厚生労働
平成３０年４月１９日

され︑その補欠として小林正夫君及び櫻井充君が

昨日︑浜野喜史君及び伊藤孝恵君が委員を辞任

委員の異動について御報告いたします︒

員会を開会いたします︒

○委員長︵島村大君︶ ただいまから厚生労働委

│││││││││││││

時間にもなりますので︑その点については御配慮

五分とか︑これは我々だけではなくて大臣の拘束

だきたいと︒駄目なら九時五十分じゃなくて四十

得れば十時から開会できるように努力をしていた

になっていますので︑度々遅れております︑でき

いのは︑十時から委員会は開会されるということ

でき得れば委員長や理事の皆さんにお願いした

ましたから︑改善しているかのように思われます

こちらは八三・五％で︑確かに九四・五％になり

を見ていただきたいんですが︑適合率そのものが︑

議論させていただいて作った資料です︒この資料

これ︑十六年度をうちと厚生労働省とでいろいろ

ます︒今︑十六年度というお話がありましたが︑

これ︑資料を今日はお配りさせていただいてい

ているんですよ︒

選任されました︒

いただきたいと︑そう思います︒

│││││││││││││

医師の充足状況について︑厚生労働省として一体

一人ずついて︑この人たちが四人いたら常勤医一

しているんです︒例えば︑一週間ずつ働く医者が

が︑でも︑実はこれ︑非常勤医を全部常勤換算に

どのようにお考えでしょうか︒

人だという換算をしているものはこうやって九十

それでは︑本題に入りたいと思いますが︑まず︑

○政府参考人︵武田俊彦君︶ お答えいたします︒

○委員長︵島村大君︶ 政府参考人の出席要求に

査のため︑本日の委員会に︑理事会協議のとおり︑

医療法におきましては︑病院等がその使命に沿

一方で︑常勤医だけで満たしている病院の割合

関する件についてお諮りいたします︒

厚生労働省医政局長武田俊彦君外五名を政府参考

って十分科学的かつ適正な医療を行い得るために

を調べてみると一体どうなっているでしょうか︒

医療法及び医師法の一部を改正する法律案の審

人として出席を求め︑その説明を聴取することに

有すべき人員の一つとして︑医師の人員標準を定

○政府参考人︵武田俊彦君︶ お答えいたします︒
ては︑平成二十五年度における医療法二十五条第

医師の人員標準を充足している病院につきまし

査の実施状況から私ども把握している数字といた

うことでございますので︑こういうことで立入検

常勤医のみで人員標準を充足している病院とい

何％まで改善しています︒

御異議ございませんか︒

めているところでございます︒

一項に基づく立入検査結果の集計によりますと︑

しましては︑充足している病院は四六・四％とな

︹
﹁異議なし﹂と呼ぶ者あり︺

│││││││││││││

立入検査を実施した全国の病院のうち九四・五％

っております︒

○委員長︵島村大君︶ 御異議ないと認め︑さよ

○委員長︵島村大君︶ 医療法及び医師法の一部

が充足病院ということになっているわけでござい

善が図られていると︑このように承知をしており

りまして︑平成十六年度との比較では一一％の改

ます︒この医師の充足率は年々改善されてきてお

知をしております︒

〇・九％の改善が図られていると︑このように承

てきておりまして︑平成十六年度との比較では一

なお︑この常勤医のみの充足率も年々改善され

う決定いたします︒

を改正する法律案を議題といたします︒

ます︒

○櫻井充君 十年間で一〇％改善したということ

本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので︑

○櫻井充君 おはようございます︒民進党・新緑

○櫻井充君 表向きの数字はそういうふうになっ

質疑のある方は順次御発言願います︒

これより質疑に入ります︒

風会の櫻井でございます︒
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かということを出すべきなんだと思うんですよ︒

て︑常勤医によってどのぐらい満たされているの

て︑この非常勤医の常勤換算で出すことではなく

が足りているか足りていないかということについ

については評価したいと思いますが︑是非︑医者

勤を選択する場合などの様々な事情があるものと

立する観点から比較的柔軟な働き方が可能な非常

て勤務して収入を得る場合︑又は仕事と家庭を両

低いために︑ほかの医療機関において非常勤とし

として勤務している医療機関だけではその処遇が

医療機関というのがある場合でございますと︑主

題なんですよ︒

うことで生計を立てることになるから︑だから問

間なら一週間バイトに行ってきてくれと︒そうい

んかとてもできないので︑大学側から例えば一週

じゃ︑これで結婚できますかといったら︑結婚な

なるので︑非常勤医が幾らいたって︑常勤換算で

ういう業務はほとんど全てが常勤医が担うことに

とは基本的にできないからです︒そうすると︑こ

と継続している患者さんの診療に当たるなんてこ

とはありません︒なぜならば︑一週間交代でずっ

かけていきます︒だけど︑ほとんど病棟を見るこ

ります︒非常勤医で一週間の地方にトランクに出

ともありますし︑それから常勤で働いたこともあ

得ないということについては︑これは仕方がない

革で︑まさしくそういうことで常勤を外れざるを

るということになりました︒ですから︑働き方改

れで︑子育てが終わった段階でもう一回常勤に戻

出産中は週に何回かのパートで働き続けたと︑そ

例えば︑うちの家内も医者ですが︑彼女は妊娠︑

え方に基づいてそうやっているんだと思います︒

○櫻井充君 確かに後者の方は︑これは個人の考

いうふうに承知をしております︒

憶がありますが︑そうすると︑大学から収入が一

万だったかな︑何か払って置いてもらっていた記

んでした︒大学院研究生︑大学院の場合には月二

う制度のときには一円も大学からもらっていませ

らいで︑僕のような大学院生や大学院研究生とい

れはなぜかというと︑まあ医員の人だと十五万ぐ

代で︒それで常勤医一人になっているんです︒こ

が一週間交代でバイトに行くんですよ︑一週間交

せんが︑昔はどうだったかというと︑四人の医師

例えば︑今はうちの医局は変わったかもしれま

それはなぜかというと︑私も非常勤で働いたこ

満たしているといっても︑十分でないことは明ら

円もないものですから︑勢いどこかでバイトをし

万から五十万ぐらいの幅で︑一週間働くとそれだ

なきゃいけない︒地方の病院に行くと大体月三十

ことだと思っているんですよ︒
ている医者の処遇が余りに悪過ぎるんです︒

一方で︑問題は何かというと︑大学病院で働い

かなんですよ︒
そういう意味では︑なぜこうやって常勤医が不
足しているのか︑常勤の数がなかなか増えていか

つきましては︑常勤と非常勤があるということは

○政府参考人︵武田俊彦君︶ 医師の勤務形態に

うお考えでしょうか︒

てもらうということになるんですが︑恐らく︑臨

ぜならば︑年間の授業料を五十万程度払って置い

になっていますが︑もっとひどくなりました︒な

給制度というのは良くないといって大学院の制度

が︑例えば半年トランクにしてもらうと全然違う

ことになる︒大学には三人残ることになるんです

の病院には医者が一応基本的には一人行っている

こういうシステムよりも︑ここをやると︑地方

けだからいいでしょうと思われるかもしれないけ

委員御指摘のとおりでございます︒

床研修制度が終わってからになると︑二十六歳か

んですよ︒半年間そこの病院に行きます︑三人は

私は五年半無給でした︒結局︑今はこういう無

医師が非常勤として勤務する理由というのは一

ら四年間無給なんですよ︒無給じゃないんです︑

大学に残って研究するということにしてもらえば

ないのか︑この点については厚生労働省としてど

概に申し上げるのは難しいと考えておりますけれ

五十万払わなきゃいけないんです︒五十万払って︑

ど︑三週間はただ働きなわけですよ︒

ども︑例えば︑その当該医師が主として勤務する
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いけないとお考えでしょうか︒

まえた上で︑どのように処遇改善していかなきゃ

ますが︑大学病院で勤務している医者の実態を踏

そこで︑今日は文部科学省に来ていただいてい

ない限り︑ここの問題は全く改善しないんですよ︒

大学病院で働いている医者の処遇を変えてもらわ

ためにはそういうことになっているので︑これは

ただ働きなんです︒ですから︑生活を立てていく

構わないんだけど︑三人の医者は半年間ずうっと

をしております︒

に応じ独自の手当を支給している例もあると認識

勤務する若手医師等の処遇改善のため︑勤務実態

系を設定することが可能であることから︑病院に

法人が決定しているものであり︑自主的な給与体

大学院生も含め︑大学職員の給与等の処遇は各

を給与として支給していると承知をしております︒

を締結した上で診療に従事させ︑診療による対価

等の身分が必要となる場合は︑大学は︑雇用契約

さらに︑大学院生が研究を行う上で病院診療医

ーといって︑盲腸とか胆石とかの手術を始めまし

ません︒東北大学は︑ショートステイサージャリ

すと言っていますが︑東大の本来の仕事ではあり

四百人診ているんです︑地域医療に貢献していま

数年前の話になりますが︑東大が︑一日外来千

うのは特定機能病院ですよね︒特定機能病院とし

ることになっていますが︑政務官︑大学病院とい

るかというと︑ベッドの稼働率から何から問われ

稼がなきゃいけないから︑だから今どうなってい

の教員と同じようにこれらが適用されているもの

院で臨床行為を行う医学部の教員についても︑他

適用される教員職の俸給表を各大学で定めて︑病

をしておりまして︑俸給月額については︑教員に

立大学法人が自主性又は自律性に基づき自ら決定

国立大学の職員の給与の基準については︑各国

す︒

○櫻井充君 まあ︑いろいろありがとうございま

ております︒

足にならないよう配慮することが望ましいと考え

合わせ︑創意工夫によって大学病院の常勤者が不

若手医師等の処遇について︑病院での勤務実態に

文部科学省としても︑各大学において︑これら

学が自らやれというんですか︒この姿勢そのもの

営交付金まで減額させられていて︑どうやって大

はやっと止まりましたよ︒借金を抱えていて︑運

年々年々ずうっと減額されてきて︑ここしばらく

無駄遣いですよ︒そして︑しかも運営交付金が

こんなことを大学にやらせるべきですか︒資源の

た︒それでベッドの稼働率を上げているんですよ︒

ての役割果たしているんでしょうか︒

○大臣政務官︵新妻秀規君︶ 答弁申し上げます︒

と承知をしております︒

じ各大学が独自の手当を支給することなどにより

整手当が支給されているほか︑その勤務実態に応

の人材確保が困難であることに着目して初任給調

○大臣政務官︵新妻秀規君︶ はい︑そのとおり

るんですよね︒それでよろしいですね︒

ころだけ一兆円の借金を背負ってスタートしてい

校法人になったときに︑この学部を抱えていると

病院︑医学部や歯学部があるところは︑最初︑学

るんですね︒財務省が問題だと︑私はそう思って

言えば︑文部科学省が今みたいな答弁されたら困

文部科学省がもっと情けないんですよ︒その点で

根源は財務省ですよ︒財務省に戦って負けている

念ながら財務省は来てくれませんでした︒諸悪の

今日は財務省に来てくれと言ったんですが︑残

が問題じゃないですか︒

処遇改善に努めていると承知をしております︒

でございます︒

いますが︑いかがですか︒

文部科学省がそういう姿勢だから困るんですよ︒

臨床行為を行う教員の処遇について︑病院での勤

○櫻井充君 なぜ一兆円の借金を背負わされたの

○大臣政務官︵新妻秀規君︶ 今おっしゃったよ

しかしながら︑医学部の教員については︑医師

務実態も考慮した工夫がなされることが望ましい

かというと︑病院で稼げということです︒病院で

文部科学省といたしましては︑各大学において

と考えております︒
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のある研究者がしっかりと研究に打ち込める環境

うに︑文部科学省といたしましては︑意欲と能力
○政府参考人︵千原由幸君︶ 恐れ入ります︒

い減少しているか御存じですか︒

の十年間で︑ネーチャーの掲載論文数︑どのぐら

ると︒その結果︑研究も十分にできない︑教育機

ゃなくてもできる仕事を医者が全部やらされてい

い限りは何ともならないんですよ︒本来︑医者じ

研究力の向上を図っていきたいと思っております︒

通じまして︑研究人材が活躍できるよう︑大学の

成事業による若手支援の充実︑このような取組を

盤的経費の確保︑四点目︑科研費︑科学研究費助

者のポストの確保︑三点目︑運営費交付金等の基

の確保︑また二つ目︑大学改革を通じた若手研究

○櫻井充君 ネーチャーはたしか八％ぐらい落ち

から九位に減少していると承知しております︒

で比較いたしますと︑トップ一〇％論文数が四位

と二〇一三年から二〇一五年の平均︑この十年間

いたしまして︑二〇〇三年から二〇〇五年の平均

論文数でございますけれども︑日本︑世界と比較

いわゆるトップ論文数︑例えばトップ一〇％補正

いと思います︒

ますが︑大臣の御認識をお伺いさせていただきた

医師不足は私は解消しないんだと︑そう思ってい

ここの構造的なことを全部変えていかない限り︑

生労働省だけで解決できる問題じゃないんですよ︒

は︑医師不足︑医師の偏在とかも含めて︑実は厚

そこで︑改めてですが︑これは大臣︑この問題

関としてもきちんとやれない︑給料は安いから今

○櫻井充君 私はそんなこと聞いていませんから︑

ているはずなんですよ︒それはなぜかというと︑

○国務大臣︵加藤勝信君︶ 医師不足︑我々も需

お答え申し上げます︒

を整備することが必要と考えております︒
そのため︑大きく四点︒まず一つ目に︑民間資

申し訳ないけど︒

大学で︑大学だけではありません︑理化学研究所

給見込み等まだ最終的なものではありませんけど

度はバイトに行かざるを得ない︒研究なんかとて

財務省と折衝して負け続けているんでしょう︒

も含めて研究費が減額されていること︑それから

出させていただいておりますけれども︑これ議論

今︑ネーチャーという御指摘がございましたが︑

財務省が社会を理解していないからこういうこと

研究者が減ってきていることと︑それからもう一

するときには︑今委員からありましたように︑現

金を含めた収入の多様化などを通じた研究補助者

になると私は思っているんだけど︑そう思いませ

つ大きなことは︑研究補助員が非正規雇用になっ

状を単に機械的に延ばすということだけではなく

もできるような環境にないんです︒

んか︒

ちゃったんですよ︒これはなぜそうなったのかと

言ったいろんなワークシフトみたいな話がどうな

○大臣政務官︵新妻秀規君︶ 委員の御指摘を重

日本は︑研究者の数はある程度増えてはいるん

っていくのか︑そういった様々な観点を含めて当

て︑これから先どういうことになっていくのか︑

○櫻井充君 いや︑済みません︑僕ら応援隊なん

ですが︑研究補助員の数はむしろ減ってきている

然見ていかなきゃならないんだろうというふうに

いうと︑運営交付金が減額されて弱い人たちのと

ですから︒応援隊なんだから︒味方ですから︑別

んです︒今回は︑大学法人になって五年間の雇い

思いますので︑そういった意味で︑今委員いろい

たく受け止めて︑必要な予算確保に尽力をしてい

に︒こうやって厳しく言って敵のように思われる

止めの期間が研究補助員だけは十年になっている

ろ御指摘をいただいた中には︑私も地元で︑余り

例えば働き方はどうなっていくのか︑あるいは今

かもしれないけど︑そうではなくて︑やはりここ

ので五年先送りに︑これ問題はまた来ることにな

固有名詞は言わない方がいいと思いますが︑大学

ころにしわ寄せが行くわけです︒

を増やしてもらわないと何ともならないんですよ︒

っているんですけどね︑この非効率性を改善しな

きたいと思っております︒

だって︑今政務官︑研究の話されましたが︑こ

-4-

厚生労働
平成３０年４月１９日

ということではなくて︑一つのローテーションと

与を確保するとかそういった観点でなされている

いことではありますけれども︑それが今言った給

そういった先生が来てくれるということは有り難

地方から見れば︑大変有り難いことなんですね︑

ういった事情で地方で診療所に行かれていると︒

の先生方から︑かなり上の先生方ですら︑実はそ

ども︑そういう方がいらっしゃるという話は聞い

ては申し訳ありませんが承知しておりませんけれ

○政府参考人︵信濃正範君︶ 個々の事例につい

適切なのかということをお伺いしているんです︒

教授ですらバイトをせざるを得ないような環境が

○櫻井充君 私はそんなこと聞いていませんよ︒

考えております︒

で︑これは今後もしっかり取り組んでいきたいと

う︑その論点だと思います︒

特定機能病院としての役割を果たさせるべきとい

ほど委員から御指摘がありました国立大学病院に

○大臣政務官︵新妻秀規君︶ 今の御指摘は︑先

についていかがですか︒

ころに問題があると思っているんですよ︒この点

ずっとやらせ続けてきていると︒

してそうやって行くのなら︑それは一つの在り方
たことはございます︒

国立大学病院︑委員御指摘のとおり︑法人化の

私は︑まず︑元々一兆円の借金を抱えさせたと

なんだろうと思いますので︑その辺を含めて当然

に適切だと思いますか︒

ですらバイトをせざるを得ないような環境が本当

○櫻井充君 ですから︑文部科学省︑大学の教授

はよくあります︒

情にあるという話を聞かせていただいていること

とは余り聞いたことはありませんが︑そういう実

○国務大臣︵加藤勝信君︶ 個々幾らだというこ

うことを御存じですか︒

バイトしないと生活ができない程度の給料だとい

○櫻井充君 大臣︑教授でも地域の病院に行って

をしております︒

論していかなきゃならない︑そういうふうに認識

いただきます︒

○委員長︵島村大君︶ 後刻理事会で協議させて

ていただきたいと思います︒

です︒ここで︑この当委員会にその資料を提出し

○櫻井充君 これは委員長にお願いしていること

きます︒

○政府参考人︵信濃正範君︶ 検討させていただ

員会で報告していただきたいと思います︒

に行っているのか︑それについて調査してこの委

まり︑大学病院の教授がどのぐらいの人がバイト

では実態を調査していただきたいと思います︒つ

○櫻井充君 そういう答弁が来ましたから︑それ

はないかと︑こう思っております︒

も見られております︒

一貫して減り続けておりまして︑財務状況の改善

支援を行っているところであります︒

〇％まで低減させるための運営費交付金において

収入の一〇％を超える法人に対しては︑これを一

そのため︑文科省としても︑債務償還経費が病院

機能を果たす上でも必要なものと考えております︒

ことは︑国立大学附属病院が特定機能病院として

債務を有しております︒

て︑平成二十八年度末において約七千六百億円の

ついては各附属病院の病院収入を充てておりまし

おります︒法人化後の借金を含めた債務の償還に

平成十六年度の際に借入金約一兆円を承継をして

○政府参考人︵信濃正範君︶ 今先生から御指摘

○櫻井充君 文部科学省がその程度の認識なんだ

今後とも︑国立大学附属病院が︑地域の医療機

ただ︑それはそれぞれの先生方のやり方なので

がありました︑研究者の方がしっかり研究できる

ろうなと今日は驚きました︑はっきり申し上げて︒

関との連携強化や役割分担を図りながら︑本来の

議論をしていかなきゃならない︑それも含めて議

ようにする環境を整えるという中には︑研究環境

今のようなところにずっと目をつぶって︑現場に

一方︑この支援の額と支援が必要な大学の数は

こうした状況の下で︑施設整備等の投資を行う

もあればそういう俸給の問題もあると思いますの
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るんですよ︒その点についてどう考えるかです︒

ないでしょう︒だから︑そこが問題だと言ってい

医学部とか歯学部のないところは借金背負ってい

ろだけ一兆円の借金を背負わされていると︒これ︑

私は︑元々︑医学部や歯学部を抱えているとこ

私はそんなこと聞いていませんから︒

○櫻井充君 いろいろ御説明いただきましたが︑

を行っていきたいと考えております︒

の拠点としての役割を十分に果たせるような支援

医療人材の養成︑また研究︑高度医療︑地域医療

○委員長︵島村大君︶ 速記を止めてください︒

承知しております︒
︵発言する者あり︶

で︑それも考慮してこのような形になっていると

の他の収入︑自己収入を得る手段がございますの

したとおりに︑医学部の附属病院は︑診療報酬そ

○政府参考人︵信濃正範君︶ 先ほど御説明しま

かしいかおかしくないか答えてくださいよ︒

だけ借金を背負うのはおかしくないですかと︒お

ないんですよ︒医学部や歯学部を抱えている大学

いますか︒私が言っているのはそういうことじゃ

○櫻井充君 済みませんが︑質問の趣旨理解して

ですよ︒そして︑本来は研究と教育の機関なんで

してやっていきたい︑これは臨床の分については

とができるんですかと︑そう言われました︒

想ですと︑それは理想だけど︑現実的にそんなこ

てください︑そういうふうに言ったら︑それは理

ないですかと申し上げたら︑ちゃんと聞いておい

きるようなそういうシステムをつくった方がよく

部ゼロにして︑本来の特定機能病院として機能で

方から申し上げたのは︑先生方︑この借金まず全

金を返すことができないからだと︒だから︑私の

大学の先生方は︑皆そうやって特定機能病院と

一兆円のその払い方なんかどうでもいいんですよ︒

ているところでございます︒

うことは︑中期目標︑中期計画で確認をして進め

とで︑それが経営にきちんと影響を与えないとい

で︑その分で一兆円の借金を返していくというこ

療収入ですとか先進医療等の収入がございますの

○政府参考人︵信濃正範君︶ 病院は︑病院の診

んですか︒ここに問題があるとは思いませんか︒

ているんですよ︒私はおかしいと思っているんで

○櫻井充君 だから︑答弁になっていないと言っ

になっていると承知しております︒

ておりまして︑そういう全体のバランスで今の形

いろいろな建物ですとかそういう資源も承継をし

に約一兆円の借金を承継しておりますが︑併せて

○政府参考人︵信濃正範君︶ 法人化当時︑確か

○委員長︵島村大君︶ 速記を起こしてください︒

らいの答弁ってできないものですか︒

るのかはよく分かっていますとか︑せめてそのぐ

いからと︒それから︑現場でどれだけ苦労してい

てしまったと︑いろんなことがあったかもしれな

で︑こういうことにしたくなかったんだけど︑し

かということですよ︒せめて︑いや︑本当に大変

そういう現状を文部科学省としてどう見ている

議なんてほとんどそんなものだけですよ︒

済のためにきゅうきゅうとしていると︒病院の会

すよ︒研究と教育の機関でありながら︑借金の返

○櫻井充君 そうすると︑文部科学省としては︑

す︒そういうことをやっているから︑特定機能病

︹速記中止︺

当初一兆円の借金を背負わされたと︑これは当然

院としての役割以上のことをやらされていて︑だ

それよりも︑何で一兆円の借金背負わされている

のことだと思っているという認識でよろしいんで

から苦しんでいるんですよ︒

円の借金がありますので︑これをしっかり返済し

○政府参考人︵信濃正範君︶ 結果として今一兆

言われました︒診療報酬引き上げないと︑この借

言われたかというと︑診療報酬引き上げてくれと

現場の国立大学の先生方と話をしたときに何と

文部科学省︒我々は︑今のがおかしいんじゃない

立大学の先生方聞いたら相当怒ると思いますよ︑

然でしょうみたいな言い方ですよ︒こんなの︑国

で︑我々はちゃんと手当てしているからそれで当

今の言い方は︑借金背負っているのは当たり前

すね︒

ていくことは必要だと考えております︒
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変に重たく受け止めさせていただこうと思ってお

○大臣政務官︵新妻秀規君︶ 委員の御指摘は大

すか︑本当に︒

もう何の問題もないじゃないですか︒どう思いま

円︒こんなの最初からチャラにしてもらったら︑

諸悪の根源は︒たった一兆円ですよ︑たった一兆

務省が一番の問題なんですよ︑現状を知らない︑

回も申し上げるけど︒敵は財務省なんだから︒財

ですかと文部科学省を応援しているんですよ︑何

現状なんですよ︒

の医局からこうしてくれと言われたってできない

活費を稼ぐだけにきゅうきゅうとしていって︑そ

もじゃないけれど︑結局のところは自分たちの生

より負担を強いられるようになってきたら︑とて

生になりましたよ︒だけど︑大学院生になったら︑

が問題なんだと言われました︒それで結局大学院

あって︑大学院研究生というはっきりしない身分

う一つは︑僕らのときには医員待ちという制度が

うことを申し上げているんです︒

り何ともならないので検討していただきたいとい

い問題なんですよ︒この全体の構造を変えない限

せんが︑厚生労働省だけでやろうとしてもできな

するに︑表面上のと言ったら怒られるかもしれま

るわけですよ︒医師不足対策としての本来の︑要

今回の︑でもこれ医師不足対策としてやってい

○櫻井充君 ありがとうございます︒

す︒

その上で︑今御指摘がありました︑大学が持っ

の問題として一度議論していただきたいと思いま

は厚生労働省の領域を超えていますが︑内閣全体

うと思っていないんですよ︒なぜならば︑医師定

当にこれで大丈夫なのかというと︑僕はそれはそ

常勤医だけで一〇〇％の病院になったとして︑本

その上で︑じゃ︑常勤医が仮に一〇〇％という︑

ている借金をゼロにしようか︑ゼロにできないか

すが︑いかがでしょうか︒

数の定め方がおかしいんですよ︒今の医師定数の

大臣︑改めてお願いです︒ここのことについて

という御提言につきましては︑国がどう負担をす

○国務大臣︵加藤勝信君︶ これまでのいろんな

ります︒

るのか様々な議論があるところでありまして︑今

定め方は︑ベッド何床に対して医者一人︑外来の

じゃ︑大臣︑当直する医者はカウントされてい

議論の中で今の形になっているんだろうというふ

大学病院等特定機能病院の位置付け︑役割という

ますか︑そして︑手術する医者はカウントされて

後課題として認識を重たく受け止めさせていただ

ものも今議論をさせていただいておるわけであり

いますか︑検査する医者はカウントされています

患者何人に医者一人ということで割り当てられて

ますから︑そうすると︑特定機能病院としての役

か︒実は︑こういう医者はカウントされておりま

うに思いますけれども︑今︑私ども︑地域医療構

本当に︒これは一回︑問題提起してもらいたいん

割を果たしていくという中において︑そういった

せん︒ですから︑ベッド何床について医者一人︑

いております︒

です︒

問題も含めてどうなっていくのか︑そういった視

それから︑外来の人数︑患者さんの数に応じての

います︒

まずここを解決していかないと︑大学の医者の給

点も含めて︑これは基本は︑ベースは文科省でお

医師定数の定め方だけでは実は十分ではないと思

想を進めていくわけであります︒その中で︑特に

与をちゃんと確保してもらわないと︑大学で抱え

やりになることでありますが︑ただ︑我々として︑

っているんです︒この現状についてどう思われま

○櫻井充君 ありがとうございます︒

ている医者を長期間その地方の病院に派遣すると

今申し上げた視点等々関係する部分もありますの

すか︒

最初からそう言ってもらえば済んだ話なんだよ︑

いうことはできないんですよ︒ですから︑今のよ

で︑そこはよく連携させていただきたいと思いま

これは︑加藤大臣︑さっきも申し上げたとおり︑

うな勤務体系を変えていかなきゃいけないし︑も
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ているわけではありませんが︑いろんなことを勘

