全職種の一
般労働者の副業・兼業のあり方や条件整備が議
論されている。その中で、副業・兼業をする場
合の総労働時間数は健康管理の観点から「通算
すべき」という考え方と、時間管理は非常に難
しいので「自己申告にとどめるべき」との考え
方が、相半ばしている。
日本医師会としては、その議論の参考資料と
するため、昨年１２月に、
「医師の副業・兼業と地
域医療に関する緊急調査」を実施した。全医療
機関および都道府県医師会を調査対象としたが、
回答は、医療機関は８，
３４３機関のうち４４．
５％の
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３，
７１３機関、および全都道府県医師会から回答が
あった。医療機関における非常勤医師数０人は
２．
７％にすぎず、１０人～１
９人が２４．
４％
、２
０人～４９
人が２８．
１％
と、非常に多い実態が判明した。勤務
医師の副業・兼業に関する医療機関における取
り扱いは、
「病院長が許可した場合のみ認めてい
る」が４
８．
９％
、「特段の規定はなく各医師の自由
意志に任せている」が３０．
８％
であった。
「医師の労働時間を通算すること」および「複
数の医療機関に勤務する医師の働き方に対する医
療機関の不安」があるとの回答は２，
１３２医療機関
にのぼり、その医療機関の回答を以下集計した。
複数の医療機関に勤務する医師の労働時間を
通算することについて、医療機関は「通算に反
対」が２８．
０％
、「ど ち ら か と い え ば 反 対」が
２３．
８％
で反対が半数を超えた。
複数の医療機関に勤務する医師の働き方に対
する医療機関の不安について、医療機関の回答
は、最も多い回答から、「宿日直体制が維持困
難」が７９．
８％
、次に「派遣医師の引き上げ」が
６２．
９％
などである。
都道府県医師会では「通算に反対」が３０．
４％
、
「どちらかといえば反対」が３４．
８％
で反対が３分２
に近くになった。
複数の医療機関に勤務する医師の働き方に対
する医療機関の不安について、都道府県医師会
の回答は、最も多い回答から、９
７．
８％が「宿日
直体制が維持困難」、次に８
９．
１％
で「派遣医師の
引き上げ」などである。
説

明 今村 聡副会長
現在、厚生労働省で医師の働き方改革を検討
されているが、最終的な労働規制は、労働政策
審議会で決定される。医師の働き方、タスクシ
フト、あるいはタスクシェアは医政局の中で検
討されているが、ここで決まったことが、労働
政策審議会に伝えられることになる。その中で、
副業・兼業については、全く医師が関わらない
形で議論が進んでいる。つまり、労働政策審議
会労働条件分科会では医師だけではなく、すべ
ての労働者に共通する課題として、
「副業・兼業
のあり方」が検討されている。
このことについては、医療側は非常に問題意
識を持っており、ここで発言機会がないのはお
かしいということで、社会保障審議会医療部会
において、医療界として発言機会の確保をする
ため、医政局から労働基準局に要請するよう求
めた。その結果、１月１０日㈮に労働政策審議会労
働条件分科会に呼ばれ、発言を求められた。労

２０２０年（令和２年）３月５日（１４）

働政策審議会労働条件分科会の委員構成は、労
働分野の専門家のみであり、公益代表、労働者
代表、使用者代表とも医療に関係する委員はい
ない。この委員会で一般の労働者の副業・兼業
のあり方を決めている。
この委員会で、日本医師会は平成２０年から勤
務医の健康を支援するためにさまざまな取り組
み（勤務医の労務管理の分析ツールの作成など）
をしてきたことを紹介した上で、これが改正医
療法の成立にもつながってきた経緯を説明した。
医師の働き方を考える上で、一般の労働者と
違う特性として、医療の「公共性」
「技術革新・
水準向上」「高度の専門性」「不確実性」を説明
した。さらに、この問題に関する日本医師会の
見解として、
「医師の健康への配慮」と「地域医
療の継続性」を両立することが重要と説明した。
一般労働者については、企業の８５．
３％
が副業・兼
業を認めていないが、国としては一定ルールを
作った上で、これを推進していくという方向で
議論されている。
一方、他の医療機関に勤務していない医師は
６ヵ所の医療機関
８．
２％しかおらず、平均して１．
に勤務している。つまり、医師の場合には副
業・兼業が日常的に実施されている業種である。
この医師の副業・兼業の実態や要因などを詳し
く説明した上で、医療現場における医療法の規
制など、さまざまな医師の人員配置基準がある
ことを説明した。さらに、それらを踏まえると、
副業・兼業が進んでいない一般労働者について、
副業・兼業をいかに進めるかという問題と異な
り、医療現場の特殊性を理解しないで制度化さ
れることに対する医療機関の不安や医療現場の
さまざまな声を伝えた。その上で、研鑽のため
に副業・兼業をする場合、医療の質の向上につ
ながること、医療機関の事務負担の増大の懸念
があること、割増賃金の算出は極めて困難であ
ること、健康確保は勤務時間の把握が目的化し
ないような実効性ある仕組みが必要であること、
制度変更した場合の影響が複雑多岐にわたり予
測が困難であり、予見を持って対応する必要が
あり、混乱が起こってからでは回復が困難であ
ることなどを説明した。
まとめとして、日本医師会としては、医師の
副業・兼業で自身のスキルアップになることが、
将来の日本の医療の質の向上にとって必要であ
り、一般の労働者に対する兼業・副業の対応を
医師に当てはめた際、結果的に制限がかかるこ
とがないように強く要望した。