ょっと私も正直言ってその詳細について承知をし

○国務大臣︵加藤勝信君︶ 今の定数の定め︑ち

機械がやるのではなくて︑医師の手でやらなけれ

そんなにあったわけではありません︒これは全て

ているかと思いますが︑昔だってこういう検査︑

うか︒恐らく大概の方々は胃カメラの検査を受け

ことです︒むしろ︑実態をちゃんと見ていただい

う字面だけで言うのはやめていただきたいという

非常勤も入れて適合率は九十何％ですと︑そうい

その上で︑ですから︑私が申し上げているのは︑

案しながらそういった数字はつくられているんだ

ですから︑そういう意味合いでいうと︑こうい

た上で︑医者の数が足りているのか足りていない

技術︑いろいろ変わってきているわけであります︒

うことをやる人たちが物すごく増えてきていて︑

これは要望ですし︑それから︑次回も多分︑い

ばいけないということです︒

そういったことはどこまで反映されているのかと

これがまた医者の業務そのもの自体を膨らませて

つ頃になるのか分かりません︑もう来月になるか

ろうと思いますけれども︑ただ︑今言った︑医療

いうところを含めて︑それから︑先ほど申し上げ

いるということを是非理解していただきたいと思

再来月になるか分かりませんが︑そのときにまた

のか︑そこら辺の議論をしていただきたいと︑そ

ておりますように︑もう機能ごとにそれぞれいろ
うんです︒

す︒今ここにいらっしゃる方々で胃カメラの検査

査でした︒それがごく当たり前になってきていま

のは当たり前になりました︒これ︑相当大変な検

しい︑心電図に若干異常があったときに検査する

うというのがもう当たり前になりました︒胸が苦

環器の領域でいえば︑心臓のカテーテル検査を行

それから量が全然違ってきています︒例えば︑循

です︒医療の技術の進歩によって︑検査する内容︑

今大臣がおっしゃった︑本当にそのとおりなん

○櫻井充君 ありがとうございます︒

す︒

せんが︑少し勉強はさせていただきたいと思いま

ません︑今の段階で明確なことは申し上げられま

というふうに思っておりますので︑ちょっと済み

たことも含めて考えていくべき視点もあるのかな

していただきたい︒

って何とかもっているんだということをまず認識

すると思います︒そのぐらい医者の過重労働によ

に守れと言ったら︑恐らく地域の病院は全部破綻

ーされてきています︒これ︑だけど︑これを厳格

なわけですよ︒だけど︑いまだにそこは全部スル

る︒もう働き方改革からいったら絶対的におかし

れで︑今度はまた次の日ずうっと勤務してきてい

院︑大きな病院の当直医は寝れないわけです︒そ

もう根本的に変わってきています︒ほとんどの病

次の日また勤務してくださいという当直とは今は

しまいだと︑後はそこでほとんど寝れて︑あとは

思いますが︑昔のように夜八時に見回りをしてお

について次回きちんと議論させていただきたいと

が︑もう一つは当直の問題です︒この当直の問題

これは次回議論させていただきたいと思います

重要でございます︒このような観点も含め︑入院

の活用も含め︑地域における医療機関間の連携が

を構築していくためには︑地域医療連携推進法人

まえ︑地域ごとに質が高く効率的な医療提供体制

人口減少や高齢化による医療ニーズの変化を踏

○政府参考人︵武田俊彦君︶ お答えいたします︒

いかがでしょうか︒

ないんでしょうか︒私はおかしいと思いますが︑

なに次から次に新しい会議体をつくらなきゃいけ

がございました︒地域医療のために一体何でこん

また新しい協議会をつくるんだと︑そういう提案

に︑地域の外来機能の偏在︑不足へ対応するので

さて︑今回の構想の中で︑最初説明があった際

は議論をしていきたいと︑そう思います︒

だけるんだと思っていますので︑そのときにそこ

議論させていただける時間はたっぷり取っていた

う思っています︒

んな形態も出てくるわけでありますから︑そうし

を受けたことのない人は何人いらっしゃるでしょ
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域の関係者の合意を得ていくことが必要であると

体制も一体的に捉え︑可能な限り効率的な形で地

上では︑入院医療だけではなくて外来医療の提供

このような医療機能の分化︑連携を進めていく

議論が進められております︒

する地域医療構想調整会議︑ここで今︑具体的な

て︑各地域の医療関係者︑医療保険者などが参画

道府県が地域医療構想を策定し︑その達成に向け

医療機能の分化︑連携を進めるため︑現在︑各都

機能の分化︑連携ということでできた会議でござ

おりますけれども︑この地域医療構想自体が病床

にここで様々な議論が行われているとは承知して

うのが今既に動いてございますけれども︑実質的

しましたとおり︑この地域医療構想調整会議とい

○政府参考人︵武田俊彦君︶ 先ほどお答えいた

性︑僕はないと思うんですよね︒違いますか︒

されたんですよ︒だから︑こんなことをやる必要

何もこんな︑新しい会議つくるってこの資料を渡

のところを調整するということでやってしまえば︑

ると思っているんですよ︒

て︑全体像を見てやっていないところに問題があ

この会議︑この会議はこの会議みたいな形になっ

で︑厚生労働省の中も縦割りだから︑この会議は

そしてもう一点申し上げておきたいのは︑縦割り

もう少し︑繰り返しになります︑全体を見て︑

僕はおかしいと思いますよ︒

であって︑一々協議体をつくるということ自体︑

そこの中の分科会みたいにさせればいいだけの話

活用し︑一体的な協議体とすることができるよう

に同じにいたしまして︑地域医療構想調整会議も

整会議と設置主体とか設置単位︑構成員を基本的

という御指摘もございますので︑地域医療構想調

同じような会議が並列で行われることが非効率だ

おりますけれども︑委員今御指摘もございました

地域で協議会をつくるということが盛り込まれて

今回︑法律におきましては︑外来医療に関して

に決めているんであれば︑別にそこの運用のとこ

とを決めたわけでは︑決めている︑そういうふう

れのためだけにやらなきゃいけないなんというこ

その地域医療構想調整会議というのは必ずしもそ

○櫻井充君 済みませんが︑そうであれば︑別に

そういうふうに考えているところでございます︒

た上で︑実態としては一体的な運用ができないか︑

での協議体をつくるということをまず法律上定め

いますので︑今回︑外来という新しい視点で地域

す︒

様々な御意見もいただいているところでございま

会議体が増えていくということにつきましては

○政府参考人︵武田俊彦君︶ 地域で同じような

違いますか︒

でやれるようにすることだと私は思いますけど︑

からね︑言っていることが︑基本的には調整会議

調整会議そのもので︑基本的にはですよ︑逆です

そういう意味合いでは︑繰り返しになりますが︑

考えております︒

制度設計をしているところでございまして︑こう

ろを広げればおしまいなんじゃないですか︒

っと譲歩していただいてここまで来ましたが︑そ

てもらったんですよ︑相当議論いたしました︒や

○櫻井充君 いや︑この点は相当部屋で議論させ

すると︑もう少し整理してくださいよ︑整理︒だ

っている人たちはほとんど一緒です︒であったと

会議つくらなきゃいけないんですよ︒だけど︑や

の会議つくれ︑何の会議つくれと言われて︑次々

地域は︑厚生労働省から︑この会議つくれ︑あ

○櫻井充君 是非そうしていただきたいと思いま

私どもとしても努めてまいりたいと思います︒

関する協議の場︑一体的に運用されていくように︑

想調整会議と今回新たに設置をいたします外来に

の場ということにつきましても︑この地域医療構

いくことで考えてございますけれども︑この地域

る様々な会議体を地域医療対策協議会に統合して

今回の法律の中では︑都道府県に設置されてい

いった運用を都道府県にも促してまいりたいと考

れでも私は︑元々︑地域医療構想調整会議という

から︑この調整会議がまず親会議として存在して︑

えております︒

のがあれば︑別にそこの中で外来とそれから病院
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いんですよ︒こういういいものをつくっておきな

このいい内容がなかなか地域で進んでいっていな

ど︑これはすごくいい内容なんです︒残念ながら︑

対せざるを得なくなって反対票投じました︒だけ

個人的には大賛成だったんですけど︑党として反

ですよ︒私はこれすごくいい案だと思っていて︑

医療連携推進法人なる法人もでき上がっているん

そしておまけに︑これ昨年︑一昨年かな︑地域

○櫻井充君 今のこの地域医療連携推進法人の中

ます︒

ように普及に努めてまいりたいというふうに思い

としても︑この制度をもっと活用していただける

う形で普及が進んでございますけれども︑私ども

御指摘のとおり︑地域医療の連携を推進するとい

新たに二つの法人で設立が認められておりまして︑

して︑四つの法人が設立をされましたが︑今年度

も︑昨年度から制度としてはスタートしておりま

その地域医療連携推進法人でございますけれど

りした方がいいでしょうと︒そういう法人でき上

ないけど︑そういうところでローテーションした

う勤務形態の︑楽なと言ったら怒られるかもしれ

疲れてくるので︑たまにローテーションで少しこ

急病院︑救急をずっとやっているとなると医者も

かなか難しいと︒しかも︑中核病院のように︑救

と︑一つの病院単独で医師確保するというのはな

構想を持っておられまして︑それはなぜかという

きに︑この法案できる前から内藤院長︑こういう

せていただいて︑元々彼なんかと話をしていたと

す︒

がら︑また別なものをつくるんですよ︒これ実は︑

がってくると︑今度は地域の連携もきちんとでき

Ｂ病院で勝手に当直医決めているわけです︒もち

には︑これ開業医の方々も入っていますよね︒

して設立をされておりますけれども︑ここには地

ろん誰ですということは一応地域の中で共有され

別に︑ここの名前から分かるように︑地域医療連

そして︑今この法人を使って︑どの程度︑地域医

区医師会︑地区歯科医師会︑地区薬剤師会も構成

ているところもあるかもしれませんが︑でも︑そ

るわけです︒

療全体の連携が進んできているんでしょうか︒

員として入っておりまして︑非常に幅広に議論が

うすると︑外科系の医者だけが当直に回ったり内

○政府参考人︵武田俊彦君︶ 例えば︑今年の四

○政府参考人︵武田俊彦君︶ ただいま御指摘の

行われているというふうに承知をしております︒

科系の医者だけが当直に回ったりするときがある

携推進法人なので︑外来も何も関係ないんです︒

ございました地域医療連携推進法人でございます

○櫻井充君 そうなんですよ︒要するに何かとい

んですよ︒だけど︑こういう連携していったとき

細かい話になるかもしれませんが︑大臣︑今ま

けれども︑この地域医療連携推進法人につきまし

うと︑外来も全部入っているんです︒そうすると︑

に︑例えば︑最初にこの連携している何とか会議

月一日に設立が認定をされました日本海ヘルスケ

ては︑基本的に任意で︑こういう連携を進めると

また新しい外来のためだけのこんな組織つくる必

のところで︑構想会議でもどこでもいいんですが︑

ここの場でやればいいんですよ︒何でこういうこ

いう合意ができたところで設立ができるという形

要性ないんですよ︒自分たちでこれ法案通してく

月曜日はＡ病院は外科系にしてくださいと︑Ｂ病

での当直というのは︑Ａ病院はＡ病院︑Ｂ病院は

でございますが︑今回の地域医療構想調整会議と

ださいといってお願いに来て︑これは繰り返しに

院は内科系にしてくださいと言ってくると︑救急

アネット︑これ山形県庄内地方で連携推進法人と

一体的な運用を行うことも考えている外来の協議

なりますが︑これは非常に僕はいい法人だと思っ

とを︑今度はこの法人は使えないんでしょうか︒

の場につきましては︑これは全てのところで設置

車の搬送も非常に楽になるんですよね︒あとはカ

ルテの共有とか必要になってくるのでそこをＩＴ

ているんです︒
特に︑県南中核病院の内藤院長なども意見言わ

をお願いをしたいというふうに考えているところ
でございます︒

- 10 -

厚生労働
平成３０年４月１９日

ていない人たちが︑ただ会議体だけつくれば何と

残念ながらそこの現場のところをきちんと理解し

し︑僕は正しい方向だと思っています︒だけど︑

化していきましょうという方向は決して悪くない

たと︑各地域に任せてきた︒それをネットワーク

これまで︑残念ながら各個人の病院に任せてき

思っているんです︒

ていけば︑もっともっと効率的な医療ができると

で結んでくるとか︑こういうことをちゃんとやっ

ットというのは大変大きなものがあるというふう

うと思いますけれども︑こうした連携をするメリ

地域でいろんな︑何というか︑具体的な目標は違

というふうに思いますし︑いろんな意味で︑地域

域医療連携推進︑これ私もしっかり推進すべきだ

○国務大臣︵加藤勝信君︶ 今委員お話あった地

大臣︑その点いかがだと思いますか︒

ことをやり過ぎだと︑そう思っているんですよ︒

今回︑ここは相当議論しましたが︑私は無駄な

くかということは大変大事なポイントなんだろう

でありますので︑ただそことどう連携を図ってい

から︑今のはもうちょっと小さい二次医療圏単位

今︑都道府県を一つのカバレッジにしております

また︑この地域医療連携推進協議会そのもの自体︑

話をさせていただきたいというふうに思いますし︑

めてこの実施においてはよく都道府県等々ともお

ただいているつもりでありますから︑その辺も含

に運用していただけるような仕組みにはさせてい

まさにこれこそ地域の実情においてそこは弾力的

その中で︑今委員からも御指摘ありましたけれ

○櫻井充君 ピラミッド型になるのかネットワー

に思います︒

て外来の問題があるから︑だから︑じゃ︑外来に

ども︑実は俯瞰的に見ると︑まず基本的には︑都

ク型になるのか分からないけれど︑やっぱり組織

なく問題が解決するような形になって︑こうやっ
ついてこういう協議体つくってやってくださいの

道府県の医療審議会というのがまずあります︒そ

化していかなきゃいけないと思うんです︒それを

ろでいろんな話をしていって︑あとは連携してい

んだと思うんですよ︒そして︑その親会議のとこ

想調整会議ですか︑これがまず親会議としてある

見えなくなってきているんです︒この地域医療構

いう絵を描いているのか︑僕は厚生労働省の絵が

いただいているんだと思いますが︑ただ︑その上

理をさせていただいたということは委員も御認識

いろんなものがありましたので︑今回ある程度整

構とか地域医療支援センター運営協議会とか等々

外にもこれは予算措置等々で︑へき地医療支援機

地域医療構想調整会議というのがあって︑それ以

つくったところに︑もっとここにそのお金を使い

えば今申し上げたような地域医療連携推進法人を

税版のやつが︒あれをもう少し有効活用して︑例

昔の地域医療再生基金がありますね︑それの消費

これ通告していませんが︑消費税を基金とした

で︑ある種やはりお金が必要になります︒

どう機能させていくのかということがすごく大事

というふうにも思います︒

話になるんですよ︒

れ以外に︑今回の地域医療対策協議会というのと

った方がいいですよねと︒ここは︑人のやり取り

において︑こうしてそれぞれ看板を別々に持たな

ますよとか︑その予算措置とそれから制度と一体

だから︑繰り返しになりますが︑絵としてどう

だけではなくてお金のやり取りもできるし︑薬の

きゃいけないのかという御指摘なんだろうという

ね︒だけど︑残念ながら今のところはそういうふ

共同購入もできるし︑いろんなメリットがあるん

ですから︑そこは一応それぞれ役割が違うとこ

うになってきていないと︒今年から変わったやに

化させていくともっと進んでいくと思うんですよ

しその会議体をうまく使えるような︑そういう工

ろもありますから︑法律においてはそれぞれ看板

聞いてきていますが︑いいですか︑変わってきて

ふうに思います︒

夫を最初から制度をつくるときにやるべきなんで

を別にというふうにつくってはおりますけれども︑

ですよ︒だから︑そうであったとしたら︑もう少

す︒
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積極的に推進していくことによって︑今厚生労働

いるというふうに聞いていますが︑むしろそこを
の方針はこのことなんでしょう︒このことが連携

やっぱり連携したところというのは︑厚生労働省

れていくと︑これは︑これから先︑イノベーショ

すから︑そこの何か原資といいますか︑元を断た

これ︑予算措置してもらったら全然この進み方

それから︑国立大学の教員の給料の話がありま

ンや労働生産性も含めてやっていこうというとき

今の基金そのものは県の方に預けています︑県

が違うと思っていて︑予算は予算︑制度は制度で

したけど︑私︑レジデント六年のうち五年弱が大

していることの形の一つであったとすれば︑そこ

の方に任せています︒県は県の考え方があるでし

ばらばらにしてきているから思っているように進

学でして︑その後︑ちょっと間隔空けて︑講師︑

省が進めていこうとしている政策が僕は進んでい

ょう︒県と国の考え方︑一致させなきゃいけない

んでいかないわけです︒そしてまた︑新たな会議

助教授で十年弱大学にいましたね︒最後のときの

に︑その原資を断っている方向というのはやっぱ

ですよね︑まず︑そういうふうな意味合いでいう

体をつくろうとするすごく無駄な行政が行われて

給料は︑私︑配偶者特別控除︑該当しましたから︑

に予算措置するのは当たり前の話だと思うんです︒

と︒そこで一致させていくのであれば︑国として

きているので︑是非そこを︑もう一回繰り返しに

それで大体どんなものか分かると思いますよ︒四

くんだと思うんです︒

こういう方向性でやっていきたい︑だからこの予

なりますが︑一体でお考えいただきたいというこ

り間違いだと思います︒

算についてはこういう形で使っていくんだと︑そ

十五歳ですよ︒そんなものですよ︑国立大学って︒

修は禁止という科でしたから︑そうなんでしょう︒

まあ︑うちの科は伝統的に平日の関連施設への研

とを申し上げまして︑私の質問を終わります︒
○足立信也君 民進党の足立信也です︒

ありがとうございました︒

こをもう少し明確にすべきではないのかなと︑そ
う思いますが︑いかがでしょうか︒大臣にお願い
します︑これは大臣にお願いします︒

実際はそういうところです︒

とについて使えるかどうかといえば︑排除してい

学助成金の減額︑これ︑この構図は︑医療崩壊と

最初の借金︑それから運営費交付金の減額︑私

方から辞めさせてくれと言ってきているというん

これ現場の人間はびっくりしているんです︒事務

で話ししましたが︑非正規雇用の大量雇い止め︑

今︑櫻井さんの質問を聞いていて︑ちょっと具

るわけではありませんけれども︑じゃ︑必ずしも

言われた構図と同じなんですよ︒そして︑やっぱ

ですよ︒これが実態ですよ︒この事務方というの

○国務大臣︵加藤勝信君︶ 今委員がおっしゃっ

それから︑さっき︑文科省はもういらっしゃら

今のメニューの中に具体的に載っているのかとい

り弱い立場のところからどんどん辞めざるを得な

は文科省が直に関連しているわけですからね︒こ

体的に私が説明したい部分があったので︑それを

うことですよね︑というふうに聞いておりまして︑

くなって︑業務量は︑上といいますか︑専門職の

の大量雇い止めの件も︑大学あるいは医学部に関

た基金は地域医療介護総合確保基金︑これだと思

その辺含めてこの確保基金︑これをどう使ってい

方々にどんどんどんどん重なっていくんですよね︒

してはそういうことだったということを最初に伝

ないのであれなんですが︑以前︑私︑この委員会

くのか︑こういったことも含めてよく中で議論を

で︑立ち去り型サボタージュとかそういう形にな

えておきたいと思います︒

先にやりますね︒

させていただきたいというふうに思います︒

ってきて︑医療崩壊の構図と同じ︒医療崩壊には︑

います︒今お話があった地域医療連携を進めるこ

○櫻井充君 これ︑連携するために今回こういう

これに加えて訴訟の問題があったわけですよ︒で

それから︑ちょっと法案の質疑に入る前に︑大

提案してきているわけですよ︒であったとすれば︑
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えは国民の敵だと言うことは︑国民を敵に回して

ばれた国民の代表である国会議員に対して︑おま

実力組織である自衛隊のしかも幹部が︑選挙で選

報の問題が今大きくなっていますが︑それ以前に︑

年以上︑上に言わなかったわけですよ︒これ︑情

の問題も︑去年報告が幕僚長に上がっていて︑一

陸海空から集まったエリートの方︒イラクの日報

これは︑統合幕僚というとエリートですよね︑

すね︒

い等々︑十五分間にわたってということがありま

えは国民の敵だと︑おまえの議員活動は気持ち悪

ね︑三佐ですね︑うちの小西議員に対して︑おま

月曜日の夜九時︑統合幕僚監部の三等空佐ですか

臣の意見というか感想をお聞きしたいんですけど︑

れは責任を取って辞めるしかない話だと思います

○足立信也君 これはやっぱり幕僚︑責任者︑こ

うふうに承知をしております︒

応も含めて防衛省内において議論されているとい

うことでありますし︑これに対して︑今厳正に対

た発言をすること︑これは全く適切ではないとい

そして一定の地位にある方︑そうした方がそうし

けれども︑今御指摘のように︑実力組織である︑

も発言があったというふうに認識をしております

○国務大臣︵加藤勝信君︶ これは防衛大臣から

の危機だと思いませんか︒

大臣︑どう捉えていますか︒民主主義の成り立ち

ておまえは国民の敵だと︑こう言うことに対して︑

組織である統合幕僚部の幹部が︑国会議員に対し

とが重要なんだと︑これがアンケートなんですが︑

外ができることを医師以外の業種の方々がやるこ

れているタスクシフティングなんですよ︒医師以

は何かという質問については︑厚労省でも検討さ

そこで︑じゃ︑これを解決する最も重要なもの

すね︒

っていると︒これが日本とアメリカの違いなんで

責任が重くて︑ストレスが多くて︑自分の命を削

もうお分かりだと思いますが︑勤務時間が長くて︑

る人は自分の子供や友人に勧めない︒その理由は︑

ごい差があるんです︒実際に医師として働いてい

本人は勧めるが四二％︑アメリカは五七％︑物す

う職業を勧めるかというアンケートなんです︒日

ンケートなんですが︑自分の子や友人に医師とい

ところが︑厚労省のあの十万人アンケート︑勤務

しょうか︒これ︑でも大掛かりな調査ですね︒こ

よ︒それだけで足りるのかという話になってくる
さて︑法案についていきますが︑やっぱりよく

れでは︑他職種との分担可能な業務として︑患者

いるのと同じですよ︒しかも︑実力組織の幹部で
いうのが本当に大きな問題ですが︑私は民主主義

言われている医師の偏在︑要するに地域偏在と診

さんへの説明や合意形成︑これに一日八十二分使

実態調査︒実際︑回答者は一万五千人ちょっとで

の成り立ちそのものを彼らは理解していないんじ

療科の偏在︑これをどう解消するかということが

っている︒分担できると答えた人は八％しかいな

と私は思います︒

ゃないかと思うんですよ︒この問題は極めて大き

今回の法律案の趣旨だと︑そう捉えていますが︑

いんですよ︒もう一つ︑医療記録の作成︑これ一

すよ︒これは︑シビリアンコントロールの問題と

い︒

インターネットでこういうアンケートがあるんで

日九十三分︑一時間半使っている︑毎日毎日︒こ

あしたから国会は不正常になるかもしれません

すよ︒
日本人医師千五百八十二人︑アメリカ人医師千

けど︑これはとんでもない事態ですよ︒戦前の話
がよく出てきます︒あのときの中佐が罵倒をした

百五十人にアンケート︒これ︑両親又は一方の親

さっきのアンケート︑タスクシフティングが一

れは︑分担できると答えた人は一四％しかいない

というのもありました︒黙れということですね︑

に医師はいるかというと︑日本は七三％︑アメリ

番重要だと︒でも︑厚労省の調査では僅かそれぐ

んですよ︒

国会議員に対して︒

カは八〇％いないでほぼ変わらない︑そういうア

このこと︑民主主義の根幹に関わること︒実力
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うことで︑医師の労働時間に関する検討会で出て

どう捉えますか︒これから緊急に講じる事態とい

らいしかできると思っていないんですよ︒これを

ます︒

トを進めるべきであるということを考えてござい

能なものに関しましてはでき得る限りタスクシフ

ばできない部分がある一方で︑他の職種に分担可

ころをまず申し上げておきたいと思います︒

を聞いて︑あっ︑そうなのかなと改めて思ったと

いうか︑やるべき課題に挙がっているということ

医師に関しましては︑長時間労働の実態がある

弁をさせていただきます︒

○政府参考人︵武田俊彦君︶ まず私の方から答

を厚労省はどう捉えて︑どう対処しますか︒

加えてどのような業務がタスクシフトできるか更

軽減することとしておりますけれども︑これらに

職種により分担して実施することで医師の負担を

診断書の代行入力などについて︑原則医師以外の

きましても︑例えば検査手順の説明や入院の説明︑

先ほど触れさせていただいた緊急的な取組にお

めておりますから︑そういうのも見ながら︑それ

細な勤務実態について把握して分析する作業を進

においてタイムスタディー調査を行い︑医師の詳

それだけなのかという部分については︑今厚労省

まずやってくださいと︒しかし︑加えて︑じゃ︑

字なんですね︒ですから︑その範囲ではまずやる︑

聞きをして︑医師が判断してどうですかという数

その上で︑今の数字はあくまでも医師の方にお

いますね︒この中の一つの項目ですよ︒それぐら

一方で︑応招義務など特殊性を踏まえた対応が必

に検討を行ってまいりたいと考えております︒

い︑一〇％前後しかできると思っていない︒これ

要であるということから︑昨年三月に取りまとめ

ましても︑こういった観点から様々な改定が行わ

でございます︒また︑今般の診療報酬改定におき

のアンケートというのもありまして︑これによる

○足立信也君 ところが︑全国自治体病院協議会

うに思います︒

をベースとしていろんな専門家から聞いて︑さら

れたというふうに承知をしております︒

と︑さっき六項目挙げましたね︑緊急に取り組む

したがいまして︑今御指摘のあったところに限

○足立信也君 いや︑タスクシフティングが重要

べきこと︒この中で実施できないという割合があ

られた働き方改革実行計画において︑二年後を目

る検討会を立ち上げまして︑時間外労働規制の在

だといって検討会の方でも緊急に講ずるべきだと

るんですが︑タスクシフティングは一三％しか実

にどういうものができるかできないか︑こういっ

り方や具体的な勤務環境改善策の検討を行ってお

いって︑でも︑厚労省のアンケートですよ︑一

施できないがなくて︑これはできる︒だから︑厚

らず︑可能な限り︑医師について他職種でできる

りまして︑本年二月には中間的な論点整理︑医師

〇％前後しかそれはできないと︒これに対してど

労省のアンケートと自治体病院協議会と大分違う

途に規制の具体的な在り方︑労働時間の短縮策等

の労働時間短縮に向けた緊急的な取組︑今御指摘

ういう対応を取りますかということなんですよ︑

んですね︒これは私は︑結構人が多いんではなか

た議論をしっかり進めていきたいと︑こういうふ

ありました︑こういったことを取りまとめたとこ

質問はね︒大臣の方で追加があれば︒

ろうかと︑自治体病院は︑思っています︒

ものについて検討を行ってまいりたいという趣旨

ろでございます︒

○国務大臣︵加藤勝信君︶ まず︑先ほどの委員

それは置いておいて︑実施できない割合が高い

について検討し︑結論を得るというふうにされて

から医療記録につきましては︑確かに御指摘があ

からの日米のアンケート調査ですか︑アメリカで

のが労働時間管理の適正化に向けた取組︑つまり

いるところでございます︒

ったようなパーセンテージが他の職種に分担可能

もタスクシフティングということに重点︑重点と

御指摘があった患者への説明︑合意形成︑それ

これを受けて︑現在︑医師の働き方改革に関す

ということでございますけれども︑医師でなけれ
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極めて高いんですね︒

に向けた取組︑できないと︑四八％︒この二つが

それから︑医療機関の状況に応じた労働時間短縮

労働時間を把握すること︑七二％ができないと︒

きます︒

○足立信也君 ちょっと飛んで︑その具体論に行

考えております︒

ができるか︑総合的に検討していく必要があると

はり︑関係団体と国と協力をしてどのようなこと

ということを示しているところでございます︒

働く方が業務に従事する時間は労働時間に当たる

おりまして︑使用者の明示又は黙示の指示により

下に置かれている時間のことをいうものとされて

おきましては︑労働時間とは︑使用者の指揮命令

しては︑できないという理由の中で︑ＩＣカード

摘のありました医師の労働時間管理の適正化に関

ケート調査でございますけれども︑例えば今御指

摘のありましたこの全国自治体病院協議会のアン

○政府参考人︵武田俊彦君︶ ただいま委員御指

いう対応を考えられますか︒

は︑病院にいて実際に診療に携わっている時間も︑

大きいわけですよ︒先ほどの厚労省の調査の中に

できないからできないんだという理由がやっぱり

ゃないか︑よく言われる自己研さん︑これが区別

なぜできないか︑病院にいても労働時間かそうじ

先ほどの全国自治体病院協議会のアンケートでは︑

で条件をやっぱり決める必要があると思いますが︑

なぜ労働時間が適正に把握できないのか︑ここ

令したかどうか全部調べなきゃいけなくなるじゃ

○足立信也君 そんなことを言うと︑使用者が命

えております︒

ている場合は労働時間に該当するということと考

ども︑客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれ

別具体的に判断をする必要があると思いますけれ

につきましても︑こうしたことに照らしまして個

に勉強する時間あるいは症例を取りまとめる時間

御指摘をいただきました医師の方が診療のため

この労働時間管理の適正化︑つまり労働時間の

などによって出退時間を把握しても︑勤務時間と

それから自己研さんのための時間も両方入ってい

把握ができないということなんです︒これはどう

自己研さんの区別を客観的に把握することが難し

始めとする社会全体の理解が不可欠であることな

応招義務︑勤務時間内での病状説明など︑患者を

により宿直明けの勤務負担の緩和が難しいとか︑

しても︑実施できないという病院では︑医師不足

ます︒また︑労働時間短縮に向けた取組につきま

ることなどの理由が挙げられているようでござい

の考え方としては︑それは労働時間に入る︑そう

わけです︒この時間というのは︑今の厚生労働省

それをまとめなきゃいけないというのは当然ある

その結果について多くの人に知ってもらうために

も︑診療のために勉強しなきゃいけない︑また︑

ろって僕は医学部入ったとき言われましたけれど

そこで︑診療のために当然我々は︑一生勉強し

とになるわけですが︑これは男性の二八％︑女性

つまり月に換算すると八十時間の時間外というこ

どの調査は︑具体的に言いますと週六十時間以上︑

これは労働時間と別になっているんですよ︒先ほ

コール︑まあ待機ですよね︑オンコールの時間は︑

先ほどの厚労省の勤務実態調査は︑これ︑オン

ないですか︒当たり前にこれが診療のために必要

どが挙げられているところでございまして︑これ

いう前提でいいんでしょうか︑六番に行きました︒

は一七％です︒それに加え︑二十代の医師のオン

ますね︒

らの論点につきましては︑医師の働き方改革の検

○政府参考人︵山越敬一君︶ 厚生労働省におき

コール︑待機時間は男が十六時間︑女性は十二時

いとか︑日々チェックし判断することは困難であ

討会でも議論がされているところでございます︒

ましては︑労働時間の正確な把握のためのガイド

間となっているわけです︒

なことだと︑そういう前提に立っていると思いま

私ども︑この間︑中間論点をまとめさせていた

ラインを策定しております︒このガイドラインに

すよ︒

だきましたが︑それぞれの論点につきまして︑や
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コールは︒

と考えているんですか︒これは命令ですよ︑オン

いる時間︑待機の時間︑これは労働時間に含める

然労働時間になると思いますが︑この束縛されて

このオンコール︑呼ばれて診療に携わったら当

す︒

○政府参考人︵山越敬一君︶ お答え申し上げま

いますよね︑その確認です︒

別条項︑これはほかの職業の方と同様に掛かって

準法の労働時間︑三六協定の限度基準あるいは特

特定機能病院や︑あるいは医師や医療従事者︑基

のについては把握できておりません︒

とか︑その時間というものについての数というも

えば︑届けられていないものの件数でございます

特定機能病院のその三六協定につきまして︑例

○足立信也君 含めるということをはっきりおっ

基準法上の考え方でございます︒

ういったものも労働時間に含めるというのが労働

事に即応するということで待機している時間︑こ

いわゆる手待ち時間︑指示があったときはその仕

○足立信也君 全部適用なので︑基準監督署が入

とではございません︒

るいは特別条項が適用除外となっているというこ

間に関する規定でございますとか限度基準告示あ

を理由に労働基準法第三十六条を含みます労働時

医師でありますことや特定機能病院であること

協定があったと︑そういう事例があるということ

百時間を超えるような延長時間が定められている

基準監督署に三六協定が届けられていないとか︑

しましても︑過去において︑御指摘のあった労働

は把握できておりませんけれども︑いずれにいた

そういったことが難しい側面があるので数として

がそれぞれ違うものでございますので︑なかなか

これは︑三六協定がその企業によって有効期間

○政府参考人︵山越敬一君︶ この労働時間は︑

しゃられたので︑となると︑先ほどの厚労省のア

は承知をしております︒

○足立信也君 これは実態はもちろん把握してほ

るということは当然といえば当然︒
それでは︑応招義務を︑先ほど答弁ありました

ンケート︑分けて質問されていますが︑セットで
合計時間を換算するとかなり長いですね︒これは

ます︒これは以前から議論ここでされているんで

六十四の病院で労働基準法違反という報道があり

かもしれませんが︑八十五の特定機能病院のうち

勧告したり︒これは記事で︑実際は持っていない

定機能病院に労働基準監督署が指導に入ったり︑

ところで︑これは共同通信だったですかね︑特

るような協定数というものは特定機能病院の中で

の未届けとか︑あるいは三六協定で百時間を超え

したが︑三六協定の未締結とか労働基準監督署へ

中で︑例えば︑今具体的に山越さんおっしゃいま

れていると思うんですが︑この今の報道にあった

方改革の検討会︑医師の部門ですね︑これ︑やら

それだけでは縛れないだろうということで︑働き

算では最低賃金に近い人もいる︑医師のような︑

師は︑年収一千万円以上もらっているが︑時給換

す︒そのときに︑当時の田村厚生労働大臣は︑医

たな働き方としてこの原型が提案されたと思いま

議合同会議︑ここで個人と企業の成長のための新

四月二十二日︑経済財政諮問会議・産業競争力会

この原型ができた︑出たというのは二〇一四年の

そんな中で︑これ︑高プロのことをちょっと︒

しいんだけれども︑現状はできていない︒

すが︑パンドラの箱を開けたということになって

把握は数はできていませんよね︒できていないで

このような働き方を助長するのではないかという

けど︑始めとして︑医師というのは違うだろうと︑

いて︑労働時間をきっちり議論し始めると大変な

すよね︒

言っておきたいと思います︒

ことになってくる︒

そこで︑さっき私︑年収の話を冒頭しましたが︑

懸念をその会議で表明している︒
す︒

○政府参考人︵山越敬一君︶ お答え申し上げま

この前︑いらっしゃいませんけど︑木村さんが
質問されていましたが︑現行の労働時間法制下で︑
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賃金構造基本統計調査における平成二十九年六月

御質問がございました︒

○政府参考人︵武田俊彦君︶ 勤務医の時間給の

はできていますか︒

最低の時間給で働いているんだと︒時間給の把握

として︒でも︑問題の︑今時間給ですよ︑時間給︑

年収の把握はできているんですよね︑厚生労働省

す︒

○政府参考人︵山越敬一君︶ お答え申し上げま

払う必要性が生じてくると思いますか︒

と︑そうなった場合に割増し賃金等はどれぐらい

言われているけれども︑これが時間外労働なんだ

えるのは難しいと思いますが︑今︑日直や当直と

これ︑以前私指摘しましたけど︑じゃ︑多分答

いけないんだとなってきたら大変なことになる︒

を今言わないと︑これが割増し賃金を払わなきゃ

ているということです︒

だけの実は隠れたこれからの負債というのが待っ

うのみというわけにはいきませんけれども︑それ

民間のシンクタンクの試算ですからね︑そのまま

が大変な問題なんだろうと私は思いますよ︒これ︑

ですけどね︒これをどうやって賄うかということ

金が一兆円だということですよ︒まあ奇妙な符合

兆円の借金からスタートして︑時間外の割増し賃

九百八十二万と言いました︒医学部︑歯学部が一

個々の事例については︑いろいろ様々な例があ

明に費やさせていただきました︒この法律案の審

そこで︑これが実態なので︑ここまで実態の説

勤務医の時間給につきましては︑平成二十九年
分の所定内給与額及び所定内実労働時間数から所

ると思いますので一概に申し上げることは難しい

定内の時間給を推計いたしますと︑約五千二百円
という数字で把握しております︒

議はかなり時間が必要だと私思っていますし︑次

がいつになるか分からないということもあります

と思います︒
その当直の場合の時間外労働時間数とか賃金の

○足立信也君 これは︑年代あるいは男女の性別︑
あるいは役職︑すごく差がありますので︑その資

態はそうです︑先ほど櫻井さんの質問の中でもあ

いは訴訟がどんどん起きてくるかもしれない︑実

これ全国に︑当然皆さんがそれに反応する︑ある

払わなきゃいけないと︑こういうことが起きて︑

時間だと︑労働していると︑これは割増し賃金を

裁の判例があって︑当直とか日直は実際には労働

ってくるというのは︑私は︑奈良県立病院の最高

したが︑この基準監督署が指導あるいは勧告︑入

ここで︑先ほどパンドラの箱を開けたと言いま

が試算したんですけど︑去年の臨床外科学会で︑

○足立信也君 あのね︑これ民間のシンクタンク

ているところでございます︒

算した金額としてこの裁判例の中では認定をされ

この額が宿直を時間外労働として割増し賃金を計

八十二万円余りとなっているところでございます︒

れている金額としては︑一人の方については九百

判例でございますと︑宿直の時間外労働︑認定さ

も︑今御指摘をいただきました奈良県立病院の裁

申し上げることは難しいと思っておりますけれど

ると考えられますけれども︑地域偏在に関しまし

過の中で様々な要因が合わさって現状に至ってい

医師偏在の要因につきましては︑これまでの経

○政府参考人︵武田俊彦君︶ お答えいたします︒

ょうか︒原因ですね︒どうでしょう︒

これ︑なぜ起きたというふうに捉えているんでし

は︑勤務医の地域偏在︑地域間格差といいますか︑

れない︑まあ当たり前のことだと思いますが︑で

っぱり分析があって︑その解釈がないと対策は取

消するためにというのが趣旨だと思いますが︑や

そこで︑地域間格差と診療科間格差︑これを解

ので︑まずは実態からスタートしました︒

りましたように︒ここで監督署がどんどん入って

これシンポジウムで公にされたんですが︑時間外

ては︑例えば︑本人や家族の志向や子供の教育な

状況︑そういった考慮要素がありますので一概に

いくということは︑まず働かせ過ぎ︑あるいは時

労働分の賃金︑年間で約一兆円︒今︑一人当たり

料は後でまたいただきたいと思います︒

間を︑これ以上は働いては駄目ですよということ
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の埼玉県百六十・一人では二倍程度の開きがござ

については︑最大の徳島県三百十五・九人と最小

字を見ますと︑都道府県ごとの人口十万対医師数

十八年の医師・歯科医師・薬剤師調査によって数

ちょっと御説明をさせていただきますと︑平成二

医師の地域偏在の現状につきましては︑併せて

ます︒

も︑要因としてあると考えているところでござい

ったものが︑例えばということでありますけれど

門医の維持を考慮して地方などを避ける︑こうい

や手術の経験などが異なり︑キャリアアップや専

がらない︑又は︑勤務地により経験できる症例数

どの生活環境の問題により本人が地方に赴任した

○政府参考人︵武田俊彦君︶ ただいま委員から

すが︑その点についてはどうでしょう︒

在を生んだ私は大きな理由じゃないかと思うんで

は労働環境と子供の教育環境だと︑これが地域偏

ると︑今︑行きたい意思はあるのに行けない理由

の議論ではないわけですね︒そういうことも考え

何というか︑小さな範囲の︑小さなコップの中で

も含めてそう動いているときに︑これは物すごく︑

るということは︑社会全体が今中央と地方の関係

て︑偏在解消という形だけで半ば強制的に行かせ

四十代では子供の教育環境ですよ︒これを無視し

らされたらたまらないということですね︒三十代︑

思いますが︑二十代では労働環境です︒一人でや

意思がないという理由は︑もう皆さん想像付くと

ような環境整備を行いつつ︑併せてインセンティ

なくともこの障壁を感じないで地方勤務ができる

整備を通じて︑医師の方々︑希望される医師が少

でございまして︑あくまで︑やはりこういう環境

こういった点についても予算措置を講じるところ

週に数回診療行ったりできるような体制の確保︑

グループ診療などを通じて︑医師の少ない地域に

度その医師が家族とともに都市部に住みながら︑

これ三十年度予算で計上しておりますし︑ある程

ような︑交代で勤務する医師の派遣に対する支援︑

定期的に休暇取得や中核病院での研さんが行える

ところでございます︒

おきましてもこの環境整備を図ることとしている

出させていただいたところでございます︒

な要因︑様々な実態を踏まえて︑今回の法案を提

こういったことでございまして︑こういった様々

最小の医師数が二倍以上に開いている現状にある︑

見た場合には︑三十四の都道府県において最大と

が得られない︑専門医等の資格の取得が困難であ

師からこういう回答ございましたし︑家族の理解

る︑子供の教育環境が整っていない︑三割近い医

ましては︑御指摘のとおり︑労働環境に不安があ

大規模な調査で挙げられている主な障壁といたし

も御指摘がございました︑私どもの医師に関する

視すると︑都市部に皆さん住んで︑でも︑派遣の

働環境やあるいは子供の教育環境ということを重

医師で何とかするという話ですよ︑結局はね︒労

局︑先ほど櫻井さんからあったように︑非常勤の

○足立信也君 今の武田さんの答弁になると︑結

とで取り組んでいきたいと思っております︒

ブについても重視をしていきたいと︑こういうこ

例えば︑労働環境に不安があるということでは︑

いますし︑二次医療圏ごとに人口十万対医師数を

○足立信也君 様々な実態ということですけれど

る︑希望する内容の仕事ができない︑こういう御

いいますかね︑それに偏っていっているんですよ︒

も︑ここで偏在を解消だけをやろうやろうとする

私ども︑何よりこういった方々が医師の少ない

だから︑この問題の全体に通底することは︑や

機能と︑週に何回かと︑結局そういうびほう策と
地域で勤務できるような環境整備を進めるという

っぱりこの国の将来の人口分布であり︑ここから

意見が出されております︒

先ほどの厚生労働省の勤務実態調査で︑医師の

ことは非常に大事だというふうに思っておりまし

医療機関へのアクセスがどうなるかという問題で

と︑それは強制になってしまうということを懸念

四四％ですか︑地方で勤務する意思がある︑四

て︑今回の法案に併せまして︑様々な予算措置に

する人がかなりいます︒

四％ある︒でも︑なぜそうできないか︑というか

- 18 -

厚生労働
平成３０年４月１９日

が︑厚労省の内部だけの話ではないということが

から︑ここは︑もうさっきの話と通ずることです

態調査で分析されて︑解釈もできているわけです

生んでしまう︑私はそう思います︒ただ︑勤務実

こだけで解決しようとするとまた新たなひずみを

いないと︑多分心だけの問題では解決しない︑そ

あり︑そこのシミュレーションがきちっとできて

もから見ても効果を上げているところも確かにご

行っていると承知をしておりますが︑非常に私ど

域の特性を踏まえて︑独自に工夫しながら運営を

ンターの運営でございますけれども︑それぞれ地

各都道府県におきまして︑この地域医療支援セ

○政府参考人︵武田俊彦君︶ お答えいたします︒

ょうか︒

ます︒

の向上を図っているというふうに承知をしており

だけでなく︑自治医科大学卒業生も含めて定着率

談して策定することで︑修学資金を貸与した医師

内容につきましても︑自治医科大学卒業生にも相

加する形で運用されておりまして︑プログラムの

師の方々全員がこのキャリア形成プログラムに参

貸与した医師だけではなくて︑自治医大の卒業医

望する医師と医療機関とを調整して勤務先をあっ

さらに︑都道府県が当該都道府県内で勤務を希

ざいます︒こういったところを横展開をしていく
思います︒

ということは是非考えてまいりたいというふうに

極めて大事です︒
そこで︑法案にも書かれておりますが︑地域医
療支援センター︑これ二〇一一年度予算から入っ

せんするドクターバンク事業につきましては︑長

コーディネーターが直接︑医師の下に出向いて登

例えば︑秋田県の例でございますけれども︑こ

きまして︑ミーティングを行い︑修学資金を貸与

録を促すことや︑県外の信州大学卒業生に対し登

て︑当初十五か所だったかと思うんですが︑一〇

に着いて︑何科の医師がどの程度どの地域に足り

した医師がキャリアや勤務先での問題を抱えてい

録を促す手紙を送付するといった取組も行われて

野県では︑事業への登録の希望が確認できた医師

ないのかというようなことを共有すべきであると︑

ないかなどの情報共有をし︑何らかの課題があっ

おります︒

こでは︑地域医療支援センターが秋田大学の医学

まあそうなんですが︑この地域医療支援センター

た場合には︑すぐにその課題を抱える医師やその

また︑ちょっと長くなって恐縮ですが︑宮城県

年のときに︑概算要求の段階で私はこれをやるべ

の評価が結構分かれていると思うんです︒櫻井さ

指導医等に相談する体制を整え︑こういったこと

では︑二年間県の職員として勤務した場合には一

には欠かさず登録を促すメールを送信し︑少しで

んの資料の一番後ろにありましたけれども︑評価

で医学部卒業後の県内定着率を高めているという

年間有給で研修期間を与える取組などを行ってい

部に委託をされておりますけれども︑必ず毎週一

が分かれているということは︑うまくいっている

ことと聞いております︒秋田県におきましては︑

るところでございまして︑非常にそういう意味で

きだということで︑当時政務官でこれを導入しま

ところとうまくいっていないところがあるんです

ちなみに︑平成二十五年以降卒業した医師は︑二

は各地域の特性を踏まえたいい事例が出てきてお

も反応があれば派遣先医療機関の派遣調整を行う

ね︒で︑うまくいっているところのノウハウをや

十九年時点では六十二人全員が県内に定着をして

りますので︑是非これをほかの都道府県にも広げ

回は県職員がこの委託先の秋田大学の医学部に行

っぱり広げるというのが政策をうまく成功させる

いるという効果を上げているということだと承知

した︒行政と大学と医療界︑これが同じテーブル

ための手段ですね︒

○足立信也君 私が聞いたのは︑事例ではなくて︑

ていきたいと考えております︒
また︑新潟県におきましても︑県が修学資金を

をしております︒

これ︑うまくいっているところは何がうまくい
っているからセンター機能が果たせているんでし

- 19 -

厚生労働
平成３０年４月１９日

ですねということを言っているんです︒

ているのかというまとめ︑その分析︑それが大事

どういうこと︑どういう取組があればうまくいっ
地域医療対策協議会との業務内容との関係は明確

都道府県の事務として行っておりますけれども︑

ておりますように︑地域枠医師の派遣調整などを

臨んでいただきたいと︑そのように思います︒

際動いているものをより有効に使うという姿勢で

○足立信也君 役割の違いは理解しました︒今実

ろいろ見て︑事務局をどこがやっているかという

ろ︒それからもう一つ︑私が感じているのは︑い

学の関与ですね︑大学の関与がしっかりあるとこ

められる医師確保対策の具体的な実施やその役割

医療機関などを構成員として︑医師確保計画に定

域医療対策協議会は︑都道府県︑大学︑医師会︑

このため︑今回の法案におきましては︑この地

れぐらいで︑そして卒業後はどういう義務を負っ

とめて答えてほしいのは︑奨学金の額がおよそど

もう一八％︑千六百七十四人︒これ︑ちょっとま

増やして今九千四百二十人ですか︑地域枠の人が

ちょっと申し上げます︒これ地域枠です︒定員を

ちょっと飛ばして︑私︑気になっていることを

関与がまた大きいと思います︒これは︑やっぱり

分担に関する関係者間の調整を一元的に行う場と

て︑これ︑返済ができない︑延滞した場合の利息

ではないという問題がございました︒

行政と医師会を始めとする医療界と大学ですから︑

して位置付け︑その役割や機能を明確化したもの

今の話を聞いていて︑やっぱり大事なことは大

その大学の関与の度合い︑それから事務局はどこ

等はどうなるんでしょうか︒

○政府参考人︵武田俊彦君︶ 御指摘の地域枠の

でございます︒
一方︑地域医療支援センターにつきましては︑

学生に対する奨学金でございますけれども︑これ︑

けれども︑一般的に申し上げれば︑奨学金につき

地域医療対策協議会において協議が調った事項に

がやっているかと︑ちょっと分析していただいて︑
このやり方を横に広げると︒是非やってもらいた
いと思います︒

の策定など︑医師確保対策に関する言わば事務の

ましては︑医学部六年間︑総額でおおむね約一千

現実には各地域︑各都道府県で違いがございます

ことありましたけど︑この地域医療対策協議会と

実施拠点として改めて整理をしたものでございま

二百万前後の金額であるというふうに承知をして

基づき︑医師派遣事務︑キャリア形成プログラム

いう︑今回それがほぼそのままやってもいいとい

す︒

法案に関連して︑先ほど医療構想の調整会議の

うことになりましたが︑この会とこのセンターの

府県において医療計画に定める五事業に係る医療

これまで︑この地域医療対策協議会は︑各都道

○政府参考人︵武田俊彦君︶ お答えいたします︒

も︑こういう形で関係及び役割︑機能を明確化す

ますけれども︑必ずしもその大学に委託しなくて

いっているケースが多いというのは事実でござい

たように︑大学に委託するケースで非常にうまく

うことが定められていることが多いというふうに

けれども︑一般的にはこの一・五倍の九年間とい

年間ということが︑地域によって差はございます

きましては︑奨学資金の貸与期間の一・五倍の九

また︑その後︑卒業後に課される義務年限につ

おります︒

従事者の確保などの協議を行う場として設置をさ

ることで︑大学を含めた関係者と合意を調え︑そ

認識をしております︒

これによりまして︑先ほど委員御指摘ありまし

れておりますけれども︑都道府県によっては過去

れに伴って実施拠点が動くと︑こういうことで実

役割の違いは何なんですか︒

五年間開催実績がないなど︑その実効性が不十分

勤務の五年間を免除される︑その奨学金を返済し

一方︑この義務年限の地方勤務九年間︑地域の

効性が高まるのではないかと考えているところで
ございます︒

でございました︒
一方︑地域医療支援センターは︑今るるお話出
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た場合につきましては︑各都道府県につきまして

ることとされているところでございます︒

義務を負わされるとか︑それよりも海外の進学コ

は認識をしております︒

利を設定しているものというふうに私どもとして

くの都道府県におきまして年一〇％前後の貸付金

こととするようキャリア形成プログラムに位置付

して大学所在都道府県において臨床研修を受ける

合が高いことから︑地域枠医師については原則と

臨床研修修了後︑大学所在都道府県に定着する割

いということを指摘して︑今日の質問は終わりた

よ︒そこも考えながら対処していかなきゃいけな

みたいと思った人は海外に出ていってしまいます

学問に対する意欲があり︑あるいは臨床経験も積

だけの問題じゃないんですよ︒若くて︑もちろん

ースを選ぶ人が増えてきていますよ︒これ︑日本

○足立信也君 これ︑奨学金には先ほど出ました

けることとしておりますけれども︑それぞれの地

いと思います︒

大学所在地都道府県における臨床研修修了者は︑

医療介護確保基金も使われていますけれども︑こ

域で若手医師の養成︑具体的には国内外の留学と

は貸付金利を設定をしておりまして︑おおむね多

の延滞利息が一〇％と︑これはやっぱりすごい率

○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です︒

るかどうか︑これはまた都道府県でそれぞれ判断

いうことも希望としてあった場合にそれをかなえ

九年間県内の医療機関に義務といいますか︑あ

をされてキャリア形成プログラムが定められてい

これは︑策定段階から機械的な病床削減との批

だなと思います︒
りますね︒これ︑私気になるのは︑じゃ︑臨床研

る現状にあるのではないかと思いますし︑今後︑

判に対しまして︑当時︑塩崎大臣は︑地域の実情

本法案で実現を目指す地域医療構想︑これにつ

修制度︑臨床研修病院の選択にこれ相当な制限が

各都道府県で若手医師の専門医取得などのキャリ

を踏まえて地域医療構想を策定することになって

か︒あるいは︑制限が掛かって︑研修先でも︑そ

重要な九年間︒自分の意思で選べないんでしょう

というのは︑二十五︑六で卒業した場合に極めて

制度です︒これ︑研修の病院決めますね︒九年間

は︑事実上同じ大学所在地の都道府県に囲い込み

年の七月三十日に通知を出されていますね︒これ

○足立信也君 今おっしゃいましたけど︑実は去

いうふうには考えております︒

になるよう︑私どもとしても促してまいりたいと

いというものになったわけです︒

高齢化を織り込んだ病床数よりも三十三万床少な

り︑二〇二五年の病床数は︑機能分化しないまま

果はどうなったかと見ますと︑厚労省の推計どお

いるんだと答弁されておりました︒医療構想の結

いてまず質問したいと思います︒

掛かっているということなんでしょうか︒

アアップを十分考慮したキャリア形成プログラム

れから専門医になるための病院の選択も彼らは制

ですよ︒これが若い年代の医師に本当にいいこと

加えて︑これも私気になっているのは新専門医

限が掛かっているんでしょうか︒

なのか︒

で何年間勤務するか︑こういった医師のローテー

府県が︑就業義務年限のうち︑どの地域や診療科

の義務年限の扱いでございますけれども︑各都道

高校やあるいは大手の予備校は海外進学コースが

ゃないですか︑偏差値高いじゃないですか︒有名

ますけれども︑今大学医学部って入試が難しいじ

もう一つ言いますと︑これは次回の質問になり

これ︑平成二十七年四月に厚生労働省から都道府

ついては︑二〇二五年の病床数の必要量の推計︑

○国務大臣︵加藤勝信君︶ 今︑地域医療構想に

たい︒

映された数字なのかどうか︑その認識をお聞かせ

これ︑結果を見て︑地域の実情がこの構想に反

○政府参考人︵武田俊彦君︶ この地域枠の医師

ションについての方針を定めた上で策定するキャ

どんどん増えていますよ︒こんな強制があるとか

いただきたいと思います︒これ︑大臣にお願いし

リア形成プログラムにこの地域枠の医師は参加す
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県に対しガイドラインをお示しをし︑地域の実情
に応じて対応していただきました︒
全国の病床数の必要量の推計は︑平成二十七年

このうち七割が在宅可能だというふうに見込んで

みますと︑療養病床に入院する医療区分の一の人︑

これ︑国の慢性期病床の推計ということで見て

ございます︒

対応可能な患者数として見込むこととしたわけで

区分一の患者の七〇％は介護施設や在宅医療等で

九万床程度という形で結果を出しております︒

仮定を置きつつ︑全国合計で百十五万床から百十

地域の実情が反映されるべき点について機械的な

ておりますが︑推計に当たっては患者の移動等の

をした病院というのは七割を超えているんですよ︒

さんで︑在宅での対応が不可能と︑こういう回答

実際に療養病床に入院している医療区分一の患者

をやったというんですね︒この結果を見ますと︑

これに疑問を抱いたのが京都府で︑独自の調査

対応の要否を聞き取ったものではないというふう

の支援等を踏まえて個別の患者ごとに在宅等での

ったものであり︑個々の患者の心身の状態や家族

在宅等に移行できるかを病院単位で回答してもら

し︑入院中の医療区分一の患者を一まとめにして

床を有する京都府内の六十三病院の管理者等に対

一方︑京都府で実施をされた調査では︑療養病

それに対して︑平成二十九年三月までに都道府

つまり︑現状では在宅可能な人は三割下回ると︑

にお聞きをしております︒

いるわけですね︒

県が策定した地域医療構想︑これは患者の移動や

そういう数字が出たんですね︒

六月に内閣官房社会保障改革担当室︑これが行っ

入院受療率といった地域の実情を踏まえるべき点

すと百十九・一万床ということでありまして︑内

この地域医療構想における慢性期機能及び在宅

○政府参考人︵武田俊彦君︶ お答えいたします︒

どうですか︒

という結果であるとのことでありますので︑この

では対応不可能と回答した病院が七〇％であった

的なサポート不足などの理由も踏まえて︑在宅等

における医療︑介護の提供体制の不備など︑社会

また︑在宅等に移行できない理由として︑医療

閣官房の推計結果の幅の中に入っているわけであ

医療などの需要の将来推計では︑平成二十五年に

調査のみをもって国が示した推計が現状と乖離し

そもそも︑医療区分が低い入院患者の七割は退

りますけれども︑こうしたそれぞれの各都道府県

日本慢性期医療協会が会員である二百四十病院に

ているとまでは言えないのではないかと考えてお

について地域の医療関係者や保険者等関係者でよ

においては︑基本的に地域の実情︑こういったこ

実施した調査において︑入院している患者ごとに

ります︒

ケアの必要性や生活上の自立度が低いといった医

とを踏まえて︑そして関係者がそこに︑議論に参

同会が設定した重症度評価に当てはめると︑医療

○倉林明子君 国の数値を当てはめたらすごく違

院できると︑こういう推計が実態に合っているん

加をして︑そして作られた︑こういった結果だと

区分一の患者の約三割が医療区分二の方に相当す

和感があったから︑ちゃんとやってみたというこ

く議論をしていただいて︑その議論の結果を踏ま

いうふうに認識をしております︒

る︑残りの七〇％につきましては重症度が低い︑

となんですよね︒

学的理由だけではなく︑家族の受入れ体制や地域

○倉林明子君 丁寧に御説明いただいたんだけれ

こういう結果があることなどを参考にしながら︑

レセプトデータでやっぱりそれを基本にしてや

だろうかというふうに率直に思うんだけれども︑

ども︑全体としては厚労省のガイドラインの枠内

医療関係者︑それから自治体関係者などを構成員

っているということで︑私︑本当に正確な︑全国

えて推計が行われたということであります︒

の病床数ということになっているんですよね︒数

とする有識者検討会で議論した結果として︑医療

都道府県が行った推計値の全国合計をいたしま

字は一千床しか違わないという数字ですよ︒
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すね︒で︑自己負担が賄えない︑貧困が進んで医

に影響する段階まで来ていると︑こういう認識で

がじわじわと下がってきていて︑これが医療需要

うと︑臨床の場で実感することは︑住民の経済力

言があったんですよ︒それはどういうものかとい

京都の構想会議で︑現場の病院長からこんな発

かという疑問を抱いているわけです︒

実態が反映したものにはなっていないんじゃない

都には京都の特徴︑確かにあるんです︒そういう

で見てですね︑地域別で見てもらってもいい︑京

いろいろ言うんだけど︑ここが大本になって出て

○倉林明子君 レセプトデータの実績を基にして

ころでございます︒

態と乖離しているといった意見は聞いていないと

ら︑現時点では御指摘の視点から推計上大きく実

情も考慮して協議した上で決定されていることか

すので︑地域医療構想調整会議において地域の実

区域における一定の入院規模で推計をしておりま

んけれども︑推計は二次医療圏を基本とする構想

はこの医療需要の推計には反映をされておりませ

機関を受診していない潜在的な患者につきまして

ると承知をしております︒

間調整を行った上で病床数の必要量を推計してい

や患者の流出入の状況を踏まえた医療需要の地域

構想におきましても︑地域ごとの医療資源の多寡

とが可能でございます︒例えば京都府の地域医療

していくことを前提として医療需要を調整するこ

流出入につきましては︑将来に向けてこれを解消

するものを始め︑現に生じている地域間の患者の

たりましては︑医師不足や診療科の偏在等に起因

における二〇二五年の病床数の必要量の推計に当

療機関ごとの具体的対応方針の策定に至るまで︑

地域医療構想は︑病床数の必要量の推計から医

︹委員長退席︑理事石田昌宏君着席︺

療機関にかかれない人が増えていると︑こういう

いる推計なんですよね︒
医療が必要なのに病院にかかれないという人は︑

現場の声が上がっているんですね︒
いわゆるレセプトデータを基にするということ

○政府参考人︵武田俊彦君︶ この地域医療構想

るんじゃないですか︒

推計としては反映されないと︑そういうことにな

必要でも︑こういう人たちというのは医療需要に

できない病床︑さらに︑閉鎖したままの外来︑こ

いるわけですが︑そういうことを理由にして稼働

医師不足とか診療科の偏在︑これ各地で起こって

いるということ︑重要なんですよ︒さらに︑これ

ども︑含まれない実感というのは現場からも出て

も資することになる︑こういう面もあるというふ

していくことが診療科の偏在や医師不足の解消に

質が高く効率的な医療提供体制を地域ごとに構築

分化︑連携を進めていくものでございます︒

地域ごとの将来の医療ニーズに応じた病床の機能

このような地域での関係者の協議プロセスを経て︑

における二〇二五年の病床数の必要量であります

ういうものも発生しています︒それがそのまま実

うに考えております︒

基本的には推計値では入れているというんだけれ

けれども︑これは二〇二五年の性・年齢階級別の

績として将来推計に持ってくるというのが基本の

○倉林明子君 いや︑京都府の名誉のために言っ

になりますと︑こういう︑医療にかかっていない︑

推計人口と二〇一三年の性・年齢階級別︑医療機

仕組みになっていたと思うんですね︑推計の︒

数値を医療機能別の病床稼働率で除すということ

医療機能別の医療需要を算出いたしまして︑その

うかというふうに思います︒いかがですか︒

が︑これ私︑必要な本当に病床数と言えるんだろ

地域医療構想ではじき出された病床数そのもの

よ︒ところが︑実態踏まえて推計を自らし直して

らマイナス全体で九百になるところだったんです

査も含めて︑推計だったら︑国の数値当てはめた

ておきますけれども︑京都府は︑こういう実態調

地域医療構想の達成に向けた取組を着実に進め︑

能別の入院の受療率を掛け合わせ︑二〇二五年の

で算出をしております︒

○政府参考人︵武田俊彦君︶ この地域医療構想

御指摘のようなケースを含めまして︑現在医療
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かなり独自の医療構想になったのは︑独自の実態

に何床になるかというのも出していないんですよ︒

みたら︑プラスで出ているんです︒で︑区分ごと

があった場合に許可を与えないことなどが可能で

剰地域において病院の新規開設や増床の許可申請

知事は︑既存病床数が基準病床数を上回る病床過

定水準以上の医療を確保する観点から︑都道府県

ども︑今回の改定︑これまではどうだったか︑今

まれたのかどうかよく分からなかったんですけれ

○倉林明子君 今回のところまでちょっと踏み込

︹理事石田昌宏君退席︑委員長着席︺

その上で︑今御紹介あったけれども︑今閉鎖し

す︒

たと︑私は改めて指摘をしておきたいと思うんで

おりに機械的にやっているところがほとんどやっ

の推計にぴたっと合うたんかといったら︑推計ど

付与すること︑既存の医療機関が地域で既に過剰

いる医療機能を担うよう開設などの許可に条件を

設などの許可申請があった場合に地域で不足して

療構想を進めるための権限として︑病院の新規開

療・介護総合確保推進法におきましては︑地域医

これに加えまして︑二〇一四年に成立した医

○政府参考人︵武田俊彦君︶ 現行の基準病床数

どうですか︒

ところが︑今回の改定では︑じゃ︑どうなるのか︒

場合︑これ可能だったものですよね︑基本的に︒

現行制度では︑左手︑基準病床数までの増床の

ととなると考えております︒

を踏まえた結果なんですよ︒
ございました︒

ている病床については︑その期間が一年以上だっ

となっている医療機能に転換しようとした場合に

の制度の下では︑基準病床数が︑基準病床数を下

じゃ︑何で足し算したら全国百十九万というそ

たと思いますけれども︑今回これ削減迫っていく

転換の中止の命令や要請︑勧告を行うこと︑地域

回る場合につきましては追加的な病床の整備を行

回どうなるのかということで︑資料を付けており

対象になってくるということだと思うんです︒一

医療構想調整会議での協議が調わない場合に既存

たいと思います︒

てはならないということを改めて指摘をしておき

いない病床がある場合にそれを削減するよう要請︑

担うよう指示や要請︑勧告を行うこと︑稼働して

の医療機関に対し地域で不足している医療機能を

既存病床数を下回り︑将来的には追加的な病床の

地域においては︑二〇二五年の病床数の必要量が

うことが可能となっておりますけれども︑一部の

ます︒

層の医療過疎を加速すると︑こういうことがあっ

そこで︑本法案には︑この地域医療構想実現の

なお︑地域医療構想の達成に向けては︑地域医

こうした地域におきましては︑追加的な病床整

整備がこれ以上必要ないにもかかわらず病床を整

推進法︑ここでは︑地域医療構想の達成に向けて

療構想調整会議において各医療機関が二〇二五年

備の申請があった場合に︑その必要性について地

勧告すること︑こういった権限を創設したところ

都道府県知事が新たな病床増設︑開設︑これに対

に担うべき役割について協議を行い︑その協議の

域医療構想調整会議等で協議をし︑基本的にはそ

ために︑都道府県知事の権限を追加しております︒

してどんな措置がとれるようにしたのか︑その当

結果に沿って取組を進めていただくことが重要で

の協議の結果に沿って自主的に申請内容が調整さ

備することができる︑こういう制度上の状況にご

時で︒

ございますので︑こうした都道府県知事の権限は︑

れるものと考えておりますけれども︑こうした協

でございます︒

○政府参考人︵武田俊彦君︶ お答えいたします︒

あくまで自主的な協議だけでは病床の機能分化︑

議を経ても必要な調整がなされない場合に︑都道

二〇一四年成立いたしました医療・介護総合確保

病床の整備に関して︑二〇一四年の改正以前の

連携が進まない場合に適切に行使していただくこ

ざいます︒

医療法では︑病床の地域的偏在を是正し全国に一
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ているところでございます︒

新たに追加する︑こういう趣旨の改正をお願いし

止等の勧告を行うことが可能となるような権限を

与えないこと︑民間医療機関に対しては申請の中

手続を経た上で︑公的医療機関に対しては許可を

公立病院は公立病院でなければ担えない部分に重

針をこの地域医療構想調整会議で決めなさいと︑

あるんです︒個別の医療機関ごとの具体的対応方

議の進め方についてということで事細かに書いて

大変びっくりしたんですね︒地域医療構想調整会

今年二月七日に出されました通知を見て︑私︑

ん︒

機械的に削減するよう求めたものではございませ

地域医療構想の将来の病床数の必要量に合わせて

スをお示ししたものでありまして︑現状の病床を

診療実績等の情報等の地域における協議のプロセ

議に当たって地域医療構想調整会議に提示すべき

計画を有する医療機関に関する協議の進め方︑協

非稼働病棟を有する医療機関や病床の追加整備の

○倉林明子君 つまり︑資料で見ていただいたら

点化しろと︒で︑日赤等を含む公立病院以外の公

ですよ︒

お分かりのように︑これまでだったら増床が可能

的医療機関についても同様に重点化︑でなければ

府県知事が医療審議会の意見を聞くなどの必要な

だったところのラインがぐっと下がって︑赤いと

担えない部分に重点化しろと︒
っていると思うんです︒現状の病床数を削減しろ

さらに︑民間病院も例外でないということにな

論の進捗状況を定期的に把握しながら適切な助言

ズに応じた病床の機能分化︑連携が進むよう︑議

○政府参考人︵武田俊彦君︶ この地域医療構想

でね︑公私を問わず︑どの病院︑そしてどの病

等を行ってまいりたいと考えております︒

りたいという民間病院が手を挙げた場合︑これが

の達成に向けては︑国から示されたデータを活用

床︑これ削減させるか︑決まるまで協議しろと︑

と︑こういう指示になっているんじゃないでしょ

って地域で議論が行われ︑地域ごとの将来のニー

厚生労働省としては︑お示ししたプロセスに沿

ころでライン取っています病床数の必要量︑ここ
が増床可能なラインになっていくんだということ
だと思うんですよ︒
いろいろ手続取るとおっしゃったんだけれども︑

将来の必要量を上回るということになっていると︑

することなどにより︑個別の病院名や転換する病

こういう指示になっているんですよ︒これ︑医師

○倉林明子君 もう繰り返し協議しろ︑決まるま

とことんやりたい意思が変わらない場合は︑これ

床数等の具体的対応方針の速やかな策定に向けて︑

会の中からも︑民間病院が公立・公的医療機関等

うか︒

前回からも入っている分ですけれども︑保険医療

地域医療構想調整会議において平成二十九年度︑

より先に淘汰される事態が起きてはならないと心

やっぱりこの地域でこれだけの病床を確保してや

機関の指定をしないという権限あるわけですよね︒

三十年度の二年間程度で集中的な検討を促進する

でと︑そういう強力な中身になっていますよ︒

だから︑事実上︑その必要量が定まったその数よ

御指摘の本年二月七日に都道府県に発出された

配しているわけですね︒さらに︑公私の競合があ

いう︑極めて強い権限行使がより少ない病床数の

通知でございますけれども︑これはその各都道府

ことが求められております︒

ところにまで掛かってくるということで︑これは︑

県が地域の医療関係者と連携しながら円滑かつ速

公立︑公的︑民間︒ここがとんでもない対立を持

りも上回る開業︑増設というのはこれできないと

地域医療構想の範囲でなければ実質増床は認めな

やかに議論を進めていただくことができるよう︑

ち込むことになりかねないというふうに思ってい

れば公の方を撤退させることになると︑こんな声

いよと︑そしてそれは知事にその権限を与えるよ

開設主体に応じた協議の進め方やスケジュール︑

私︑地域で連携して医療を担ってきたんですよ︑

が出ているんです︒

と︑こういう仕組みになったんだという理解なん
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うなことになるんじゃないかと懸念しているんで

医療費削減競争に私︑都道府県を追い立てるよ

して︒

標で競わせるということになるんですね︑結果と

ことになるわけです︒地域間格差縮小と︑この目

が︑二〇一八年度から都道府県に担わせるという

計画︑国保運営︑これを一体でやることになるの

これ︑医療費削減︑この責任を︑医療費適正化

ということを重ねて指摘をしておきたいと思うん

事が本当に大変な責任を負う仕組みになっている

としての医療費を抑制させていくのか︑そこで知

道府県の知事の権限を強化して︑どうやって全体

○倉林明子君 私は︑仕組みとして大掛かりに都

ういうことであります︒

こういった形で実施をしていくものであると︑こ

で︑安心して︑そして継続的に制度が維持できる︑

ことではなくて︑それぞれがその役割を果たす中

いうことでありますので︑医療費削減競争という

を提出することができるということでございます︒

報酬を設定することを求めるといったような意見

しまして都道府県内の区域内に全国とは別の診療

それでもなお必要があると認めるときに︑国に対

に必要な施策︑取組などを様々検討していただき︑

たしまして︑目標が達成できなかった場合︑達成

は︑計画期間が終了後に目標の達成状況を評価い

るということでございます︒そうして︑都道府県

保険者︑医療関係者などの協力も得ながら実施す

て︑都道府県において適正化の目標を計画に定め︑

さらに︑ここに都道府県別の診療報酬導入と︑

県間で公平に提供する︑こういう観点から見て合

地域の実情を踏まえながら︑適切な医療を都道府

ます︒

すけれど︑いかがでしょう︒
ですね︒

今後人口の高齢化等が進む中で増加が見込まれて

こういう動きが起こっているわけですね︒この場

国では︑あらかじめ都道府県と協議をした上で︑

○国務大臣︵加藤勝信君︶ 医療費については︑
いくわけでありますけれども︑そうした中で︑国

理的であると認められる範囲内で都道府県の区域

内に全国とは別の診療報酬を定めることができる︑

合︑診療報酬を引き上げるという選択肢はないん
ですよ︒引き下げるという選択しかない︒

民が安心して医療にかかることができるこうした
制度をどう堅持をしていくのか︒この課題は︑国

れども︑こうしたことをすることによって︑国民

もうそれぞれちょっと具体的に申し上げませんけ

療費適正化計画︑また国保の財政運営については

費の適正化に取り組んでいく必要があります︒医

そういう中で︑国民の予防︑健康づくりや医療

係者などの協力を得て実施することが可能な取組︑

裏付けがあるものにつきまして︑保険者︑医療関

える要素は様々ございます︒その中で︑科学的な

も︑これは︑御案内のように︑医療費に影響を与

ありました医療費適正化計画でございますけれど

○政府参考人︵鈴木俊彦君︶ ただいま御指摘の

ください︒

酬には︑どの地域に住んでいても同じ診療が同じ

いうことですよね︒そもそも都道府県別の診療報

が上がっております︒慎重な対応を求めていると

化に向けた実効性には疑問があるというふうに声

全国知事会など地方三団体は︑この医療費適正

ではなかったのが残念です︒

○倉林明子君 ちょっと全然具体的に見える説明

ます︒

こういった枠組みを想定しているところでござい

が安心して医療にかかることができる制度を引き

これについて目標を設定する枠組みでございます︒

値段で受けられると︑これ国民皆保険制度︑基本

これ︑どんな場合を想定しているのか︑御説明

続き堅持する観点から︑国︑都道府県︑市町村︑

そこで︑これの進め方でございますけれども︑

なんですよ︒これをばらばらに導入できるという

だけではなくて︑都道府県︑市町村︑また保険者︑

保険者︑それぞれの役割を果たしていこうと︑こ

まず︑国が計画に盛り込む目標を告示で示しまし

それぞれの共通の認識というふうに思います︒

ういうもの︑また果たしやすい形にしていこうと
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ようなことをやってしもうたら︑私は大変なこと

なりが過ぎると言いたいと思う︒

実習と︑あとは︑国家試験に合格した後︑医師免

これをしっかり保障する︑厚労省には重い責任が

この四年間の過ごし方については改善すべき点が

これを２プラス２の四年間と呼んでおりますが︑

許証を取得してから臨む臨床研修の二年間︑私は

あると指摘をして︑終わります︒

あるというふうに思っております︒

国民が安心して医療を受けられる医療提供体制︑

持すべきだと思いますけれども︑大臣︑どうでし

○委員長︵島村大君︶ 午後一時に再開すること

具体的には︑医学部教育での臨床実習がなかな

になると思う︒

ょうか︒
とし︑休憩いたします︒

国民皆保険制度の下で全国一律の診療報酬︑堅

○国務大臣︵加藤勝信君︶ まず︑我が国におい

か実質的になれず見学型のままであり︑また︑国

家試験の前一年間は︑自分の学校を卒業するため

午後零時一分休憩
│││││・│││││

ては︑国民皆保険の下︑誰もがどこでも一定の自
己負担で適切な医療を受けられる︑これ基本的な

の卒業試験の対策ですとかあるいは国家試験を受

けるための試験対策ということで︑大学でも講座

午後一時開会
○委員長︵島村大君︶ ただいまから厚生労働委

理念でありまして︑診療報酬については︑被保険
者の公平を期す観点から︑どの保険に入っていよ

を設けたり︑あるいは過去問を解く時間というこ

実習はここで随分と長い間中断されているのが実

とで座学が中心となることが多いことから︑臨床

員会を再開いたします︒
改正する法律案を議題とし︑質疑を行います︒

休憩前に引き続き︑医療法及び医師法の一部を

うが全国一律の点数が設定されているということ
であります︒
一方で︑高齢者医療確保法︑もう委員が御承知

そして︑研修医としてローテートする際にも︑

情であります︒

○自見はなこ君 ありがとうございます︒自民党

病院によっては一つの科をローテートする時間も

質疑のある方は順次御発言願います︒

いろいろ書いてあるんですけれども︑端的に言え

の自見はなこです︒どうぞよろしくお願いいたし

のように︑というのがございまして︑そこには︑
ば厚生労働大臣がそうしたことが設定できると︑

一か月と非常に短く︑通常︑一か月ですと︑初め

の一週間で︑病棟の独特のルールがそれぞれにあ

ます︒
医療法及び医師法の一部を改正する改正案につ

こういうふうに規定になっております︒
その上において︑社会保障審議会医療保険部会

意見の提出があった場合にはそれも踏まえて対応

もいろいろ分析したり何やかんやした結果として︑

して︑平成十六年度に初期臨床研修医になった者

送っていただきましたが︑元々は勤務医でありま

私は︑一年と九か月前に参議院比例区で国会に

う日々でございます︒初期研修の二年間は︑様々

次の研修医への申し送りを始めるという︑そうい

を築き始め︑そして慣れた頃には実はもうすぐに

棟で受持ちをさせていただきます患者様との関係

りますので︑そういったものを覚えて︑そして病

しろと︑こういうふうに運用上させていただいて

であります︒その私ですけれども︑まだまだ医師

な医療機関がございまして︑それごとによって内

いて質問をさせていただきます︒

いると︑こういうことでございます︒

養成課程には制度上改善すべき点が多くあるとい

等でも様々な意見等々を踏まえて︑都道府県から

○倉林明子君 いや︑私︑すべきじゃないと言っ

容は随分違うということもありますが︑いつまで

たってもどちらかというとお客様のような時間を

うふうに思っております︒
その一つが︑医学部の学生が病棟で行う臨床の

たんですよ︒何が何でも医療費削減というベクト
ルがもう本当に激しいし︑余りにも財務省の言い
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学部生の臨床実習に関する法的な位置付けを整理

学部の四年次に行われている共用試験︑いわゆる

また︑臨床実習の更なる充実に向けて︑主に医

法曹界等の有識者の意見を聞きながら更に議論を

このように︑一般診療能力を十分に備えた医師

し︑その内容をより充実させるためのいわゆる門

ＣＢＴの公的位置付けについても︑その教育内容

の臨床実習に関する三年間の検討規定というもの

養成課程が進むに当たっては︑改善すべきことが

田レポートの作成が進められているというふうに

の検討や医師国家試験の出題基準との整合性の確

過ごすということが多いという側面があるように

あると思っております︒そのような思いから︑去

認識していますが︑今後更にどのような対応を取

保などについて必要な整理を行っていく予定とし

進めていく予定としております︒

年から︑医師養成の過程から医師偏在是正を求め
っていくのかをお教えください︒

ております︒

が置かれております︒厚生労働省においては︑医

る議員連盟を︑河村建夫先生を会長とし︑私は事

○政府参考人︵武田俊彦君︶ お答え申し上げま

感じております︒

務局長として結成させていただき︑活動をさせて
す︒

労省とが密接に連携し合い︑医師養成に一貫性を

スに結ぶこと︑そのためには︑文科省とそして厚

医学部の教育とそして初期研修を真にシームレ

接続していくことが非常に重要であるというふう

実習を充実させ︑卒後の臨床研修にシームレスに

の知識及び技能の更なる向上に向け︑卒前の臨床

ただいま御指摘をいただきましたように︑医師

用試験の医師法上の位置付けについても必要な整

学生の要件を明らかにし︑周知するとともに︑共

医学生が臨床実習で行える医行為や求められる医

告や共用試験の位置付けの整理等を踏まえまして︑

厚生労働省といたしましては︑これらの研究報

いただいております︒

持つこと︑また︑そのことにより︑医師の養成課

ございましたように一貫性のあるシームレスな医

理を行い︑臨床実習が更に充実するよう︑御指摘
今回の法案におきましては︑附則第二条第一項

師の養成を関係省庁である文部科学省と連携を図

に考えております︒

質的でない部分がありますので︑これを改善し︑

に医学生の臨床実習に関する検討規定を設け︑

りながら進めてまいりたいと考えております︒

程の特に初期の部分の︑重複的な部分ですとか実
そしてこの無駄を省いた上で︑地域医療に資する

﹁この法律の公布後三年以内に法制上の措置その

としていただいております医学教育モデル・コ

期間というものも医師養成課程の早い段階から盛

具体的な対応につきましては︑今︑門田レポー

ア・カリキュラム︑これを昨年三月に改訂してお

○政府参考人︵信濃正範君︶ 文部科学省では︑

トの御指摘もございましたけれども︑卒前の臨床

ります︒その際には︑厚生労働省と連携をいたし

他の必要な措置を講ずるものとする︒
﹂としてい

今回は︑議員連盟でも指摘をされました医学部

実習について︑平成二十九年度の厚生労働科学特

まして卒後臨床研修との整合を図ったということ

り込んでいくということは︑我々ができる取組と

生の養成課程で非常に重要な箇所でございます臨

別研究事業におきまして医学部の臨床実習におい

とともに︑その臨床実習につきましても診療参加

各大学においてカリキュラムを策定する際に参考

床実習について︑一問目の質問をさせていただき

て実施可能な医行為の研究を行っており︑法的な

型の推進を強調するといった見直しを行っており

るところでございます︒

たいと思います︒

解釈を含め一定の整理を行ったところであります︒

ます︒

して非常に大切なことだということを主張してい

医学部でのシームレスな医師養成を進める観点

今後︑医道審議会医師分科会において︑医療界や

ます︒

から︑今回の法案の附則におきまして︑医学部生
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するためには︑医学生が臨床実習で行うことがで

いたしました診療参加型臨床実習︑これを具体化

また︑このモデル・コア・カリキュラムで強調

ります︒

というものが必要であるというふうにも思ってお

の確立と︑あわせて︑国家試験の在り方の再検討

れども︑今後は共用試験の更なる公的な位置付け

願いいたします︒

になってくると思っております︒是非よろしくお

の充実を図りまして︑卒前︑卒後の一貫した医師

ながら臨床実習︑共用試験を含めました卒前教育

連携協力をしまして︑医師養成課程全体を俯瞰し

文部科学省としましては︑今後も厚生労働省と

でございます︒

もオブザーバーとして参加をしているということ

ほどの門田レポート︑この検討過程に文部科学省

ということから︑厚生労働省で実施されました先

れぞれが文科省と厚労省ということで︑これも分

い国もございます︒今は共用試験と国家試験︑そ

ます︒すなわち医師の日本型の医師国家試験がな

医師免許を付与している︑そういった国もござい

学部教育の質自体を担保し︑そして卒業をもって

意味ではもったいない時期を過ごしています︒医

る中で国家試験対策に追われている︑非常にある

生のような日々を送っております︒卒業試験もあ

現在は︑繰り返しますが︑医学部六年生が受験

言いませんが︑概念として︑そのような全ての医

フランスと同じようなことをしてくださいとは

くという仕組みであります︒

になる方等々が専門職種ごとに枝分かれをしてい

になる方ですとか薬剤師になる方︑コメディカル

そして︑その後にさらに試験がありまして︑医師

学の一部やあるいは医療倫理等を中心に学びます︒

入学をいたします︒そして︑一年目には基礎の医

は︑医療系の職種は全体で大きなマスとしてまず

職種にも関わる教育の話になります︒フランスで

それでは︑次の質問に移ります︒医療系全般の

きる医行為の範囲︑これを明確化する必要がある

養成を推進してまいりたいと考えております︒

コアカリキュラムの改訂というものを私は考えて

療系職種の根本とも言える医療倫理を学ぶための

識を問う試験をしているのが実情であります︒是

いく必要があるのかなというふうに思っておりま

断されていた歴史がございますけれども︑二度知

省庁そろってお答えいただきまして︑大変感慨深

非︑両省庁しっかりと連携を行っていただき︑国

すが︑文部科学省の意見をお聞かせください︒

○自見はなこ君 誠にありがとうございます︒両
いものがございます︒

家試験の在り方︑そして共用試験の在り方は連動

その職種に関わりなく︑とりわけ高い倫理観です

現在スチューデントドクターという取組も幅広

そういったことを行いまして︑初めて医学部生

とか人権意識が求められるというふうに認識をし

○政府参考人︵信濃正範君︶ 今議員が御指摘い

参加することが許される臨床実習が︑ただの参加

が安心して臨床実習に集中できる体制というのが

ております︒このため︑医学教育におきましては︑

して見直していただきますように心からお願いを

型ではない実習となるように法的な位置付けにま

確保できると思っております︒これらが確保でき

学生が卒業時までに身に付けておくべき必須の実

く行われておりますが︑今回の法改正によりまし

で踏み込んだということは︑非常に議員連盟での

るということで︑私は２プラス２の四年間と言っ

践的診療能力の学修目標を提示しております︒こ

ただきましたように︑医療分野を目指す学生には︑

議論も有効であったと思いますし︑これからます

ておりますが︑この四年間の時期をしっかりと研

れは︑モデル・コア・カリキュラムの中にそうい

申し上げます︒

ます皆様とともに一緒に頑張っていきたいと思っ

さんを積み︑そして地域医療の枠を更に充実させ

うものを位置付けております︒

て︑医学部の後半︑特に共用試験に合格した後に

ております︒

ていくことがこれからの地方社会にとっても必要

そして︑先ほども言及をされておられましたけ
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ているところでございます︒これに基づきまして︑

る項目というものが︑これは従来から盛り込まれ

そして︑その中で︑医の倫理や生命倫理に関す

当にきらきらとしております︒

ころでありまして︑この時期の学生さんの目は本

気持ちでもってこの四月の入学式を迎えていると

おります︒公の役に立ちたいという非常に高貴な

ろしくお願いいたします︒

に思っておりますので︑引き続き更なる取組をよ

まして︑先ほども申し上げましたけれども︑昨年

加えまして︑医療安全等の社会的要請を踏まえ

ております︒

時から既に実施されてきたというふうに承知をし

観や人権意識を涵養するための教育︑これが一年

を養うことといった︑医師として求められる倫理

とか︑倫理︑心理︑社会的問題に対応できる能力

広く学び︑これらを深く学んで理解することです

ＩＣＴが進化をしているということで︑患者様の

話がある︒はたまた別の視点から見ると︑医療の

の話では︑どうやって寄り添っていくのかという

いうこともある︒又は︑その一方で︑終末期医療

うに思います︒医療がどんどん高度化していると

おります︒今は特に時代の変化が激しいというふ

の下で職業人生を歩むことだというふうに思って

ることは︑こういった公益性と︑また高い倫理観

医療系の職種にとり私たちが最も大切にしてい

実であります︒加えて︑医療ＩＣＴを促進してい

どについて学ぶ時間がほとんどないというのが現

医療提供体制がどうなっているのか︑医療経営な

とか︑その歴史や決定のプロセス︑あるいは地域

酬の仕組みですとか公的医療保険や支払基金です

うものは学ぶと思いますが︑その一方で︑診療報

という印象があります︒チーム医療の大切さとい

学びますが︑実は医療についての時間が少ないな

現在︑医学部の教育において︑我々は︑医学は

の教育内容であります︒

続いて︑今し方︑少し触れましたが︑医学部で

多くの大学では︑一般社会倫理から医の倫理まで

三月にモデル・コア・カリキュラムを改訂いたし

ていただくか︑どのように運用していくかなども︑

る中では︑患者様の情報をいかに安全に管理させ

ういったところまで︑私たちは倫理観というもの︑

カリキュラムには一切ないのではないかというふ

非常に機微な情報をどう取り扱っていくのか︒そ

関する理解を深めることができるように︑医師と

価値観というものを求められていると思います︒

まして︑その中で︑学生が臨床倫理や職業倫理に
して求められる基本的な資質︑能力に関する学修

個々の事例についてどうしたらよいのかという

させる取組を進めているところでございます︒

様の考え方に沿って医療倫理に関する内容を充実

モデル・コア・カリキュラムにおきましても︑同

では︑医学教育ですとか看護学教育︑それぞれの

職種全体に共通することであります︒文部科学省

倫理に関する教育の充実というのは︑これ︑医療

そして︑今申し上げましたような職責ですとか

担う医療︑介護︑福祉︑我々全てにとって共通の

療職種全般でもありますし︑そして︑社会保障を

繰り返しますけれども︑それは医師のみならず医

必要があるというふうに思っています︒そして︑

に関わるものに関しては医療人として養っていく

る倫理観を︑特に生死に関わるもの︑機微な情報

示すことももちろん大切ですが︑そのひな形にあ

ことは︑その判断をガイドラインのようなもので

ただきましたように︑医療をめぐる環境は大分変

○政府参考人︵信濃正範君︶ 今先生が御指摘い

でしょうか︒

いますが︑これに関しては文科省︑いかがお考え

して触れるべき環境を構築すべきではないかと思

医学生が自ら考える︑あるいは自分たちの領域と

上げたような点も含めて︑カリキュラムに加え︑

させていただきましたが︑それ以外にも︑今申し

先ほど︑前段の質問で医療倫理についてお話を

うに思っております︒

目標というのを充実したところでございます︒

○自見はなこ君 ありがとうございます︒

ベースの価値観を是非持っていきたいというふう

多くの学生さんは︑大変使命感︑燃えに燃えて
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わってきております︒そういうことも踏まえまし

れるように︑引き続き各大学における取組を促し

のは非常に重要なことであろうかと思っておりま

こういったことに関しても意識を高く持っていく

是非︑文科省の教育の中でももちろんでありま

てまいりたいと考えております︒
現在︑外国人観光客が大変増えているというこ

すが︑初期研修の中でも︑こういった概念も含め

て︑先ほども申し上げたモデル・コア・カリキュ
その際に︑診療報酬制度︑それから電子カルテを

とで︑医療機関にも受診しているという問題を私

ましてしっかりと教育の場を持つような︑そうい

す︒

含む電子化された診療情報の管理運用ですとか地

も党のＰＴで担当させていただいておりますけれ

った取組を今後進めていっていただければと思い

○自見はなこ君 ありがとうございます︒

域包括ケアシステム︑こういったことに係ります

ども︑この価格ということについては︑未払とは

ますので︑よろしくお願いをいたします︒

ラム︑これを昨年三月に改訂をいたしましたが︑

学修目標を新たに追記をいたしております︒

別に︑時折話が出てきます︒これはコメントでご

ただ︑一方で︑こういうように学修すべき内容
非常に難しくなってまいりますので︑学修すべき

は出来高払でございますので︑後で会計をする仕

今の仕組みでは︑私たちの診療の場面というの

質問となります︒

御質問されておりまして︑全く同じ問題意識での

いと思います︒ちょうど三月の下旬に藤井先生も

次に︑薬剤師の養成課程についてお尋ねをした

内容が明確になるように︑それぞれの項目の再検

組みということで︑患者様に︑幾らですか︑これ

医師については厚生労働省において従来より需

ざいます︒

討とか整理︑こういうことも行いまして︑学ぶべ

値段幾らですかと聞かれても︑大体答えられない

が増えますと︑学生の学修時間の確保というのは

きこと全体のその総量のスリム化というのも図っ

な法改正が提出されているところまで物事が進ん

給︑偏在の両面で議論が進んでおり︑今回のよう

急診療をしていたときに︑ＣＴ撮りましょうとい

でおります︒一方︑薬剤師に関してですが︑入学

というのが通常であります︒私も夜中に内科の救

それから︑もう一点御指摘がありました医療経

ったときに︑手持ちが幾らだけど︑幾らですかと

ているところでございます︒
営についてですけれども︑これは︑新たな教育プ

しても卒業できなかったり︑あるいは国家試験に

方で︑薬剤師の数といたしましては︑ＯＥＣＤで

いうようなことを聞かれて答えられなくて︑医事

このことを申し上げると︑年配の経験を積んだ

も絶対数としては最多とも言われている現状もご

ログラムの構築ですとか︑その成果の普及︑展開

を兼ね備えた医療人材を養成する優れた取組︑こ

先生方は︑そこまで医者が言うもんじゃないと怒

ざいます︒勉学に励み︑国家資格を取るために養

おいても合格率が低く︑最終的に資格が得られな

ういったもの︑こういったことに取り組んでいる

られることもありますけれども︑診療報酬のエン

成校に入学した将来ある若者の立場から考えます

課に一緒に聞きに行ったというのを思い出してお

大学に対して支援を行うという形で進めていると

ドユーザーは私は医師であると思っておりますの

と︑入学ができた以上は︑ある程度卒業や国家資

に向けて︑文部科学省におきまして︑例えば地域

ころでございます︒

で︑私たちが価格に対する概念を持つということ

格の取得につながる必要があるのではないかと考

い学生さんも非常に多いと伺っています︒その一

文部科学省といたしましては︑社会のニーズを

は︑特に我々の世代は次世代へ社会保障制度を引

えています︒

ります︒

踏まえまして︑医学生がこれからの医療に係る諸

き渡していきたいと真剣に思っておりますので︑

の実情に応じた病院経営戦略の企画立案等の能力

課題についてしっかりと学修できる環境が構築さ
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併せて考えますと︑私は薬剤師にも需給推計を行

的資源というものが投入されているということを

だと思いますし︑あるいは養成そのものにも社会

薬学部の学生さんの個人の人生のためにも必要

方に関する議論に生かしてまいりたいと考えてお

医療機器制度部会におきます薬局︑薬剤師の在り

められる役割を果たすことができるよう︑医薬品

て薬剤師のお一人お一人がその能力を発揮し︑求

は同じ医療人として非常に悲しい思いであります

いるんだという切実なお声も受けております︒私

れないかと︑多くの学生が卒業できずに苦しんで

方からも︑大変気の毒だと︑何とかしてあげてく

に分かりやすい言葉で言いますと︑医師会の先生

薬剤師になった後も︑キャリア形成について申

また︑これは質問ではなく︑加えてのコメント

ります︒

○副大臣︵高木美智代君︶ お答えいたします︒

し上げれば︑調剤薬局で初めて勤務した方が待遇

でありますけれども︑先ほど触れました倫理の話

うべきではないかというふうに考えておりますが︑

御指摘の薬剤師の需給につきましては︑厚生労

が良いから先にそっちに行ってしまうとかいうそ

であります︒

ので︑是非取組を進めていっていただきたいと思

働科学研究費補助金におきまして︑平成二十四年

んな現状もございまして︑病院薬剤師のなり手が

薬剤師は︑大体多くが現在分かれて存在してい

○自見はなこ君 ありがとうございます︒

度に需給動向の予測を行ったところでございます︒

少ないという声も聞いているところであります︒

ると思っております︒病院で働く薬剤師の方︑あ

いかがでしょうか︒

しかしながら︑既に五年が経過をしております︒

本来は︑薬剤師のキャリア形成というものを考え

るいは薬局で働く方々︑チェーンのこともそうで

います︒

その間︑少子高齢社会が進展する中で地域包括ケ

ますと︑やはりまず病院など患者様が入院してい

方もそうであります︒あるいは行政で働く薬剤師︑

アシステムの構築が進められ︑そうしたことも踏

していただき︑じかにいろいろな病気を診ながら︑

様々な立場の薬剤師の方が現在存在しております︒

すし︑あるいは長年続いてきた薬局で働いている

ンを公表しまして︑地域包括ケアシステムにおい

医師や看護師あるいは患者様︑御家族との日々の

ただ︑これらは皆様同じ薬剤師であります︒理念

るところから研修といいますか勤務をスタートを

てかかりつけ薬剤師・薬局に期待される役割など

濃厚なやり取りの中で研さんを積み︑薬剤師とし

まえて︑平成二十七年に患者のための薬局ビジョ

を明らかにいたしました︒そこで︑薬剤師に求め

需給についてもキャリアデザインについてもよ

そうした職業人としての一体感の下で︑大変言

そして使命感の下で︑私は是非︑共通の職業人と

こうした変化を踏まえまして︑薬剤師の需給に

うやくこれから取組が進んでいくのかなという今

いにくいですけれども︑薬価改定などの難しい問

て成長していってほしい︑そういう初めの時期が

ついて改めて検討していくということは重要と考

タイミングだと思いますが︑現状は非常に深刻な

題ですとか︑あるいは新薬開発の場面でも︑プロ

られる役割は変化し多様化してきているというの

えておりまして︑今年度︑平成三十年度︑薬剤師

状態であるというふうに認識しておりますので︑

フェッショナルとして自分たちがどうあるべきか︑

しての倫理観を組織としても共有していただけれ

の動向を把握するための調査を行うことにさせて

早急に取り組んでいっていただきたいと思います︒

どう相互に連携していくべきか︑是非団結をして

必要ではないのかなとも思っております︒

いただいております︒また︑その調査結果につき

実はこのことは︑私が全国区で引き続き医療機

ほしいというふうに思っております︒医薬局の皆

は︑委員御指摘のとおりでございます︒

ましても︑薬学教育を担当する文部科学省とも共

関の先生方と意見交換する機会が多い中で︑非常

ば有り難いというふうに思っております︒

有をいたしまして︑地域包括ケアシステムにおい
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専門研修におけるプロフェッショナルオートノ

ような場合に︑厚生労働大臣が研修機会確保のた

の理由により専門研修を受ける機会が損なわれる

でおりまして︑例えば女性医師等が妊娠︑出産等

ミーとは︑専門医認定に必要な実技や教育内容な

めの措置の実施を要請することも想定をしている

す︒

どの研修の質に直結する部分につきまして医師が

ところでございます︒

様も︑是非︑同じ職業を選んでくれる自分たちの

そういったことが︑将来の社会保障の制度設計

自ら制度設計や運営を行うことと認識をしており

後輩になる人たちの話ですから︑大切にしていっ

に関しましても︑そして個人の薬剤師の方の職業

まして︑これはあくまで尊重されるべきものであ

たけれども︑改めて私からも質問をさせていただ

修計画を定める際︑医療提供体制の確保に重大な

本法案におきましては︑専門医制度において研

意見を申し上げることとしてまいりたいと考えて

あくまで地域医療への配慮︑こういった観点から

保については当然配慮すべきものと考えており︑

フェッショナルオートノミーによる研修の質の確

きました︒どうぞよろしくお願いをいたします︒

影響を与える場合には︑あらかじめ厚生労働大臣

おります︒

ていただきたいと思います︒

人生の質の向上のためにも必要なことだと思いま
るというふうに考えております︒

これまでに申し上げた場合におきまして︑プロ

すので︑藤井先生と同じ問題意識ではございまし

さて︑また法改正の方に戻っていきたいと思い

の意見を聴き︑その意見を反映させるよう努めな

ます︒

○自見はなこ君 ありがとうございます︒

実際に︑この新しい専門医制度が始まりまして︑

ければならないこととされております︒
具体的に申し上げますと︑例えば特定の領域に

今年の四月からであります︑専門医制度が開始
をされました︒開始に至るまでの過程で様々な議

どういった影響を地域医療に及ぼすかというもの

に関しては数年単位で見ていかないと分からない

おいて︑一部の都道府県の定員が極端に少ないケ
ース︑また研修プログラムそのものがないケース

また︑都道府県からは︑基幹施設の基準を満た

厚労省は︑元々権限を持っている上に規制監督

ところもあるかと思いますが︑基本的には学術団

を申し述べる権限の創設というものをうたってい

しており︑かつ基幹施設になることを希望してい

官庁でございまして︑自分たちで思っているより

など︑全国的なバランスが損なわれるようなケー

論があったこと︑経過があったことは承知をして
おります︒
その専門医制度ですが︑医療法︑医師法の改正

ます︒専門学会の先生などから︑専門医制度は学

るにもかかわらず︑基幹施設となれない医療機関

も周りの医療機関は大変大きな権限を持っている

体の話でありまして︑このことは研究ですとか医

術としてのプロフェッショナルオートノミーの下

があったとの意見も聞いておりまして︑こうした

という目でも見ております︒是非︑日頃からの円

スなどが考えられるところでございます︒

で運営されている組織であることから︑国の関与

ケースにつきましても︑都道府県からの意見を集

滑なやり取り︑一方的でないやり取り︑かつ︑意

では︑日本専門医機構等に厚生労働大臣から意見

は最低限にすべきだという意見もございます︒こ

約し︑意見を述べることも考えられるところでご

学という学問の領域の話でございます︒

れは一体どういう場合を想定して厚生労働大臣か

べていただきましたように抑制的な運用というも

見を申し述べる際には限定的で︑そして先ほど述
さらに︑研修を受ける機会の確保に必要な措置

のを是非お願いしたいというふうに思っておりま

ざいます︒
の実施についても意見を述べる仕組みを盛り込ん

ら意見を申し述べる権限の創設をうたっているの
か︑教えてください︒
○政府参考人︵武田俊彦君︶ お答えをいたしま
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○政府参考人︵武田俊彦君︶ お答えいたします︒

ものはどのようになっているでしょうか︒

いて︑今回の法改正における具体的な内容という

な形態がございます︒これらの地域枠の対応につ

の地域枠や県またぎ地域枠など︑地域枠にも様々

今回の法案にも含まれておりますが︑例えば県内

地域枠︑地元出身者枠の創設︑増加について︑

次の質問に移ります︒

整もしやすいのかなと思いますが︑医学部が複数

学部あるいは二つまでの医学部であれば実際は調

府県に要請する場合で︑かつ一つの県に一つの医

○自見はなこ君 地元の都道府県知事がその都道

するよう求めているところでございます︒

議会の協議を経てキャリア形成プログラムを策定

うこととなるよう︑各都道府県に地域医療対策協

ながら各都道府県が指定する区域等での勤務を行

本人の希望に応じて︑多様なキャリア形成を図り

にいろいろな課題があるんではないのかなと思わ

か自治体とそして医療界とのコミュニケーション

事情というものもあり︑どういうわけか︑なかな

構築されている地域が多い一方で︑様々な地域の

道府県知事とそして地元の医療界との信頼関係が

を検討する協議の場としてうたわれております︒

策協議会の機能強化が地域枠の医師の勤務先など

今回の医療法の改正におきまして︑地域医療対

次の質問です︒厚生労働大臣にお尋ねをしたい

ただいま御指摘がありました地元枠︑地域枠と

ある場合ですとか︑あるいは︑やはり医師不足が

せるような自治体もございます︒

学病院等における専門研修等も組み合わせるなど︑

いったものでございますけれども︑私どもこれま

深刻で県を頻回にまたぐ場合など︑いろんな場合

地域医療提供体制におきまして︑その最終の責

すので︑よろしくお願いいたします︒

での調査で把握しているところによりますと︑地

が考えられ︑実際にはかなり緻密な大学間や県を

任者というものは知事でございますが︑その決定

と思っております︒

元出身者︑県内の地域枠及び他県に設置された地

越えての調整が必要になるということが予想され

私は全国を回らせていただいておりますが︑都

域枠について︑臨床研修修了後いずれも八割前後

医療対策協議会の協議を経て︑都道府県知事が管

学︑医師会︑主要医療機関等を構成員とする地域

きまして︑具体的な医師確保対策の実施を担う大

階における定着策を図るために︑各都道府県にお

このため︑本法案におきましては︑医師養成段

この辺りは非常に丁寧な運用をしていただく必要

ていただく必要があるのかなと思っておりますし︑

る仕組みなんだということを医学部側にも認識し

るかと思いますが︑地域医療を支える良医を育て

いております︒これ自体も一つの問題になってく

ていないところもある現状もあるというふうに聞

地域枠に関しては︑また必ずしも定員を満たし

かりと見直していかなければいけないのは︑医療

また︑根底から我々も行政も政治も考えをしっ

すと︑外来についても同様であると思います︒

ると強く感じます︒先ほどの話︑櫻井先生の話で

など︑全てのステークホルダーを入れる必要があ

の医師会︑大学︑民間病院︑そして自治体関係者

を発揮しないのではないかと思っています︒地元

ながらこの本来の地対協の目的というものは機能

の過程においては︑一方通行のやり取りでは残念

内の大学に対する地元出身者枠の設定︑増員の要

があるのかな︑あるいはアドバイスもしていただ

職の︑特に医師における女性の比率の急激なそし

ます︒

請でありますとか都道府県内外の大学に対する地

く必要があるのかなと思っておりますので︑きめ

て圧倒的な上昇であります︒女性医師の妊娠や出

の高い定着率を示しているというふうに把握をし

域枠の設定︑増員の要請︑こういったことができ

細やかな対応をしてくださいますようにお願いを

産などのライフイベントの配慮や︑先ほど来から

ております︒

る仕組みを盛り込んでいるところでございます︒

申し上げます︒

今回の法案では︑こうした地域枠等の医師が大
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あるというふうにも考えております︒

成要員というものについても十分な配慮が必要で

から︑私は︑地対協へは︑ある一定数の女性の構

面もあることから様々な配慮が必要だということ

います︒こういった家庭人としての医師という側

三十代になると子供の教育がといった問題もござ

も御指摘ありました︑二十代では動けるんだけど︑

もさせていただいております︒

を互選により選定するという︑こういう仕組みに

の運営方針においては︑議長は都道府県以外の者

施行をするに当たり︑予定の地域医療対策協議会

構成員に民間病院を明確に規定をするとともに︑

ますので︑先ほど申し上げましたように︑法律上︑

間の方からも様々な意見を求めていくべきであり

また︑地域医療対策協議会の運営について︑民

ます︒

も不利益のないような調整を是非お願いをいたし

いう境遇に置かれております︒民間病院にとって

ビアな状態で同じように地域医療を支えていると

というのは︑時には公立病院よりも経済的にはシ

ういったことももちろんでありますが︑民間病院

たし︑予算についての御指摘もございました︒そ

事務局についての御指摘も午前中にございまし

○国務大臣︵加藤勝信君︶ 地域医療対策協議会

いたします︒

も配慮するよう︑これは運営方針でお示しをして

う場でありますから︑構成員の女性比率について

女性を含めた医師のキャリアについても議論を行

またさらに︑地域医療対策協議会においては︑

多数ございます︒これからの調整の場面で︑今は

寄附講座をつくっているような自治体ももちろん

県とは別に︑市町村議会で決定し︑独自に大学に

それぞれの地域地域でいろいろとあると思います︒

また︑加えまして︑市町村と都道府県の関係も

是非︑厚生労働大臣に︑この地対協の構成要員

においては︑今回の改正によりまして︑医師確保

いきたいというふうに考えております︒

と︑そしてその仕組みの御説明をよろしくお願い

計画に定められた医師派遣などの医師確保対策に

策の政策決定の透明化︑これは現在よりも大きく

ります︒医師派遣の方針を始めとした医師確保対

場で医師偏在対策を協議︑実施することにしてお

指標に基づいて︑こうした幅広い方々が参加する

すし︑また︑客観データとして示される医師偏在

間医療機関を新たに加えているところでございま

法律上これまで明示されていたものに加えて︑民

この地域医療対策協議会の構成員については︑

として位置付けられているところでございます︒

よく都道府県にも周知を図っていきたいというふ

いただくということで︑弾力的な運用についても

ことであれば︑それはもう一体化して運営をして

重複して一本化して運営する︑一体化するという

えているわけでありますから︑地域においてもう

が実質的に進むような仕組みということで今回考

とを求めているわけではなくて︑それぞれの議論

いは手間の上に手間を重ねるような︑こういうこ

ありました︒本当に屋上屋を重ねるような︑ある

係る協議会等々︑先ほどからもいろいろ御指摘が

ることとするというふうにあります︒その範囲に

への知見を有する医師を厚生労働大臣が認定でき

の提供に関する一定の勤務経験を通じた地域医療

医療法の改正で︑医師少数地域等における医療

続きまして︑認定医についての質問になります︒

ありがとうございました︒

たします︒

るかと思いますので︑どうぞよろしくお願いをい

横断的な事例などの調整をお願いすることにもな

配り︑都道府県横断的に︑また時には都道府県内

てくる場面もあると思いますので︑是非密に目を

明らかになっていない思わぬことが明らかになっ

進んでいく︑そのことによってこうした問題に対

うに思っております︒

ついては今後検討ということで記載をされていま

それから︑地域医療対策協議会以外も︑外来に

する対応というものも一層積極的に取り組まれる

○自見はなこ君 ありがとうございます︒

ついて︑都道府県内の主な関係者が協議をする場

ことを期待をしているところでございます︒
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準に従い各都道府県が設定をする︑こういう仕組

認められる二次医療圏を厚生労働省令で定める基

に設定した医師偏在指標を基に︑医師が少ないと

患者の流出入等を踏まえまして︑二次医療圏ごと

でございますけれども︑医療ニーズや人口構成︑

○政府参考人︵武田俊彦君︶ この医師少数区域

についてお答えいただければと思います︒

てそのスケジュール︑どうやって定めていくのか

すが︑何をもって医師少数区域とするのか︑そし

が聞こえますかというようなコメントも書いてあ

かりの外国人観光客でとても足りないという悲鳴

何とか対応できたんだけれども︑今はあふれんば

けれども︑離島に今までは一人の診療所の先生で

縄県医師会でヒアリングでお伺いをいたしました

対的な評価として必要かと思いますし︑また︑沖

倍の手間が掛かりますので︑こういった側面も相

人が増えてしまいますと︑診療時間に三倍から五

然その地域に増えてしまうですとか︑在留の外国

有する病院を対象とする方向で検討することとし

医療支援病院のうち︑医師派遣・環境整備機能を

域医療機関と連携しながら地域医療を支える地域

医師需給分科会における議論を踏まえ︑まずは地

つきましては︑医療従事者の需給に関する検討会

認定医を管理者として評価する医療機関の範囲に

を考えているところでございますけれども︑この

療機関の管理者として評価する仕組みということ

まして︑この大臣認定を受けた認定医が一定の医

ただし︑個別に見た場合に︑施行直後の認定医

ております︒

義ですけれども︑場合によっては︑今考えておら

師が十分に存在しない場合で管理者の変更が必要

ったわけでありまして︑是非︑この少数区域の定

この医師偏在指標や医師少数区域の設定などの

れる数年単位の見直しということに通常は行政上

みを考えております︒
詳細な制度設計につきましては︑法案成立後︑速

内で認定医師以外に管理者としてふさわしい医師

になる場合︑医療機関の管理者が急に不在となっ

てくるのかなというふうにも思っております︒い

がいる場合など︑個別の事情を抱えるケースも想

なるんでしょうけど︑もしかしたらもう少し柔軟

目途に結論を得︑医師確保計画の策定方法を都道

ずれにいたしましても︑十分に客観的なデータを

定をされますので︑このような場合も含めて︑地

やかに公開の場で議論を開始をいたしまして︑ス

府県にお示しする中で明らかにしていく予定とし

用いて見える化をしていただく過程で︑医療界と

域における医療の確保に影響が生ずる場合などに

て後継者が認定を取得していない場合︑当該病院

ております︒その後︑平成三十一年度中に都道府

も調整し︑決めていっていただきたいなというふ

は認定を受けていない医師も管理者になることが

なスピード感のある見直しというのが必要になっ

県が医師少数区域を設定することとする予定でご

うに思いますので︑どうぞよろしくお願いいたし

できるよう条文上ただし書を設け︑必要な配慮を

ケジュールといたしましては︑平成三十年度中を

ざいます︒

ます︒
続いての質問に移ります︒

行うこととしているところでございます︒

制度設計に関する検討過程におきましては︑客
観的な議論に資する適切なデータを用いまして︑

ついこの間の週末ですけれども︑関西のとある

○自見はなこ君 ありがとうございます︒
定医であることとしていますが︑今後︑ここにつ

大都会を含む都道府県の一つに伺わせていただき

地域医療支援病院の一定の管理者要件として認

くしてまいりたいと考えております︒

いてはどのような方向性で考えているのか︑お聞

ましたけれども︑そこの地域は三十近い地域医療

医療関係者や有識者等の方々とも十分に議論を尽
○自見はなこ君 ありがとうございます︒

かせをください︒

支援病院が一つの都道府県の中にあると︒とはい

その医師少数区域でございますけれども︑これ

○政府参考人︵武田俊彦君︶ 今回の法律により

から︑これもですけれども︑外国人の観光客が突
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経験︑こういったことを評価をすることを考えて

択肢に地方で管理者になるということは︑いいや

医の道は選ばないという感覚を持つ若い医学生︑

え︑一つもいわゆる地方にはない︑全部都会の中
一方で︑お尋ねの医師国家試験に合格する前の

女医さんあるいは若い医師が多いのではないかな

と︑必要ないだろうということで︑初めから認定

なってしまうのであれば︑後継者指名で誰も認定

学部学生の段階での臨床実習等の期間をこの認定

というふうに私自身は感じております︒

いるところでございます︒

医が満たせないだろうから︑地域医療支援病院す

医師となるために必要な医師少数区域等での勤務

にあると︒もし管理者要件が非常に厳しいものに

ら返上することも考えているというお声もいただ

期間に含めることとするかどうかにつきましては︑

きますよう御配慮をお願い申し上げます︒

れも実態に合った規定というものを定めていただ

れなかったということなどがないように︑くれぐ

れども指定区域ではなかったがゆえに管理者にな

ごく近隣の病院で︑医療機関で長年勤めていたけ

○自見はなこ君 是非︑検討課題としてお考えい

いうふうに思います︒

中での検討課題として考えさせていただきたいと

で︑認定に必要な勤務期間について今後検討する

途検討することが必要と考えております︒その上

いて︑今後︑医師養成の在り方を検討する中で別

まずは医学教育における臨床実習の位置付けにつ

ような制度設計に是非していただけたら有り難い

たいなと︑わくわくするというような︑そういう

化したから︑もうちょっと頑張れば認定医も取り

医療の喜びを知る︑そして自分はここで単位を消

れも単位に入れる︑そういうことで︑まずは地域

が︑是非医学部のときから地域医療に入れて︑そ

おっしゃるのかなとも考えているわけであります

男性目線で計画を立てるとこういうふうなことを

どうしても︑大変恐縮ではございますけれども︑

いております︒

続いての質問です︒

ただければ大変に有り難いというふうに思ってお

また︑今局長が触れていただきましたけれども︑

認定医につきましては︑早期から地域医療に触
は大事だというふうに思っております︒そういっ

い運営をした場合には︑先ほど申し述べたような

この認定医ということに関しましては︑もう堅

保という言葉は私自身は大変好きにはなれません︒

そして最後に︑今更なんですけれども︑医師確

と思いますので︑大変恐縮ですが︑よろしくお願

た観点から︑学生時代のカリキュラムの選択科目

問題とは別に︑二十代は三割を超えて占める︑特

女性活躍という言葉をしばらく女性活用というふ

ります︒

等も含めて考えるべきではないかというふうに思

に周産期医療では小児科︑産婦人科は両方合わせ

うに表現していた時代が行政もあったと思います

れるということを奨励するということが非常に私

っておりますが︑いかがでしょうか︒

ますと六割以上が女性医師で支えているという現

いいたします︒

○政府参考人︵武田俊彦君︶ この新たな認定制

けれども︑それはやめてほしいということで女性

なか︑医局同士で話しているときも︑医局員同士

状がありますので︑私が懸念をしているのは逆ぶ
二十代後半から︑女性のですね︑三十代の女性

で話すときも︑医師確保というような話はやはり

度でございますが︑この認定医師につきましては︑
ておりますので︑それぞれの医師のキャリアの中

の勤務する地域を決めると︑そしてそれが明確で

行政の上から目線という感覚が非常にいたします︒

活躍という言葉を使っていると思いますが︑なか

で様々な段階︑若い段階でも︑それから一定年齢

ないということであれば︑じゃ︑いいやと︑自分

確保される存在なんでしょうか︒非常に疑問を持

れをするという可能性であります︒

に達した後の段階であっても︑そのいずれの段階

は人にも迷惑も掛けたくないし︑そして将来の選

あらゆる世代の全ての医師を対象とすることとし

にありましても︑この医師の少ない地域での勤務
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いうふうに思いますので︑よろしくお願いいたし

ミングがありましたら是非御検討いただければと

ので︑こういう用語について検討するようなタイ

る存在なのかということで非常に疑問を感じます

いうことなんでしょうけれども︑やはり確保され

政用語として積み重ねて使ってきて他意はないと

ば︑初診は原則として直接の対面による診療を行

ろでございます︒この指針におきましては︑例え

実施に関する指針を三月に取りまとめられたとこ

関するルール等を定めたオンライン診療の適切な

して︑オンライン診療の適用やセキュリティーに

診療に関する検討会という検討会を開催いたしま

このため︑本年二月から情報通信機器を用いた

したいと思います︒

るかもしれませんので︑是非御協力をお願いいた

うような前向きな検討が今後されていくことにな

だく︑あるいはレセプト請求とも絡んでいくとい

資格証の普及を例えば学会とセットでやっていた

な要素がＩＣＴ上ではございますので︑この医師

だきましたけれども︑本人確認という非常に重要

うものもございます︒そして︑先ほど触れていた

的な取組というところからスタートをしていると

ます︒

うことでありますとか︑ＨＰＫＩカード等を活用

続いての質問ですが︑櫻井先生より内容につい

な診療が普及するようなルールが必要というふう

さて︑次の質問に移ります︒

し患者が医師の免許確認を行える環境を整えるこ

ては非常に的確な御質問が午前中にございました

ってこの言葉遣いを感じておりますので︑もし今

私は︑女性医師の増加や医師偏在︑あるいは診

とですとか︑患者の医療情報の漏えい等がないよ

が︑今回の法改正においては従来の入院だけでな

思いますが︑厚労省全体のデータヘルス計画とい

療科の偏在︑そしてこれを解消するためのタスク

う十分な情報セキュリティー対策が講じられてい

く外来についても地域ごとに機能について見える

に認識をしております︒

シェアの奨励といった様々な観点が今打ち出され

ることを確認することなどから成るルールを定め

後歩み寄れるところがございましたら︑今まで行

ていますが︑患者様の安全に資する形の適切なテ
てであるというふうに思っております︒そういっ

酬改定におきましても︑この指針と整合的な形で︑

また︑今般行われました平成三十年度の診療報

す︒

○政府参考人︵武田俊彦君︶ お答えをいたしま

化を行う方向性だと聞いておりますが︑スケジュ

た意味から︑このオンライン診療について指針と

対面診療とオンライン診療を適切に組み合わせる

御指摘のその外来に関する機能の見える化でご

たところでございます︒

診療報酬の観点から現状をお聞かせください︒

ことにより効果的︑効率的な医療の提供に資する

ざいますけれども︑今回の法案におきましては︑

レワークというものはこれを解消する一つの手だ

○政府参考人︵武田俊彦君︶ ただいまオンライ

ものについて︑新たにオンライン診療料等として

限られた医療資源の中で地域における外来医療の

ンライン診療は非常に有用と考えておりまして︑

医師の働き方の改善方策としてもこの御指摘のオ

はなく︑医師の少ない地域での医療提供ツールや

てまいりたいというふうに考えております︒

等を通じオンライン診療の更なる普及推進に努め

術革新の状況等を踏まえ︑指針の定期的な見直し

今後とも︑このオンライン診療の普及状況や技

された外来医療機能の不足︑偏在等に対応するた

設に当たっての参考情報とするとともに︑可視化

た外来医療機能の可視化を行い︑新規開業者の開

めに︑地域ごとの診療所の開設の状況などを含め

質を確保しながら効率的に医療を提供していくた

ールの感覚について教えてください︒

ン診療についての御質問がございました︒

評価をしたところでございます︒

今後その普及を一層進めていくためには︑医療上

○自見はなこ君 今回は初年度ということで限定

医療の質や医療のアクセスの向上を図るだけで

の必要性︑安全性及び有効性等が担保された適切
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めの外来医療の確保に関する方針を地域ごとに策

でございますので︑お伝えをさせていただきます︒

また︑今回の法案におきましては︑医師少数区

るところでございます︒

を設置すること︑こういった内容を盛り込んでい

ました医療勤務環境改善支援センターでございま

○政府参考人︵武田俊彦君︶ 今御質問いただき

ものはいかがでしょうか︒

いずれにいたしましても︑医師の労働環境の改

ございます︒

取り組むよう規定を新設することとしたところで

と連携して派遣先の医療機関の勤務環境の改善に

域等の医療機関に派遣される医師の労働環境への

ただいまスケジュールの点について御質問ござ

すけれども︑この支援センターにつきましては︑

善︑勤務環境の改善︑非常に大きなテーマでござ

次に︑医師の働き方についてであります︒

いましたけれども︑このような外来医療機能の不

医療法に基づきまして︑平成二十六年の十月一日

いますので︑この医療勤務環境改善支援センター

定すること︑又はこうした内容を地域で議論する

足︑偏在等に対応する仕組みにつきましては平成

より︑勤務環境の改善に取り組む医療機関を支援

が更に機能を発揮できるように努めてまいりたい

不安等を解消するために︑地域医療支援センター

三十二年度に施行を予定しているところでござい

するための機関といたしまして都道府県ごとに設

というふうに思います︒

現在の勤務環境改善支援センターの取組という

まして︑国としては︑法案成立後︑平成三十年度

置が進められ︑平成二十九年三月までに全ての都

○自見はなこ君 ありがとうございます︒

場として地域の医療関係者等が参画する協議の場

中を目安といたしましてどのような指標や情報を

道府県において設置をされたところでございます︒

思っておりますが︑おっしゃったように︑まだま

用いて可視化を行っていくかなどについて検討会

医師の働き方改革に関する検討会の議論の中にお

だこれから取組が必要であると思います︒

このセンターの制度を世に先に送り出していた

療に関する事項を医療計画に追加していただく︑

きましても︑医療関係者への周知不足ですとか他

それから︑医師が少ない地域で勤務する方々︑

しかしながら︑同センターの活動内容につきま

このようなスケジュールを予定しているというこ

の関係機関との連携が不十分ということから十分

先生方への勤務環境についてということですが︑

で議論を行う予定としており︑この結果を踏まえ

とでございます︒

な機能が発揮できていないケースも多い︑そのた

往々にしてあるのが︑平日九時から五時だけやり

だいていたということは大変に有り難いことだと

○自見はなこ君 大変急速に進んでいくという印

め更なる機能の強化や業務の見直しが求められる︑

ます︑相談があったら来てくださいという窓口で

しては病院等にいまだ十分浸透しておりませんで︑

象を今改めて受けたところでありますが︑その先

このような御意見があったところでございます︒

て︑都道府県において平成三十一年度中に外来医

に何がしたいのかということについてまだ明確に

す︒もう少し詳しく医療界と事前すり合わせや︑

師少数地域と同じような感覚を私は抱いておりま

を実施することによりセンターによる訪問支援を

理アドバイザーなどを手厚く配置するなどの支援

平成三十年度においては︑センターに医療労務管

表面をさらった話だけではなく︑本質的なタスク

また︑それは︑ただ単に労務︑労基ということの

じておいていただければ有り難いと思いますし︑

の辺りの現実的な運用はこれからも課題として感

は全く何の意味もないと思いますので︑是非︑そ

あるいは我々にも説明をいただきながら︑それぞ

充実するなど︑同センターの機能の強化を図って

シェアリングですとかそういったこと︑あるいは

このため︑私どもこうした御意見も踏まえつつ︑

れの政党の中の部会でももんでいくということが

まいりたいというふうに思います︒

見えてこない部分があると思います︒これは︑医

これは必要なんではないかと今強く感じたところ
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しく御検討ください︒

いると有り難いというふうに思いますので︑よろ

ッジを出すような機能も是非内包していただいて

ように︑各種の施策と連携して進めるようなブリ

で︑その勤務環境改善支援センターが孤立しない

地対協での議論にも絡んでくるんだと思いますの

的な取組を取りまとめたところでございます︒

な論点整理及び医師の労働時間短縮に向けた緊急

て議論を進めておりまして︑本年二月には中間的

ついては医師の働き方改革に関する検討会におい

○国務大臣︵加藤勝信君︶ 医師の働き方改革に

しょうか︒

必要だというふうに考えておりますが︑いかがで

当に感慨深く感じております︒

する法律案に質問に立たせていただいたことを本

私は︑今回の医療法そして医師法の一部を改正

ら有り難いというふうに思っております︒

○自見はなこ君 是非︑共に議論を進めていけた

いただきたいというふうに思います︒

申し上げた三月末に向けて検討を更に進めさせて

ウトという制度をつくっていたり︑あるいはアメ

外国でも︑ＥＵなどは労働時間の上限にオプトア

医師の働き方改革についてでございますが︑諸

ら議論がなされ︑今後も多角的に検討を進め︑来

医療の質や安全を確保する観点など様々な観点か

保の観点のみならず︑地域医療提供体制の確保や

や勤務環境の改善策などについて︑医師の健康確

これまでも︑勤務医の時間外労働規制の在り方

生労働省からなかなかマッチングという制度が発

度というものは︑この臨床研修の導入に当たり厚

会で同じことを発言しておりますけれども︑初年

初年度の人間であります︒繰り返しいろいろな機

十六年に医師になった人間で︑初期臨床研修医の

私自身は︑何度も申し上げているとおり︑平成

最後に︑加藤厚労大臣にお尋ねをしたいと思い

リカでも通常の労働者とは別の扱いを行うなど︑

年の三月を目途に取りまとめをすることにしてお

表されない︑そんな中︑四月から最後の病棟実習

ます︒

様々な対応を行っております︒

ります︒

論に参考にしていっていただきたいというふうに

ます︒是非︑これらを重く受け止めて︑今後の議

を図っていこうとまさにしているところでござい

な医療界のステークホルダーの皆様の意見の集約

なって︑病院団体や大学病院︑若手医師など様々

提供体制等についても整理をした上で検討を深め

務医の労働時間規制と併せて︑各国における医療

かといった意見が挙げられております︒各国の勤

も参考にしつつ検討する必要性があるのではない

した︑諸外国における医師の労働時間規制の内容

検討会においても︑今委員から御指摘がありま

んおりました︒また︑その後も︑研修医になりま

ストレスで体の病気を発症した学生さんももちろ

事者として︑現場は大変に混乱をしておりました︒

もしなきゃいけないということで︑医学部生の当

験も受けないといけないようだ︑国家試験の対策

方で︑早い段階で就職したい病院見学や︑就職試

もみっちりある︑夏には卒業試験もある︑でも一

日本でも︑この四月から︑日本医師会が中心と

思っております︒特に︑応招義務とそれから自己

ていく必要があるというふうに考えているところ

うな時期も続きまして︑本当に身に付いているん

研さんという二つの特殊性は︑かなり医師特有の

また︑医療界においても︑この医師の働き方改

だろうかというような不安な時期を送ったことも

したが︑一月ごとに研修する科が変わるというよ

加藤厚労大臣に︑現在の医師の働き方改革の進

革に関して自主的な検討の場を設けるというお話

度々ございました︒

であります︒

捗状況と論点︑どのようなものかということをお

も聞かせていただいています︒そういった場での

ものであるというふうにも思っております︒

尋ねしたいと同時に︑海外のこのような︑もうお

検討内容︑これもいただきながら︑今後︑先ほど

私は認定内科医の資格を取るために初期研修の

示ししたような事例も含めて︑今後幅広く検討が
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先生は︑非常に深いため息をつきながら︑今回の︑

局しておりますが︑我々を迎えてくれた指導医の

二年プラス一年を内科で過ごした後に小児科に入
員の決定権限の都道府県への移譲等の措置を講じ

の策定︑臨床研修病院の指定権限及び研修医の定

府県の医療計画における医師の確保に関する事項

皆保険制度が確立した昭和三十六年の時点では二

進んでまいりました︒しかし︑医学部定員は国民

年代後半に入ると各地で病院等の整備がだんだん

況でございます︒

大に応じるには必ずしも十分とは言えなかった状

千八百四十人となっておりまして︑医療需要の増

これは︑改正するという決意に至ったというこ

ると︑こういう趣旨で提出されております︒

輩の医局員が二年間入ってこなくて︑そして大学

とはそれなりの理由があろうかと思いますが︑今

平成十六年ですけれども︑制度の変更に伴って後
病院で重症の患者さんを抱えひたすら下働きを頑

こうしたことも背景に︑昭和四十八年には無医

定をされまして︑昭和五十六年には全ての都道府

日はこれについて幾つか質問をさせていただきた
まず最初に︑医師不足に対する厚労省の認識と

県で医学部︑医科大学が設置をされ︑医学部の定

張りましたと︑その間︑大学病院に余りにも人手
引き揚げざるを得なかったということも話してく

いうものについてお伺いしたいんですが︑この医

員は八千二百八十人まで増加をしたという経緯を

大県を解消するいわゆる一県一医大構想が閣議決

れました︒研究にも空白ができたということをお

師不足でございますが︑戦後︑我が国は復興し︑

たどりました︒

いと思います︒

っしゃっていました︒

高度成長︑経済成長︑そしてバブル期と︑こう向

がなくなったので︑泣く泣く関連病院から医師を

是非︑医師法そして医療法の改正というのは非

和五十七年には︑医師については全体として過剰

一方︑昭和五十年代に入りますと︑将来の医師

の医師不足がいつ︑どのように始まり︑そして国

を招かないように配慮することということが閣議

かう中で︑特に地方においては医師不足が社会的

我々も一緒になって頑張りたいというふうに思っ

はどのような対策を講じ︑どんな効果があったか︑

決定をされ︑昭和六十一年以降医学部定員が削減

常に大きな影響を一人一人の医師にも与えますし︑

ておりますので︑厚生労働省の皆様におかれまし

過去の経緯とこれまでの国の政策についてお考え

をされたという経過をたどりました︒

の数の過剰が危惧をされるようになりまして︑昭

ては︑その責任を十分に胸に置いていただきまし

をお聞きしたいと思います︒

しかし︑平成二十年代に入りますと一部の地域

な問題となって久しいと私は思っております︒こ

て︑共に制度改正に向けて尽力していただけたら

○政府参考人︵武田俊彦君︶ この医師不足問題

における医師の不足が深刻であることが問題とな

地域医療提供体制にも与えていくわけであります︒

と思います︒

についてのこれまでの過去の経緯というのは大変

りまして︑それらの地域の医師確保のための臨時

これで私の質問を終わります︒ありがとうござ

長い経緯がございます︒

いました︒

度は過去最大規模の九千四百十九人の定員となっ

的な医学部定員増が図られ︑平成三十年度︑今年
戦後でございますが︑我が国の医療は︑戦災によ

たということでございます︒

簡潔に申し上げたいと思いますけれども︑まず︑
る医療施設の閉鎖︑医療従事者や医薬品の不足な

○宮島喜文君 自由民主党の宮島喜文でございま
今日は︑医療法及び医師法の一部改正する法律

どが相まって戦後の我が国の医療は大変悲惨な状

す︒
について︑地域間の医師の偏在の解消等を通じ︑

況にあったわけでございますけれども︑平成二十

知をしております︒

このような経過をたどっているというふうに承

地域における医療提供体制を確保するため︑都道
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○宮島喜文君 ありがとうございました︒

っぱいいるわけでございます︒

また︑医学部定員を増加した平成二十年から平

かそういうこともございますし︑人口の問題もあ

○政府参考人︵武田俊彦君︶ 先ほどは︑医師不

ということについてお伺いしたいと思います︒

ども︑特に過疎地域にある医療圏におきましては︑

〇％増加をしているということでございますけれ

国全体の人口十万人対医療施設従事医師数は約一

成二十六年にかけての推移を見てみますと︑我が

ります︒また医療技術の問題もあるわけですが︑

足に関するこれまでの歴史的経緯も含めて御説明

二十四の圏域で減少しているということでござい

そのような状況をどのように認識しているのか

医師を増やす時代があった︑抑制する時代があっ

申し上げましたけれども︑この医師不足問題につ

ますけれども︑全国平均以上に増加している圏域

そういうふうに考えますと︑社会環境の変化と

た︑さらにまた増やさなきゃいけないと︑こうい

きましても︑地域地域でやはり大きく異なってい

このように︑医学部定員の増加︑そして全体的

う時代を経由してきたというふうに認識してよろ

加をする中におきましても︑なお地域では医師不

な医師数の増加という効果が及んでいない地域が

は二一％となっているところでございます︒

そんな中で︑じゃ︑今どのような考え方と申し

足が解消していないという声も強く寄せられてい

なお見られるというようなことが数字からも明ら

るのが現状でございますし︑この医師数全体が増

ますか︑どのようなことが大きな問題となってい

るところでございます︒

しいかと思います︒

るかということになるわけでございますが︑今日

もございます︒例えば県単位で見れば︑県の中に

いうことで見れば︑大都市と地方都市という見方

ないのが埼玉県でありまして︑百六十・一人とい

島県が最大で人口十万対三百十五・九人︑一番少

数︑こういう指標で見た場合につきましては︑徳

域︑へき地中核病院に十年ぐらい勤めておりまし

私も︑実は長野県で三倍の格差があるような地

○宮島喜文君 ありがとうございました︒

一つの理由になっているということでございます︒

かになっておりまして︑こういう点から見ますと

おいて︑隣の医療圏であっても二倍三倍と医師の

うことで︑約二倍の開きがあるというのが都道府

たけれども︑隣がなぜ大学があるから医師が多く

現在︑全国の医師の配置状況を数値として見た

数の違いがあるというところがあるわけでござい

県間の状況でございます︒さらに︑その都道府県

て︑隣で一時間動くだけで医師が全くいないとい

の地域間の医師の偏在の現状でございます︒やは

ます︒

の中で二次医療圏ごとに見た場合につきましても︑

う︑こういう地域が現れているということでござ

医師の地域偏在は解消していないというふうに認

平成二十年度から医学部の定員を増員して︑一

この偏在問題ということは認識をされておりまし

います︒これを何とかしなきゃいけないというこ

場合︑平成二十八年の医師・歯科医師・薬剤師調

定期間地域で勤務を義務付けた地域枠ですか︑こ

て︑同じように人口十万対医師数で見た場合にお

とで︑大きな問題があろうかと思って認識してい

りこれは︑医師が都市部に集中して地方の医師不

れを導入するなど対策は講じられているというこ

きましては︑全国四十七の都道府県のうち三十四

るところでございます︒

識しておりますし︑それが今回のこの法案提出の

とではございますけれども︑この医師の地域偏在

の都道府県におきまして︑最大の圏域と最小の圏

査によりまして︑都道府県ごとの人口十万対医師

は解消していないということでございますから︑

域ではこの人口十万対の医師数が二倍以上差が開

足が深刻化しているということ︑これは地域間と

このままでいくとまだまだ地域医療が崩壊してい

いている︑こういう状況にございます︒

うことになるわけでございますが︑はっきり申し

この地域間のいわゆる医師の偏在の解消策とい

くんじゃないかというおそれを持っている人もい
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まして︑もう団塊の世代が七十五歳以上となる二

てくれるけど︑一時間超えるとちょっときついね

一定の医療機関の管理者としての評価︑無床診療

医師の偏在対策︑実効性を持たせて進めること

所の開設に対する新たな制度上の枠組みの導入な

その上で︑この法案では︑今御指摘いただきま

が重要でありますことから︑まずは今般のこの法

という実感で持っていたものですから︑そのお話

国的に見ればこれからというところもございます

した点も含めて︑医師養成過程を通じた医師確保

律に基づく医師偏在対策等についてしっかりと施

〇二五年ということを言われておりますが︑地方

から︑やはりこの地域医療構想をきちんと実現し

対策の充実︑地域の外来医療機能の偏在︑不足等

行させていただき︑実行していき︑そしてその効

ど︑将来に向けた課題というのは様々問題提起を

ていくということにおいても︑当然︑解決すべき

への対応︑地域医療構想の達成を図るための都道

果についてきめ細やかな検証を行い︑またそれに

聞きながら一層納得をさせていただいたところで

課題というふうに思うわけでございます︒午前中

府県知事等の権限の追加なども含めた︑柱とした

ついて継続的に︑また更なる対策についても検討

ではもうその段階は達しているわけでございまし

に櫻井委員の方からもお話があったようなふうに

対策を講じることにしておりまして︑こうやって

を加えていきたいというふうに思っております︒

されているところでございます︒

思いますけれども︑地域偏在対策︑これを進めな

法案の取組を一つパッケージにしたというのは︑

○宮島喜文君 ありがとうございました︒

ございます︒

きゃいけないんですが︑偏在となっている要因を

ある意味では一つのこれまでにない取組だという

て︑今まさにその状態ではございます︒ただ︑全

解消するというところまでは十分できてこなかっ

ふうに思います︒

最善の策であるかということになると︑やって

たからこういうことになっているかと思います︒

による医師確保対策の実施体制の強化などの様々

で勤務した医師を評価する制度の創設や都道府県

要な予算もございますから︑それをしっかりと確

で︑これを着実に進めるとともに︑これに当然必

御審議いただいた上︑成立を図っていただいた上

価したいとは思うわけでございますが︑大臣のお

一歩を踏み出したということに関しましては評

います︒

いという︑そういうことも実際上はあろうかと思

みなきゃ分からない︑どこまでできるか分からな

な対策や計画が織り込まれているわけでございま

保し︑医師の地域偏在︑診療科の偏在の是正を図

話にございましたように︑将来に向けての課題も

いずれにしても︑これをしっかり︑まずここで

すが︑この対策の内容が最善の偏在解消対策とな

っていきたいというふうに考えておりますが︑じ

今回︑医療法改正においては︑医師の少数区域

っているのかということについて御認識をお伺い

いくかということと︑またその効果をきちんと検

今までの論議の中で幾つか出ているような気がい
今回は︑いろんな議論がある中で一定の合意が

証するということも必要だろうというふうに思う

ゃ︑これで十分なのかということの御指摘だとい

待ったなしということでありますし︑実は︑今一

得られた範囲で取りまとめたものでありますけれ

わけでございます︒

します︒

時間とありましたけど︑結構一時間って一つのバ

ども︑例えば医療需給分科会第二次中間取りまと

︹委員長退席︑理事石田昌宏君着席︺

たします︒これらの問題をどうやって組み立てて

リアになっておりまして︑私の地元でも県庁から︑

めにおいては︑専門研修における診療科ごとの都

ここを進めるに当たってやはり大切なことは︑

うふうに思います︒

岡山大学の医学部というのがあるんですが︑そこ

道府県別定員の設定︑あるいは認定医師に対する

○国務大臣︵加藤勝信君︶ 今︑医師の偏在対策

からやっぱり四十分ぐらいならまだお医者さん来
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医師の偏在の算出については︑この地域ごとの医

での検討会等でも議論になったと思うんですが︑

が︑今ここで議論になって︑議論というか︑今ま

幾つかの指標が当然出てくるわけでございます

考えるわけでございます︒

くのかということで︑これが大事だというふうに

というのはどのような指標で本当に定義されてい

でございます︒そのために︑この医師の少数区域

師を配置するという取組という流れが必要なわけ

り医師多数区域からいわゆる医師の少数区域に医

ども︑この医師の偏在を解消するためには︑やは

先ほど自見委員の方からもお話がありましたけれ

医師の少数区域の設定ということだと思います︒

訂正をさせていただきたいと思います︒

部ちょっと不正確なことを申し上げましたので︑

その前に︑済みません︑先ほどの答弁の中で一

ます︒この指標についてのお尋ねでございます︒

て国として指標をお示しをすることになっており

ていただくわけですけれども︑これに当たりまし

師多数区域ということを今後都道府県に指定をし

○政府参考人︵武田俊彦君︶ 医師少数区域︑医

お聞きしたいので︑よろしくお願いいたします︒

定していくのかということについてもう少し深く

こういう中で︑この指標をどのように用いて設

るんではないかと思っているところでございます︒

すし︑入院や外来という病院の特徴も当然出てく

ていく必要があるわけでございます︒

ことができる︑言わば物差しとなる指標を導入し

取組の評価︑改善︑こういったことを行っていく

ＤＣＡサイクルに基づきまして目標設定︑取組︑

状況をより正確に把握︑比較し︑各都道府県がＰ

出入などの要素も踏まえて地域ごとの医師の偏在

して︑このような医療ニーズ︑人口構成︑患者流

ているかという御議論はございます︒したがいま

を人口で考えるときに医療ニーズを正確に反映し

齢化が非常に進んでおりまして︑こういった地域

ございましたが︑こういった医療圏はおおむね高

ど人口五万人を切るような医療圏という御指摘も

出入などの要素が加味をされておりません︒先ほ

自体が悪いというわけではございませんが︑二次

数が一般的に設けられております︒これは︑それ

いうことを申し上げましたが︑二十四の圏域で減

過疎地域では減少している医療圏域の方が多いと

にかけて︑医師数は増加をしておりますけれども︑

科︑小児科などの診療科ごとに医師の多寡を示し

ますと︑診療科偏在の問題もございますので︑産

ーズ等の要素も踏まえ︑地域ごと︑更に申し上げ

このため︑今回の法改正に併せまして︑医療ニ

︹理事石田昌宏君退席︑委員長着席︺

医療圏においてももう既に五万人を切ってきてい

少と申し上げましたが︑二四％の圏域で減少し︑

可視化していく指標を導入していきたいと考えて

医学部定員を増加した平成二十年から二十六年

るというところもあります︒しかし︑地域医療圏

増加している圏域は二一％ということでございま

師数の比較には人口十万人当たりに対する医師の

として設定しなきゃいけないという︑そういうこ

いるところでございます︒

多数区域︑少数区域ということを設定をしていく

この医師偏在指標を基に都道府県におきまして

すので︑ちょっと訂正をさせていただきたいと思
その上で︑医師少数区域︑医師多数区域を定め

います︒

とも現実には起こってきております︒
ですから︑この数という問題だけではございま
せんが︑今後もこの算出する要素として考えるの

御指摘のとおり︑現在は人口十万人対医師数と

ってまいりたいと思いますけれども︑この検討過

て︑今後︑医師偏在指標の設計に関する検討を行

わけでございますけれども︑この基準につきまし

ますが︑医療の需要や将来の人口とか人口構成も

いうことが一般的に用いられておりますけれども︑

程におきましては︑客観的な議論に資する適切な

るときの医師の偏在指標でございます︒

当然なるわけでございます︒また︑医師の偏在と

この指標では︑医療ニーズや人口構成︑患者の流

は何が大切なのかということになるわけでござい

いうものに関しましても︑診療科の問題もありま
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データを用いて医療関係者や有識者等の方々とも

でございます︒一方︑放射線科とか精神科の場合

選択することで︑結果的に診療科偏在の是正につ

の診療科別の医師必要数を見据え適切に診療科を

ながるものではないかと考えているところでござ

は増加の傾向にあるということでございます︒
これを考える場合︑やはり我が国が人口減少と

十分に議論を尽くしてまいりたいというふうに考
えております︒

うか︑地理的な要件とか交通の便とかこういうこ

今お話聞いた中で︑私はひとつ︑この面積とい

様々な要因あるわけでございますが︑将来の需要

だ一方では︑やはり医療技術の進歩も進んでいる︑

その中で︑少子化そして高齢化も進んでいる︑た

な医療従事者も変わっていくわけでございますの

すし︑これに対応して︑医療の在り方︑また必要

口動態の変化︑我が国大変急激なものもございま

ただいま御指摘がありましたように︑今後の人

います︒

とも︑実際︑社会的な要因は一緒に考えていかな

と供給というこの視点から見て︑今後一体どのよ

で︑こういったことを適切に情報提供していくと

いう時代に入ってきているわけでございますし︑

いと難しいんではないかというふうなことも思っ

うに対策を講じていくのかということに関して︑

○宮島喜文君 ありがとうございました︒

ておりますので︑是非その辺も将来御検討いただ

いうことが大事だろうというふうに思います︒

また︑地域医療対策協議会での協議を踏まえま

厚生労働省の考えをお聞きしたいと思います︒
○政府参考人︵武田俊彦君︶ ただいま御指摘ご

して︑外科︑産科などの地域で不足する診療科に

きたいと思うわけでございます︒
では︑次に︑診療科の偏在でございますが︑厚

ざいましたように︑この医師の診療科の偏在につ

した若手医師の希望に配慮したキャリア形成プロ

生労働省の資料によりますと︑医師数は年々増え

き方改革の中でも取り上げられることが多いわけ

グラムを策定︑活用する︑こういう都道府県単位

対して︑大学医局等との連携の下︑効果的に医師

推移を見てみますと︑麻酔科の場合は一・九六倍

ですけれども︑長時間労働が常態化している産科︑

の取組によりましても一定の診療科偏在の是正に

きましては︑近年︑例えば麻酔科や放射線科等の

の増加ということでございましたが︑産科や産婦

産婦人科︑また外科といったところが︑平成六年

資するものになるのではないかと考えているとこ

ていると先ほどもお話がございました︒そんな中︑

人科はこれ〇・九九ということで微減という形に

以降︑医師数が横ばい傾向ということでございま

ろでございます︒

を派遣することや︑産科に多い女性医師を始めと

なっているわけでございます︒

して︑医師数全体が増えている中でこういったと

さらに︑国といたしましては︑平成三十二年度

診療科が大きく増加をしている一方で︑医師の働

そういうふうに考えますと︑この原因は何かと

ころが︑地域では必要という声がある一方で︑な

診療科別の医師数で平成六年から平成二十八年の

いうのは︑それはいろんな理由があろうと思いま

から開始される臨床研修の必修科目の見直しを行

から︑外科︑小児科︑産婦人科︑精神科を追加し︑

かなか希望される医師が多くなっていないと︑こ
こういった診療科偏在の対策につきましては︑

七科目必修とすることとしておりまして︑研修医

すけれども︑訴訟のリスクが高いとか︑外来︑外
突発的な診療行為などに関わることが多いからと

人口動態でありますとか疾病構造の変化を考慮し

が将来の診療科を選択する際の適切な判断に資す

いまして︑従前の内科︑救急︑地域医療の三科目

いうことで過重労働も当然敬遠されるんではない

た診療科ごとに将来必要な医師数の見通しを国が

るものではないかと考えているところでもござい

ういう状況もございます︒

かというふうに思っているわけでございまして︑

情報提供することとしておりまして︑医師が将来

来というか時間外の対応ですね︑こういうことが︑

これが減少しているのかなというふうに思うわけ
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厚生労働省としては︑これらの対策を実施する

対応しているところでございます︒

今回の法案におきましては︑臨床研修病院の指

ことによりまして︑医師の地域偏在の解消にもつ

す︒

厚生労働省といたしましては︑これらの施策を
定及び定員設定の権限について国から都道府県へ

ながっていくものと考えております︒

ます︒
総合的に活用することで診療科偏在の是正を進め

権限移譲をするという内容が盛り込まれていると

医師の少数区域で勤務したこの医師の評価をど

てまいりたいというふうに考えております︒

や臨床研修病院の実情を的確に把握している都道

うするかという形の話になりますけれども︑医師

○宮島喜文君 ありがとうございました︒

次に︑都道府県知事の臨床研修病院の指定︑定

府県が病院の定員設定等に当たることができるこ

の少ない地域に勤務を促すために︑都道府県︑大

ころでございます︒これは︑地域の医療提供体制

員の設定についてちょっとお伺いしたいと思いま

とから︑これにより︑よりきめ細かな対応が可能

学の医局や地域の医療機関等の関係者の連携によ

○宮島喜文君 ありがとうございました︒

す︒

となるものと考えております︒

たな臨床研修制度がスタートして医師の臨床研修

となる医師法改正が行われて︑平成十六年から新

医師少数区域の臨床研修病院︑こういった病院が

ば︑これまで研修医の応募が定員を上回っていた

この医師偏在との関係で申し上げますと︑例え

生労働大臣が評価︑認定する制度を創設すると︒

通じて地域医療に経験をしていただいた医者を厚

続的な環境を整備するとともに︑一定期間勤務を

り医師の少ない地域で医師が疲弊しないように持

医師の研修制度︑平成十二年に卒後研修が必修

が義務化されたわけでございますが︑その後︑医

ある場合につきまして︑適切な定員を設定するこ

が︑当然病院の管理者として評価されるという仕

師の研修制度についてはいろんな問題があったわ

地域医療への貢献を同時に達成することが可能に

組みをつくろうとしているわけでございます︒

さらに︑認定を受けた医師が︑将来でございます

なると考えております︒一方で︑全国的な研修体

一方︑医師の少ない地域で勤務するのに対する

とにより︑より希望に沿ったマッチングの実現や

今回の医師法の改正で都道府県ごとの医師の研

制の確保や都道府県間の研修医数の調整の観点か

主な障壁ということを厚生労働省が調査しており

けでございまして︑何度か改正を経て現在に至っ

修の定員は厚生労働省︑厚生労働大臣が定めると

ら︑臨床研修病院の指定の基準や都道府県ごとの

ますけれども︑そこではやっぱり労働環境への不

ているというところだと思います︒

いうことになっていますが︑都道府県内での病院

定員数については今後も国が定めることとしてお

の理解などが挙げられているところでございます︒

の定数については厚生労働大臣から都道府県知事

また︑臨床研修病院の指定に当たりましては︑

私はまず︑いわゆるこの主な障壁となっているも

安というのが三二・七％︑子供の教育環境︑家族
厚生労働大臣への協議を経ることなどの仕組みも

のを解消することがまず第一の仕事じゃないかと

ります︒

盛り込むこととしておりまして︑指定や定員設定

思うわけでございまして︑その後に制度が生きて

にその業務が移管されるという形になって︑都道

この強化されるということがどのように医師の

に当たって地域医療対策協議会の意見を聴くこと

くればいいかと思うわけでございます︒

府県の権限が非常に強化されるという形になって

偏在の解消につながるかということについて︑お

によりまして地域医療関係者の意見を踏まえる仕

いるわけでございます︒

考えをお聞きしたいと思います︒

組みを設けるなど︑適切な運用が行われるように

このように︑医師が疲弊しない︑医師の少ない

○政府参考人︵武田俊彦君︶ お答えをいたしま
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とについてお聞きしたいと思います︒

点的に︑どこに力を置いてやっていくかというこ

っているとは思うんですが︑この辺のところを重

も今でもできることがいっぱいあって︑それもや

やるものと法律を変えるもの︑法律を変えるより

な環境を整備する︑これ︑具体的に予算措置して

地域で働いている医師が疲弊しないような持続的

医師がちゅうちょなく医師の少ない地域で勤務で

壁を除去する︑こういうことで︑全ての希望する

るのではなく︑医師が不安と感じる原因となる障

でのように医師個人の自己犠牲や負担のみに委ね

師の少ない地域での勤務を促すためには︑これま

このために︑御指摘ございましたように︑この医

ない理由ということも多々挙げられております︒

勤務する意思があるにもかかわらず︑それができ

備を進めるとともに︑制度として動かしていかな

○宮島喜文君 ありがとうございました︒環境整

ます︒

も是非聞きながら検討していきたいと考えており

進めていきたいと思いますので︑関係者の御意見

ティブにつきましても適切に予算を確保しながら

さらに︑追加的な環境整備︑それからインセン

と考えております︒

○政府参考人︵武田俊彦君︶ お答えいたします︒

きゃいけないわけでございます︒

認定医師が管理者に登用されるということは︑

きるような様々な角度からの環境整備︑これ非常
に大事であるというふうに思っております︒

ただいま御指摘をいただきましたように︑今回
の法案では︑認定制度ということで︑医師少数区

こういったことに対する支援でございますとか︑

多いわけでございますから︑やはりきちんと整備

や︑もう院長職をやるのが大変だという声の方が

私は非常にいいことだと思うんですが︑今の現状

いう選択ができるような環境整備︑これは非常に

医師の勤務環境改善策についての検討を行うこと︒

する中でやっていかなければこれも実効性が高く

具体的に︑環境整備の具体例でありますけれど

大事なことだと思っておりますし︑この環境整備

それから︑専門医の取得等キャリア形成に関する

ないんだろうと思うわけでございます︒

域で勤務した医師を評価する仕組みを創設をしよ

とそれから認定制度による評価︑これを同時に進

不安に対しましては︑医師の少ない地域で勤務を

それでは次に︑外来医療機能の不足又は偏在に

から見れば︑そのような医師が少ない病院では院

めなければこれは施策の効果はなかなか上がって

行った後でも専門的な研さんが受けられるように︑

ついてでございますが︑これは︑外来医療につい

も︑労働環境の不安といった懸念が示されており

こないというふうに思っております︒また︑これ

都道府県︑大学病院︑医学部︑地域の医療機関が

ては無床診療所の開設者が都市部に非常に偏って

うとしているところでございますけれども︑やは

も御指摘いただきましたように︑今でも制度とし

協力して中長期的なキャリア形成プログラムを策

いるということが言われておりますし︑入院医療

長とか副院長先生なんかが診療しながら管理職の

てあるもの︑それから︑これから私ども予算措置

定すること︒子育てや育児に対する負担に対しま

と異なり︑外来医療の場合は︑無床診療所の開業

ますので︑こういった点に関しては︑定期的に休

をするもの︑こういったことで︑今でもできるこ

しては︑子育て中又は子育て後の医師の勤務が円

の規制をするような仕組みはございませんから︑

りその前提条件といたしまして︑地方で勤務をす

とについては早急に取り組むということも非常に

滑に行われるよう︑育児休業明けの復職支援の実

自由開業制が認められていることでございます︒

仕事もするということで︑かえってそういう︑い

大事なことだと思っております︒

施や院内保育所の整備等に対する支援を行う︑こ

そういうことでいえば︑新たな参入もあるわけで

暇取得ができるように交代で勤務する医師の派遣︑

私どもの実施した調査によりましても︑医師の

ういったことを予算措置も通じて進めていきたい

る︑そういう意思を持っている医師が適切にそう

約半数︑四四％の医師が今後医師の少ない地域で
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ていくのか︑非常に難しいかつ重要な課題という

今回の法案におきましては︑限られた医療資源

は減少していってしまうということにもなるわけ
国が進めるかかりつけ医と言っている政策がご

の中で地域における外来医療の質を確保しながら

ございますから︑医療の質や改善もそういう意味
ただ︑地方においては︑外来機能の不足︑偏在

ざいますが︑こんな状態が続いていきますと︑地

効率的に医療を提供していくために︑地域ごとの

ふうに認識をしております︒

も非常に大きな問題となっているわけでございま

方では︑自宅からそれこそ十キロも離れたところ︑

診療所の開設の状況等を含めた外来医療機能の可

でございます︒

す︒ここの病院では眼科の先生がいなくなってし

そんなところに︑診療所に通わなきゃいかぬとい

では図られているとは思います︒

まったとか︑婦人科の先生がいなくなったら分娩

これにより︑開業するに当たりまして︑適切な

視化を行い︑新規開業者への参考情報とすること

今回︑この医師の偏在の度合い︑これを客観的

情報を把握した上での開業の判断をしていただき

うことも現実として起きてきているわけでござい

ますとこの問題というのは非常に大きいわけでご

な指標の導入を行うということになって︑そして

たい︑それから︑可視化された外来医療機能の不

もお断りだというようなことが実際上起きてきて

ざいまして︑救急医療体制の構築やグループ診療

関係者の協議する場もつくるということを聞いて

足︑偏在等に対応するための方針を地域ごとに策

としたいと思っております︒

の推進とか放射線装置の共同利用など︑これから

おりますが︑具体的にはこれ余り拘束力がないよ

定をする︑こうした内容について地域の医療関係

ます︒

更に医療機関の連携の取組も進めていかなきゃい

うに思うわけでございますが︑この辺について︑

いるわけでございますから︑そういう意味でいい

けない︒現在は個々の病院が対応している形の方

者等が参画し議論する協議の場を設置する︑こう

いうことを考えているところでございまして︑こ

どのように外来機能不足解消︑偏在解消につなが
るかということについてお伺いしたいと思います︒

が多いかと思います︒
そんなことを考えますと︑二次医療圏ごとの無

る地域での診療︑開業を促すことができるであり

ういった取組につきまして︑新規開業者が事前に

この外来診療につきましては︑都市部におきま

ますとか︑明らかになった不足︑偏在等の状況を

○政府参考人︵武田俊彦君︶ ただいま外来医療

の格差が九倍ぐらいあるということになっており

しては︑都市部においての診療所の増加の問題︑

踏まえて︑地域の医療機関間の連携などについて

床診療所の上位の一位は東京都の中央部︑その辺

ます︒こういうふうに考えますと︑人口の密度の

過疎地においてはそういった過疎地の診療所の確

の協議をするといったことなどに一定の効果があ

地域の情報を把握した上で開業を判断することが

差というものも当然ここにはあるわけでございま

保の問題︑こういった問題がそれぞれございます︒

るものと考えております︒

に関する地域偏在の問題の御指摘をいただいたわ

すから単純に比較するのはできないとは思うんで

そして︑御指摘がございましたように︑外来医療

また︑今回の法案では︑この過疎地の問題につ

でございますが︑また一番少ない方でいきますと

すが︑ただ︑地方部で人口が減少することが著明

の提供体制につきましては個々の医療機関の自主

きましては︑へき地を含めて医師の少ない地域で

できれば︑外来医療機能のニーズがより見込まれ

になってくる中では自由開業制の下でも当然都市

的な取組ということに委ねられている状況にござ

の医師確保対策を進めるために︑当該都道府県に

けでございます︒

部の方の開業が増えてしまうということになろう

いますので︑これをどのように偏在の解消を図っ

北海道の根室ということを聞いておりますが︑そ

かと思いますし︑そうなりますと︑当然地方部で
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での医師不足の経緯の中で︑戦後のことを平成二

ざいますけれども︑冒頭︑戦後から現在に至るま

それから︑先ほど︑済みません︑一点訂正でご

ということを考えていきたいと思っております︒

検証し︑そして必要に応じて更なる医師偏在対策

これらの取組を推進しながら︑その政策効果を

ます︒

を実施していくことを考えているところでござい

形で︑医師少数区域に準じて必要な医師確保対策

の医療計画に基づくへき地保健医療対策のような

が少ないと判断される地域についても︑これまで

か︑医師少数区域に設定されていないものの医師

おいて医師少数区域を設定することとしているほ

な内容を定めるべきか不明確であったため︑実効

としております地域医療対策についてもどのよう

ないということ︑また︑協議の上定められること

議体が複数ある中で役割分担が必ずしも明確では

わけでありますけれども︑医師に関する類似の会

て︑現在は地域医療対策協議会が設けられている

事業に係る医療従事者の確保等を協議する場とし

○国務大臣︵加藤勝信君︶ 医療計画における五

いします︒

して︑終わりにしたいと思います︒よろしくお願

進めるに当たっての大臣のお考えと決意をお聞き

おるところでございます︒この機能強化︑それを

されていない県が七県もあるという現状も聞いて

今回の法改正は︑私から考えますと︑今までの

○宮島喜文君 ありがとうございました︒

ます︒

な助言︑こういったことを行っていきたいと思い

そしていくように︑施策の横展開︑あるいは必要

この地域医療対策協議会がその機能を十分果たし︑

はしっかりとフォローアップをさせていただいて︑

おいても︑改正後の都道府県の取組状況について

と︑こういうふうに考えておりますが︑厚労省に

いうこと︑そして定期的に開催につながっていく

役割が明確化され︑そしてその実効性が高まると

こうしたことによって地域医療対策協議会のその

策協議会に一本化することなどとしておりまして︑

んだ形であろうと︒法律を︑医師法まで手を付け

医師不足をどうするかという問題から一歩踏み込

都道府県によっては十分機能していない︑こうい

てというか︑改正が含まれておりますし︑元々そ

性や開催実績︑これが︑そういった意味から見て︑

昭和二十年代後半︑こういったところから病院の

った協議会もあったわけであります︒

十年代と発言してしまいましたが︑もちろん戦後︑
整備が進んで今に至っているということで︑ちょ

の医療法もそうでございますが︑そういう意味で
れる医師派遣等の医師確保対策について協議をす

経緯から考えると必ずしも早くはなかった︑遅か

しかし︑全体的から︑全体というか︑今までの

そこで︑今回の改正では︑都道府県内の主要な

る場であることを明確化するとともに︑客観デー

ったんじゃないかというのは私の率直な感想でご

っと訂正をさせていただきたいと思います︒

タとして示される医師偏在指標に基づいて医師偏

ざいます︒いずれにしましても︑これをどのよう

は高く評価していきたいと思います︒

都道府県が主体的に︑これ実効的に医師の偏在

在対策を協議︑実施すること︑都道府県が実施す

にこれから展開していくか︑更なる対策の進め方

関係者が集まり︑法律上︑医師確保計画に定めら

対策の講じる対策として︑地域医療対策協議会の

る医師派遣等の対策は地域医療対策協議会におい

に期待してまいりたいと思います︒

○宮島喜文君 ありがとうございました︒

話が先ほどから出てまいりました︒これが肝腎だ

て協議が調った事項に基づいて行うことを明記す

本日はありがとうございました︒

時間もございませんので︑最後に一つ︑大臣に

と私は思うわけでございますが︑ただ︑これが︑

ること︑また︑地域医療センター運営協議会等︑

お伺いしたいと思います︒

地域医療対策がまだ十七県で未策定であるという

類似の協議会等をこの際廃止をして︑地域医療対

│││││││││││││

こと︑そして︑この会議が過去五年に一回も開催
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いて御報告いたします︒

○委員長︵島村大君︶ この際︑委員の異動につ

も人口当たり病院勤務医の数は全国平均の七割に

が約二万人入っておりまして︑データ上であって

ータ上は微増して見えますが︑実際は避難者の方

す︒また︑いわき市では︑震災前に比べると︑デ

員が疲弊し切った状態でございました︒

の医師の皆様︑激励して回ったときには︑もう全

だいた医師の方がやるということで︑当時︑四人

ら︑何とその二倍や三倍の数を被災地に来ていた

昨日︑鶴保庸介君が委員を辞任され︑その補欠
として森まさこ君が選任されました︒

も満たないわけでございますが︑現実はもっと厳

それが︑七年たちました︒震災と原発事故から

│││││││││││││
本日︑質問の機会をいただき︑委員長︑そして

非常に苦しい状況が続いていたわけでございます

県外に流出をいたしました︒その後︑補填されず︑

ます︒原発事故により十三名もの産婦人科医師が

診療科別では︑産婦人科医の不足が深刻であり

にとどまっております︒このように︑被災地の医

す︒特に相双地域は現在も震災前の三分の一以下

番目ですが︑首都圏を除くと文字どおり最下位で

口当たりの産婦人科医の数は全国で最下位から二

の確保は追い付いていないわけです︒福島県の人

七年たった現在でも︑福島県における産婦人科医

与野党の理事の皆様︑委員の皆様に感謝をいたし

が︑平成二十四年に私が少子化担当大臣となった

療提供体制が整わないようでは︑復興にはまだま

しい状況にあるということです︒

ます︒

ときに大臣も官房副長官でおられたわけでござい

だ時間が掛かると思われます︒

○森まさこ君 自民党の森まさこでございます︒

この質問は︑一年半前に︑平成二十六年十一月

ますけれども︑産婦人科学会に交渉して︑学会の

二十六年に質問をさせていただいてから︑二十八

をお配りをさせていただいておりますけれども︑

に一名ずつ入っていただいているわけでございま

ております︒いわきと郡山と︑そして白河︑会津

名の方々に今もなお福島県に派遣をしていただい

けれど︑その方の帰還するんだけれども欲しいも

ります︒帰還しますという方︑非常に少ないです

きましたが︑帰還アンケートというのを取ってお

先々週︑復興特別委員会でも指摘をさせていただ

て質問をさせていただきたいと思います︒

本日は︑福島県の医師不足︑看護師不足につい

十七日に東日本大震災復興特別委員会で同様の質

御尽力により︑全国の病院や医師の皆様方から四

年末の時点で︑福島県の人口十万人当たりの医師

すが︑先ほど来︑先生方から御指摘あるように︑

政府全体で帰還を進めている中で︑実は私は

問をさせていただいたわけですが︑本日︑資料一

の数は全国平均の二百四十・一人を大きく下回る

の一位は医療体制なんです︒そして︑帰還しませ
当時伺った話では︑例えば︑会津の竹田病院に

ということで︑この帰還を進めるに当たって︑

全国的にも厳しい勤務状況の中で福島県の方に来

そして︑福島県内の医師は︑震災や原発事故の

長崎県から来ていただいている産婦人科の医師︑

復興庁だけではなく厚労省も本気になって取り組

百九十五・七人でありました︒これは全国では四

影響で震災前と比べてマイナスの状態が続いてき

四十代の方ですけれども︑会津に来て年間担当し

んでいただきたい︒特に総理が︑全大臣が復興大

ん︑帰還できませんという方︑その帰還できない

たわけでございますが︑平成二十六年以降は︑特

たお産が三百件︑年間三百件です︒私︑聞いたお

臣であるというふうにおっしゃっている中で︑厚

ていただいているということです︒

に太平洋沿岸の相双地域で依然として震災前の水

話ですと︑首都圏では百五十件ぐらいが年間の平

生労働大臣がこの被災地の医師確保にどのように

十二位に当たる数です︒

準を大きく割り込んでいて︑現在も震災直後の激

均のお産の取り上げる数であるということですか

理由のトップも医療機関がないからなんです︒

減状態から抜け出せない地域があるということで
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した︑帰還することに対して迷っている方︑そう

思っている方︑あるいは帰還に︑今お話がありま

おられる方のみならず︑これから帰還されたいと

こうした医療施設ができるということは︑今既に

いう機能も兼ねていくわけでありますけれども︑

ときにも︑まさにこれは地域の緊急医療の拠点と

同席をされておられましたけれども︑まさにあの

私も先日︑ふたば医療センターの開所式︑委員も

○国務大臣︵加藤勝信君︶ 今お話がある中で︑

ます︒お願いいたします︒

くのかということをお考えをいただきたいと思い

域がこの法改正によってどのように改善されてい

改正によって︑被災地やそういった医師不足の地

取り組まれるのか︑その御決意と︑今般のこの法

なかった︑こういったものもあります︒

策定はされているんだけど診療科別にはなってい

プログラムが策定されていなかったり︑あるいは

ムということを︑これ︑地域によってはそうした

ことでありますけれども︑キャリア形成プログラ

ども︑この確保に関しても︑医師偏在対策という

ありました産婦人科医ということでありますけれ

と︑こういうことでもありますし︑また︑今特に

ただける︑こういった仕組みを用意をしていこう

それぞれの都道府県がより主体的に取り組んでい

する法案となっておりまして︑こういった中で︑

じた医師確保対策の充実︑こういったことを柱と

策の実施体制の強化︑あるいは医師養成過程を通

創設する︑あるいは都道府県における医師確保対

一人に八十七名も減少し︑女性は五十一名も減少

まして︑四百九十八人から小児科の場合は四百十

になりたい人と小児科になりたい人が激減してい

で激減しているんですよね︒研修したら産婦人科

小児科だけ︑きついところだけ︑研修前と研修後

者アンケート調査というのがあって︑産婦人科と

たら︑二百五十三ページに平成二十八年臨床研修

ら配られたこの分厚い参考資料を読んでおりまし

今︑産婦人科の話が出ましたけれど︑調査室か

○森まさこ君 よろしくお願いいたします︒

しっかりと取り組ませていただきたいと思います︒

に︑医療︑介護︑こういった面に対する支援にも

きな被害を引き続き受けておられる福島県を中心

上げました︑今回の東日本︑特に原発において大

いう思いも持って︑この地域における医療あるい

きも申し上げましたけれども︑復興大臣と︑こう

うした︑先ほどありましたけど︑我々も︑そのと

ただいたところであります︒厚労省としても︑こ

していくんだ︑こういうお話もそこで聞かせてい

境をつくっていく︑そういった意味で大きく寄与

が具体的に実施されていく︑こういった効果も期

い産婦人科等に配慮した︑都道府県における政策

いうことで︑それらを踏まえて︑勤務負担の大き

の必要医師数を都道府県ごとに明確化していくと

こと︒また︑将来の医療需要に基づく診療科ごと

がそれぞれにおいて適切に策定されていくという

診療科別ということで︑キャリア形成プログラム

ただいたような診療科別の工夫をしっかりしてい

いうことでございますが︑今大臣が御答弁してい

減っているということで︑きついところが減ると

から百四十六名まで三十名も減って︑約六分の一

十九名に減っちゃって︑女性の場合は百七十五名

二百八十九名希望していたのが研修したら二百六

ね︒産婦人科は六〇％が女性の医師なんですが︑

科というのは女性の方が半分ぐらいなりますから

し︑女性の場合︑四分の一も減少している︒小児

は介護の面もありますけれども︑等についてしっ

待できるところでございますので︑私どもとして

ただいて︑医師を増やすといっても︑診療科別で︑

こういったものが︑今回明示することによって︑

かり支援をさせていただきたいというふうに思っ

は︑今回の法案として︑この総合的な医師偏在対

元々希望する方が少なかったり︑その方を更に被

いった方に対しても︑帰還に向けての条件を︑環

ております︒

策を盛り込ませていただいておりますけれども︑

災地や地方に持ってこようと思っても無理がある

そういう中で︑今回の法案でありますけれども︑

この法案の取組も通じて︑それから︑先ほど申し

医師少数区域等で勤務した医師を評価する制度を
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大多数は女性です︒そして︑原発事故のときは︑

次に︑看護師の不足について質問します︒

一方で︑今問題になっておりますこの医師少数

お子さんをお持ちの女性の看護師さんが数多く避

母子医療センター︑小児初期救急センターの運営

次の質問に行きますけれども︑このような厳し

区域で勤務した医師の認定制度の関係につきまし

難したことから︑震災後︑福島県では看護師が減

と思いますので︑是非効果の出るような工夫をし

い状況の中に︑地方に来る︑被災地に来るといっ

ては︑様々な経済的インセンティブが必要ではな

少しました︒中でも︑資料二にお示ししておりま

近年︑男性の看護師も増えてきておりますが︑

ても様々な不安があるんだと思います︒自分のキ

いか︑今そういう直接的なインセンティブがない

すけれども︑相双地域での落ち込みは激しく︑こ

事業の補助などもございます︒

ャリアに対する不安︑それから子供の教育︑それ

のではないかという御指摘を受けているところで

ていただきたいとお願いしたいと思います︒

から家族の理解︑こういったことも厚生労働省の

の地域で稼働している病院に勤務する看護職員の

推移を見ると︑震災直前の平成二十三年三月一日

ございます︒
私ども︑この予算措置につきましては︑今後の

時点で七百八十八人であったところが︑一年後に

アンケートでも出てきているわけでございます︒
ですので︑私は経済的なインセンティブを与えて

予算の中で具体的に要求をし︑必要な予算を確保

復するには九十九名足りていないという状況にご

いったらどうかと思っています︒例えば︑実際︑

てはどのようなものが適当なのか︑こういったこ

ざいます︒

は五百五十六人にまで︑落ち込みの幅は実に二百

このような経済的なインセンティブについて︑

とを考えていかなければならないと思っておりま

実際の医療の現場では︑医師を一人確保できた

していく必要もございますので︑関係者の御意見

認定制度が施行される二年後に向けて厚生労働省

して︑法案の成立後速やかに制度の施行の検討を

としてもこれだけで医療を行うことは不可能です︒

チェルノブイリ原発事故の被災地のベラルーシ共

はどのようなことを考えていらっしゃるのか︑御

進めつつ︑具体的な経済的インセンティブの在り

医師に加えて︑看護師を始めとした医療スタッフ

三十二名︑三割の看護師がいなくなったことにな

答弁ください︒

方について︑医療関係団体を始めとする関係者の

を複数名確保できて初めて医療が機能し始めます︒

もいただきながら︑認定医師個人に対するインセ

○政府参考人︵武田俊彦君︶ お答えいたします︒

御意見を聞きながら︑是非︑効果的な形で予算が

これは︑つまり医療スタッフの確保にめどが付か

和国という国では︑被災したゴメリ州の病院に勤

今︑私どもで地域の医療体制の確保のためには

使えますように︑平成三十二年四月に予定されて

なければ医師も来ないということです︒したがっ

ります︒その後︑昨年の十二月時点でも六百八十

様々な予算措置を講じておりますが︑例えば地域

いる制度の施行までにしっかりと関係者と調整し

て︑医師の確保とともに︑看護師を始めとした医

ンティブにはどのようなものがあるか︑認定医師

医療介護総合確保基金というのがございます︒こ

た上で検討してまいりたいと考えております︒

療スタッフの確保を同時に進めなければ意味がな

務する医師に経済的なインセンティブを与えて医

ういったことについて︑地域医療の確保︑人材の

○森まさこ君 経済的なインセンティブについて

いと考えます︒この点︑看護協会など関係の皆様

九人にとどまっておりまして︑震災前の水準を回

確保といった措置が講じられておりますし︑医療

前向きな御答弁をいただき︑ありがとうございま

には力を尽くしていただいているところでありま

を支援する医療機関に対するインセンティブとし

提供体制推進事業費補助金というのもございまし

す︒

師の増嵩に成功しているわけでございます︒

て︑こういった中で︑救命救急センター︑周産期
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すけれども︑政府としてもなお一層の支援をお願

トの八割ぐらいに上っているんです︒

居費の支給︑相双地域の看護の現状等について情

少しずつ増加をしていることは評価をいたします︒

おける看護師確保︑様々な施策をしていただいて

ども︑資料三にお示ししてあるとおり︑福島県に

そこで︑厚生労働省にお尋ねをいたしますけれ

住民の方々が必要な医療を適切に受けられるよ

○副大臣︵高木美智代君︶ お答えいたします︒

います︒

について︑厚生労働省の答弁をいただきたいと思

効果的な御支援をどうしていただくかということ

域におきましては震災前を下回っているのが現状

上回っておりますが︑避難指示区域のある相双地

県内の病院の看護職員数は︑県全体では震災前を

開などの取組を行っているところでございます︒

また︑先ほど来お話あります双葉准看護学院の再

報発信するウエブサイト︑福島看護職ナビの運営︑

しかし︑七年たってなお百名足りない︒八百名い

うにするには︑医師とともに看護職員などのスタ

でございます︒そこで︑平成三十年度からは︑南

こういったことに対する︑現場を見た実際的な︑

たところが︑七年たってもまだ百名足りない︒こ

ッフの確保をしっかり行うことが必要と考えてお

相馬市及び双葉郡の医療機関に就職を希望する看

いしたいと思います︒

れはどういうことを示しているか︑何を意味する
ります︒

合確保基金を活用しまして︑新規養成のための看

厚生労働省といたしましては︑地域医療介護総

相馬市及び双葉郡の医療機関が看護職員確保のた

五・六万円に更に三万円を加算をする︑また︑南

護学生を対象とした修学資金の貸付額の増額︑

しかしながら︑先ほど来御指摘のとおり︑福島

かといったら︑足りない分を今現在いる看護師さ

護師等養成所の整備や運営に対する補助を行うこ

めに行う連携会議や就職相談会の費用補助などの

んたちが体を張ってカバーしているということで
この資料三の資料を見ますと︑そこには何の支

とや︑また︑定着促進のための︑設置される医療

方が避難し︑若い方が来ないから︑年齢の高い看

震災後から頑張ってきた看護師さんたちは︑若い

出しますよ︑そういうことをしていても︑今現在︑

よ︑そういったこと︑それから看護学生には学費

すよ︑新しく来てくれる方にはアパート貸します

ださい︑新しく来てくれる方には幾ら幾ら出しま

こうした取組によりまして︑引き続き看護職員の

もに︑機能の強化を行ったところでございます︒

に看護師等免許保持者の届出制度を創設するとと

のナースセンターの活用︑ナースセンターでは既

改善をすること︑またさらには︑復職支援のため

専門的な助言等を実施することにより勤務環境を

勤務環境改善支援センターにおきまして︑総合的︑

でも負担が軽減できますように︑さらに現地の声

的な看護職員の確保を図ることによりまして少し

いかという御指摘がございました︒こうした総合

こられた看護職員の方たちへの支援がないではな

先ほど来︑森委員から︑この震災の中頑張って

す︒

更なる支援の拡充を図っているところでございま

す︒
援も講じられていません︒つまり︑今から来てく

護師さんたちが無理をして働いているわけです︒

をお伺いしながら︑福島県における看護職員の確
また︑福島県におきましては︑震災からの復興

確保を図ってまいりたいと考えております︒

今までのお給料の六割ぐらいということでお勤め

のための看護職員確保対策として︑地域医療介護

私も御一緒に福島に通い続けさせていただいて

実際に︑定年を超えても︑通常は定年を超えたら
になりますけれども︑相双地域の場合には無理を

総合確保基金や地域医療再生基金を活用しまして︑

おりまして︑これからもしっかりと取り組ませて

保に対する支援を行ってまいりたいと思っており

して来ていただいているので︑定年を超えても十

県外から看護職員が帰還し復職する際の旅費や住

ます︒

割払っているんです︒ですから︑人件費が総コス
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○森まさこ君 よろしくお願いします︒

いただくことを申し上げさせていただきます︒
○政府参考人︵武田俊彦君︶ お答えいたします︒

ついて教えていただきたく思います︒

ような根拠や計算でこの指標が算出されるのかに

から取り組んでいかなければならないというふう

ります産科︑小児科などの指標の作成ということ

特に地域医療の確保の観点から必要と言われてお

終わります︒

ただきます︒

案についてということで︑早速質問に入らせてい

今日は医療法及び医師法の一部を改正する法律

も︑ただいま御指摘がありましたように︑二次医

いうことを考えているところでございますけれど

めまして各都道府県に策定をしていただく︑こう

ますけれども︑国としてこの偏在指標の基準を定

議論を尽くしてまいりたいと考えております︒

用いて︑医療関係者や有識者等の方々とも十分に

しまして︑客観的な議論に資する適切なデータを

法案成立後速やかに公開の場で議論を開始をいた

に思っております︒

この法律案は︑医師偏在を解消していくという

療圏ごとの医療ニーズ︑これを的確に把握をし︑

○伊藤孝江君 これまででしたら︑医師がどの程

今御質問のございました医師偏在指標でござい

ことをしていきながら︑医療の提供を適切に全国

それに対応する医師がどれくらい必要であるかと

度各地域に供給をされているかということについ

○伊藤孝江君 公明党の伊藤孝江です︒

でしていくということを目指しているものだとい

いうことを計算をしていくということになります︒

この医師偏在指標の詳細な設計につきましては︑

うふうに考えております︒

て︑一つの指標としまして︑都道府県ごと︑また

元々は︑どのような理由でこの十万人という人

したがいまして︑この二次医療圏ごとの医療ニ

とが影響いたしますので︑この人口構成を勘案す

数を一つの基準として︑人口十万人対医師数とい

この中で︑具体的な医師の確保の対策に結び付

基づき都道府県が医師少数区域と医師多数区域を

る︒また︑患者の流出入という問題がございまし

う考え方が取られているのでしょうか︒また︑こ

二次医療圏ごとに人口十万対医師数というのが示

定めて具体的な施策に結び付けるということ︑ま

て︑医療機関が整備をされていない場合︑その近

の今回の医師偏在指標が︑この人口十万対医師数

ーズを的確に把握するということで申し上げます

た︑医師少数区域で勤務した医師を評価する制度

隣の二次医療圏に患者が医療圏を超えて受診をし

と何が異なっていて︑どう有意義なものになるの

けるためにということで︑これまでの質疑の中に

ができるというふうに定められております︒

ている場合︑本来必要なその地域の医療ニーズと

かということを御説明ください︒

されていたかと思います︒

これらの議論の出発点となります医師偏在指標

いうことを計算する上ではこの流出入の調整を行

○政府参考人︵武田俊彦君︶ 御指摘いただきま

と︑その人口の数のみならず年齢構成といったこ

について︑まず確認をさせていただきたいと思い

う必要がある︒

も出てきておりましたけれども︑医師偏在指標に

ます︒
域を可視化するための医師偏在指標ということで

なりますし︑もう一つ必要な観点といたしまして

医師の多寡を示して可視化していくということに

少し歴史を遡ってみますと︑少なくとも昭和三

たお示しをさせていただいております︒

ということで医師の数につきまして表示をし︑ま

したように︑私ども︑従来︑人口十万人対医師数

すけれども︑この医師偏在指標は︑地域的な範囲

は︑これも御指摘をいただきました診療科という

十年頃より統計情報がありまして︑客観的な医師

こういったことなどの要素を勘案いたしまして︑

や診療科︑指数の表し方など︑具体的にどのよう

観点がございます︒診療科ということの中でも︑

都道府県内で医師が多い地域と医師が少ない地

に示されることになるのでしょうか︒また︑どの
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けれども︑単純な人口対医師数では︑医療ニーズ︑

の医師数ということで議論が生じてまいりました

このように︑国際的にも国内的にも人口対比で

いうふうに承知をしております︒

形で臨床医の数が用いられ︑比較をされていると

すと︑これもかなり前から人口千人当たりという

おりまして︑国際的には︑このＯＥＣＤでいいま

じように人口対比で医師数の多寡が比較をされて

うな経緯でございます︒

師数の議論においては使用をされてきたというよ

的にこの人口十万人対医師数ということがこの医

数の指標として︑過去との比較の観点から︑継続

偏在指標ということを策定をいたしまして︑この

ておりますけれども︑先ほど申し上げました医師

及び医師少数区域ということを設定することにし

○政府参考人︵武田俊彦君︶ この医師多数区域

区域の定義を御説明いただけますでしょうか︒

ですけれども︑端的に︑医師少数区域︑医師多数

師多数区域を定めるということになるかと思うん

○伊藤孝江君 その指標を基に医師少数区域︑医

す︒

るというふうに認識をしているところでございま

今後の医師確保策にとって非常に重要なことであ

地域の実態をよく表した指標にしていく︑それが

科の別について数字を示すこと︑こういうことで

療科の中でも︑まずは産科︑小児科といった診療

の数だけの問題ではなく︑需要の程度︑また内容

るのかどうかというところについては︑当然︑そ

いうようなお話もありました︒医師が不足してい

需要についてもいろんな形で変わってきていると

○伊藤孝江君 先ほどの御答弁の中でも︑医師の

うに思います︒

て︑今後よく検討をさせていただきたいというよ

○政府参考人︵武田俊彦君︶ その点も含めまし

になるんでしょうか︒

えるところ︑少ないところという形で考えること

になるんですか︒それか︑一定の幅があって︑超

もう全都道府県がどちらかに入りますということ

て医師少数区域というくくりになると︑要するに

ころはもう全て医師多数区域︑少ないところは全

要素が加味をされていないという問題がございま

められる二次医療圏に対して︑厚生労働省令で定

医師偏在指標を基に︑医師が多い又は少ないと認

というのを測ることができるのかということをお

ども︑そもそもというところで︑この需要の程度

が大きく影響することになるかと思うんですけれ

国際的に見ますと︑ＯＥＣＤなどにおいては同

人口構成︑患者の流出入などの先ほど申し上げた
す︒

める基準に従い︑当該都道府県が設定するもので

聞きさせていただきたいと思っております︒

そして︑まさに我が国で今後問題になっており

ございます︒

ます高齢化でございますとか︑地域によっては人

な指標に改善をしていく必要があるということで

しております︒こういった変化を反映できるよう

をしてまいりたいと思います︒

正確に実態を表せるようなものになるように議論

議論を尽くして︑この医師多数区域︑少数区域が

先ほど申し上げましたが︑有識者の方々と十分に

のような年代がいるのかと︒本当に考え出せば切

な形態の医師の方もいらっしゃいます︒また︑ど

以外で働く産業医であるとか学校医とか︑いろん

さる方なのか︑又は人口変動︑患者の行動︑病院

を行う方か︑又は深夜帯︑準夜帯まで働いてくだ

実際に医師の人数が同じでも︑日中のみの業務

認識をしております︒

○伊藤孝江君 済みません︑通告をしていない分

りがないぐらいの需要を考える要素があるかと思

具体的な医師偏在指標の設計については︑今後︑

てこういった変化を踏まえまして︑地域ごとの医

ですが︑ちょっと今の御答弁で確認をさせていた

うんですけれども︑これらの需要の程度を踏まえ

口減少といったことで︑医療需要が非常に変化を

師の偏在状況をより正確に把握し︑比較すること︑

だければと思うんですが︑指標があって︑多いと

新たな医師偏在指標では︑これらの要素︑そし

そしてそれに応じた対策を講じること︑そして診
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成の違いによる医療需要等の要素も踏まえて︑地

このため︑今回の法改正に併せまして︑人口構

いうような傾向はあるわけでございます︒

の割合の高い地域では医療需要全般が高くなると

地域では小児科の需要が高くなりますし︑高齢者

口規模の地域でありましても︑子供の割合の高い

により影響を受けるものでございまして︑同じ人

医療需要といいますものは地域の人口構成の違い

○政府参考人︵武田俊彦君︶ 御指摘のとおり︑

て︑お教えいただければと思います︒

使える︑正確なものになるのかということについ

た医師の偏在指標というものが︑実際にどの程度

ていただきたいと思っております︒

ところではありますので︑しっかりと進めていっ

論を進めていけるのかというのが少し心配になる

論をしていることがどこまで具体的な話として議

うしていくのかというようなことを︑今ここで議

本当に︑じゃ︑そこに派遣をするお医者さんをど

いうのが現状だということが︑もしそうであれば︑

になるのかということすらさっぱり分からないと

○伊藤孝江君 どういう地域が医師が少ない地域

検討してまいりたいと思います︒

り地域の実情を表すことができる指標となるよう

識者等の方々とも十分に議論を尽くし︑可能な限

に資する適切なデータを用いて︑医療関係者︑有

る基準に従い設定することとなります︒

各都道府県がこの指標を基に厚生労働省令で定め

でありまして︑医師少数区域及び医師多数区域は

等を踏まえて二次医療圏ごとに設定をされるもの

標として︑医療ニーズや人口構成︑患者の流出入

して︑全国ベースで客観的に比較可能な共通の指

けれども︑この医師偏在の是正を目的といたしま

ていただいております医師偏在指標でございます

○政府参考人︵武田俊彦君︶ 先ほど来議論させ

ます︒

で︑厚労省の考え方をお教えいただければと思い

うのがなかなか分からないところでもありますの

また︑今御指摘がありましたような︑例えばそ

域ごと︑産科︑小児科などの診療科ごとに医師の

ては︑この医師偏在指標のみにとどまらず︑医療

の地域で必要な医療の確保ということにつきまし

うのは︑基準となる医師の人数︑あるいは今回で

計画の中で様々な機能ごとに地域の医療提供体制

そもそも医師が少数であるとか多数であるとい
あれば指標ということになるのかと思いますが︑

が設計をされてまいります︒こういうことをそれ

多寡を示し可視化していく指標を導入していくこ
また︑御指摘のとおり︑医療機関以外で働く医

それと比べての評価になると思います︒厚労省と

とを考えているところでございます︒
師の確保も重要でございまして︑全国レベルの医

ぞれの都道府県が一元的に今後計画を作ってまい
人数ということではなく︑例えば︑医師偏在指

しては︑その基準とするものをどういうふうに考

の解消の観点からは︑まず医療機関に従事する医

標の数値がこの範囲内であればということである

そして︑具体的に︑医師少数区域︑医師多数区

師需給推計におきましてはそうした要素も勘案す

師の地域偏在を是正することを目的として︑医師

とか︑また︑二次医療圏内において二十四時間ど

域の設定の基準︑そして医師偏在指標につきまし

りますので︑こういう医療計画︑そして医師確保

の偏在指標を設計する必要があると考えておりま

んな病気でも対応できる医療機関がそろっている

てはかなり詳細な議論が必要になりますので︑法

えていらっしゃるのか教えていただきたいと︒

す︒

のを基準とするというようなものなのか︑国が一

案成立後︑速やかに公開の場で議論を開始し︑客

ることとしておりますけれども︑地域の医師偏在

いずれにいたしましても︑医師偏在指標の詳細

体その各地域で医師の偏在を解消するというその

観的な議論に資する適切なデータで十分に議論を

計画が相まって地域医療の確保につながっていく

な設計につきましては︑法案成立後速やかに公開

目標をどういうふうに設定をされているのかとい

ものと考えます︒

の場で議論を開始をいたしまして︑客観的な議論
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のが今の御答弁かと思います︒

うな︑まとめるとそうなってしまうのかなという

して最終的に各都道府県にお任せをするというよ

○伊藤孝江君 結局は︑今から議論を始めて︑そ

でございます︒

尽くしていきたいというふうに考えているところ

持続可能な仕組みを構築することが重要でござい

い地域で診療に従事する医師が疲弊することなく︑

を実効性がある形で進めるためには︑医師の少な

○政府参考人︵武田俊彦君︶ この医師偏在対策

ことをお教えいただければと思います︒

程度有効だというふうにお考えになるのかという

ども︑厚労省として︑このインセンティブがどの

らえるように︑認定を取得した後︑当該認定医師

門医を目指す医師にも医師少数区域で勤務しても

○伊藤孝江君 また︑別の制度としましても︑専

思っております︒

支援する措置を検討してまいりたいというふうに

の少ない地域で勤務できるよう︑様々な角度から

ても︑全ての希望する医師がちゅうちょなく医師

検討しているところでございまして︑いずれにし

そういう意味では︑厚労省として︑どのような
ます︒

らも続けていくということではなく︑しっかりと

そういう意味では︑今の御答弁をそのままこれか

も様々な取組を進めることができると思います︒

たいですし︑それがあるからこそ都道府県として

の具体的な目標をしっかりと明示をしていただき

て︑今回このような新たな認定の仕組みを設ける

施策も効果的であるというふうに考えておりまし

少ない地域での勤務を希望する医師を後押しする

取り除く環境整備を進めることに加えて︑医師の

い地域での勤務を不安と感じる原因となる障壁を

こうした仕組みの構築のためには︑医師の少な

ありませんし︑需要の程度を考えても︑各地域の

地などに対して多くの医師を派遣できるものでは

ないということではありますけれども︑特に過疎

ただ︑この医師の少ない地域︑定義はっきりし

などを検討するというふうにもされております︒

の専門医の取得︑更新に係る費用を支援すること

医師の配置を本当に考えていくのかというところ

対応いただきたいというふうに思います︒

この本法案の中におきましては︑医師少数区域

師の少ない地域で求められるのは︑外科とか内科

うな派遣の仕方には当然ならないと思います︒医

医療機関に各診療科の専門家をそろえるというふ
等において一定期間以上の勤務経験を有する医師

とかいろいろな病気に対応できる医師ではないか

こととしたところでございます︒

を厚生労働省が認定することとしておりまして︑

と︒また︑そういうような医師が要求されるので

次に︑医師少数区域で勤務した医師を評価する

この医師については地域で一定の役割を果たす

認定医師は地域医療支援病院等の一定の病院の管

はないかと思われるところ︑若いときからいろん

制度の創設についてということでお伺いをいたし

病院の管理者になることができると︑将来的にと

理者として評価することを検討しております︒

ただ︑この地域で一定の役割を果たす病院の管

とでいいますと︑認定医師であることを広告可能

ては︑私どもといたしまして︑例えば制度上のこ

けで必ずしも十分かどうかということにつきまし

今御指摘ございました︑管理者としての評価だ

専門医を目指して専門分野に特化した医師が医

にも思われます︒

の需要が相対的に少ないのではないかというふう

という医師の方について︑医師の少ない地域から

な専門分野にもう特化をしてそれだけをしてきた

ます︒

いうことですね︑その求められる資質の一つとし

理者になるというその地位︑立場が今の若手の医

にすることに加えまして︑予算措置を講じまして

師少数区域に派遣されるというのが︑まず医師の

て認定医師であることを位置付けるというふうに

師の皆様にとって魅力的なものなのかというと︑

経済的インセンティブの対象にすることも併せて

されております︒

なかなか考え難いのではないかと思うんですけれ
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間が少なかったということで一定の病院の管理者

積んできた医師が︑医師少数区域に行くことが期

く︑真面目に専門分野を研さんして知見︑経験を

他方︑医師の方の側からすれば︑専門志向が強

についてお聞きしたいと思います︒

少ない地域のニーズと合うのかどうかということ

たしますので︑二次医療圏の中の医療機能の分化︑

いいますのは基本的に二次医療圏単位で設定をい

ます︒それに関しましては︑この医師少数区域と

ニーズがあるのかという問題が往々にしてござい

ところでどこまで専門医を配置できるだけの医療

化した医師に関しましては︑非常に人口の小さな

に︑ややちょっと今後の検討という言葉ばかりの

○国務大臣︵加藤勝信君︶ 今委員御指摘のよう

ところについてお話しいただければと思います︒

うに進めていきたいと考えておられるのかという

しっかりと︑厚労省としてはどこを見てどんなふ

がこれからというところではありますけれども︑

るというふうに考えております︒その中で︑全て

これまでは︑どちらかというとこの十万人という

連携というのが一方で地域医療構想調整会議で議
このような機能分化の議論︑そして地域医療対

ことで︑都道府県ごとの︑等々でやってきたわけ

にはなれないということにもつながってしまいま

策協議会における医師の適正な配置に関する議論︑

でありますけれども︑それに加えて二次医療圏ご

答弁だったというところでございますけれども︑

○政府参考人︵武田俊彦君︶ 今︑様々な専門領

こういったことを都道府県中心に一元的に議論し

との医療ニーズ︑人口構成︑患者の流出入など︑

論されております︒

域の医師について︑この地域での医師偏在という

ていく中で︑様々な専門分野を持つ医師の方であ

こういった要素も勘案して医師の多寡を示してい

す︒この点はもうこれでやむなしというふうにお

問題にどういうふうに対応できるのかというよう

っても︑地域地域で適切に研修の機会も与えられ

こうと︑ややチャレンジングな話であることはそ

考えということなんでしょうか︒

な御質問でございます︒

ながら︑地域医療ニーズにも対応できるように︑

個々の地域医療対策協議会の中で十分議論をして

医が必要とされているかという点につきましても︑

の地域地域でどのような診療科︑どのような専門

域を決定することとしておりまして︑具体的にそ

えながら︑派遣する地域枠の医師等と派遣する地

る協議に基づき︑派遣される地域のニーズも踏ま

療関係者で構成される地域医療対策協議会におけ

本法案の中では︑大学︑医師会︑地域の主要な医

少し予定と一問変更しまして︑大臣にお伺いをい

れで終わらせていただきたいと思いますけれども︑

○伊藤孝江君 医師偏在指標に関連する質問はこ

たいというふうに考えております︒

すし︑私どもとしてもそういう取組を促していき

を進めていただければというふうに思っておりま

論を通じて︑地域の特性に応じて判断をし︑議論

構想調整会議︑こういった様々な協議体の中の議

こういったことを地域医療対策協議会︑地域医療

っと今の答弁の中でもいささか︑全てこれからば

せていただきたいというふうに思いますし︑ちょ

ますので︑その辺はしっかりとこれからも議論さ

その場合にいろいろ勘案すべき要素もあると思い

のか︑そして多い少ないをどう判断していくのか︑

と︑こういうふうに思っておりますけれども︒

きながらこれをつくり上げていかなきゃいけない

だけじゃなくて︑関係者の皆さん方の声もよく聞

のとおりだということだと思いますので︑厚労省

まず︑この地域における医師の確保について︑

いただき︑必要に応じて専門家︑専門医も含めて

たします︒
対策の出発点となる一つというふうなものでもあ

今回︑この医師偏在指標というのがこれからの

うちょっと︑どこまで詰められるかという問題は

っかりだったので︑もう少し詰めながら答弁︑も

ただ︑いずれにしても︑何を基準に考えていく

適正な医師の派遣ということを地域で協議をして
いただくことが必要だというふうに思います︒
また︑地域への医師の派遣︑特に専門分野に特
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今後とも︑このような調査を継続的に行うとと

し︑信頼をさせていただきますので︑よろしくお

○伊藤孝江君 本当に期待をさせていただきます

だきたいというふうに思っております︒

いった場合においてもしっかりと答えさせていた

議いただけるということでございますので︑そう

速中で議論させていただいて︑まだ引き続き御審

とないということもございますので︑その辺は早

検証をされているのかどうか︑お教えいただきた

組について調査分析をするなど︑現状についての

ことですけれども︑厚労省として︑この各地の取

制度をつくっても意味がないんじゃないかという

ただきました︒それを踏まえた上でないと新しい

や効果を検証するのが先だというふうなお声をい

るけれども︑まず︑これまでの各都道府県の取組

新たな制度をいろいろ考えることも大切ではあ

更なども捉えていきながら︑これからも更なる医

すけれども︑その結果と︑またいろんな現状の変

○伊藤孝江君 今後︑分析をされたということで

ります︒

たことを一体として行ってまいりたいと思ってお

してこれらを踏まえた制度改善の議論︑こういっ

など︑今後とも実態把握︑制度の効果の検証︑そ

確保の取組状況についてもフォローアップを行う

じて全国の実態を把握しつつ︑都道府県等の医師

取組についても地域ごとの違いがかなり大きいと

願いいたします︒
いと思います︒

療連携とか取組が必要になってくるかと思います︒

もちろんありますが︑区分も二つかどうか分から

次の質問に移りたいと思います︒

○政府参考人︵武田俊彦君︶ お答えいたします︒

今の質問にも関連するところでもありますけれ

もに︑今回創設することとなる医師偏在指標を通

この医師偏在の解消を目指すに当たりましては︑

地域の特性を踏まえて医師偏在の解消を図るた

ども︑この地元の医師会の先生方からお話をお聞

いうことをお聞きしております︒

当該地域の事情を根底にしなければ当然実効性を

めには︑地域ごとの適切な現状分析を行いまして︑

ないというのでは︑これはちょっといささか心も

伴うものにはなりません︒医療需給の状況はもち

私の地元の兵庫で︑医師会の先生方からも今回

ます︒

しなければ解決策を考えることはできないと思い

分析をすることが大前提で︑その分析結果を基に

ーとへき地医療支援機構︑大学医局の連携状況︑

医療対策協議会の開催状況︑地域医療支援センタ

行っております︒地域医療対策の策定状況や地域

七月に各都道府県に対し医師確保に関する調査を

厚生労働省といたしましても︑平成二十九年の

まして︑その中に当然︑医師会の先生方︑各地で

今までいろんな会議体がもちろんできてきてい

う声を強くいただきました︒

であるという中で︑もっと声を聞いてほしいとい

まなく活動していて何よりも一番の当事者の一人

を把握すべきという中で︑医師会の話も︑全国く

きさせていただいたときに︑国や自治体がもっと

お話をお伺いをさせていただきました︒兵庫では︑

修学資金貸与者の派遣調整の実績やキャリア形成

入られていると思います︒私たちからすると︑医

その地域に応じた取組を進めていくことが重要で

県も以前から熱心に医師偏在対策に取り組んでき

プログラムの策定状況︑こういったことに関して

師の先生方の声はしっかりと聞いていただいてい

ろん︑あわせて︑地域ごとにこれまで実践してき

ており︑その中で︑大学を卒業した地元の出身者

各都道府県に調査を行わせていただきまして︑地

るものなのかなと思っていた中で︑会議体のメン

きめ細やかに現状をしっかりと︑その課題と取組

は地元で勤務をする割合も高くなってきていると

域ごとの取組の違いなどを分析し︑全国的な制度

バーにはなっている存在ではあっても︑もっとち

あるというのが基本であると思います︒

いうこともお伺いしましたけれども︑なかなかこ

改善案の検討に活用してきたところでございます︒

た医師供給の取組やその効果︑現状を細かく調査

れが都道府県ごとにかなりの差がある︑その他の
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いたということです︒この声について︑まずどの

ゃんと聞いてほしいんだというような声をいただ
います︒

しながら議論をしていただきたいというふうに思

ういったことを地域医療構想調整会議の場も活用

をいただければと思います︒

国的にというところでの話だというふうに御理解

入って議論をしていただくように考えております

くことにしておりまして︑ここには必ず医師会も

は地域医療の確保の方針について議論していただ

ことを中心に︑都道府県における医師確保対策又

私ども︑今回︑この地域医療対策協議会という

○政府参考人︵武田俊彦君︶ お答えいたします︒

きたいというふうに思います︒

的にこの都道府県単位の議論に参画をしていただ

り方の議論を通じまして︑医師会に関しても積極

りますので︑こういう地域における外来機能の在

の必要な議論というのは必要不可欠になってまい

とになりますと︑医師会を始めとした関係団体と

こういった地域の外来医療の提供体制というこ

もそもその二次医療圏という単位でこれからの医

答弁いただいたところではありますけれども︑そ

需要の問題とか地域性の問題︑今までも様々に御

これからの外来医療の提供体制の中で︑医療の

されております︒

調整会議を活用するというのを今回の法改正でな

次医療圏ごとにということですね︑地域医療構想

この外来医療の提供体制の協議の場として︑二

ように厚労省として受け止められますでしょうか︒

し︑そのように都道府県に対して技術的な助言を

は︑大学の医局でございますとか医師会でありま

十年に医療計画が導入されましたけれども︑この

医療法の現在の体系といたしましては︑昭和六

療をこれまでと変わらず検討するというその範囲

療機関の間の連携の取組が個々の医療機関の自主

すとか地域の医療機関でありますとか︑こういっ

昭和六十年の医療計画の導入以来︑考え方といた

そしてまた︑先ほど都道府県を通じて進捗状況

的取組に委ねられている等の状況にございますの

た地域の関係者との関係が良好なところの方がや

しましては︑地理的条件などの自然的条件や日常

しております︒

で︑地域ごとに一層の医療連携を促すなどによっ

はり進んでいるというような実態がございますの

生活の需要の充足状況︑交通事情等の社会的条件

というか︑それは妥当だというふうにお考えなん

て︑外来医療機能の不足︑偏在等の解消を図って

で︑私どもといたしましても︑今後とも地域の医

を考慮して︑一体の区域として一般的な医療提供

とか好事例の調査を行っているということを申し

いく必要があるということが現在の課題でござい

療関係者と密接に議論をしていただくように都道

体制を確保すべき単位として二次医療圏を設定を

その中で︑医師会との連携ということでござい

ます︒

府県に促してまいりたいというふうに考えます︒

いたしまして︑この二次医療圏の中で医療機関の

でしょうか︒

今回の法案では︑外来医療機能の不足︑偏在等

○伊藤孝江君 念のため申し上げますと︑私︑兵

連携による医療提供体制の構築でありますとか患

上げましたが︑やはり地域において医師確保対策

の情報の可視化を行うことによりまして︑外来医

庫でお聞きしたと言いましたけれども︑兵庫で不

者の医療アクセスの確保︑こういったことを議論

ますけれども︑現在の外来医療につきましては︑

療機能が不足︑偏在等をしていると明らかになっ

満があるというお話ではなく︑兵庫では積極的に

をしてきております︒したがって︑この社会的条

○政府参考人︵武田俊彦君︶ お答えいたします︒

ている地域では︑その地域の医療機関が連携する

これまで取組を進めていて︑いい結果が出ている

件︑それから日常生活の状況その他を踏まえて︑

その他の地域医療政策がうまく進んでいるところ

こと等を含めまして︑地域ごとに外来医療の確保

というのをお話しさせていただきましたので︑全

夜間救急連携でありますとかグループ診療など医

に関する方針を策定することとしております︒こ
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次医療圏単位で提供体制の確保ということを図っ

数制度又は地域医療構想につきましても︑主に二

このため︑入院医療につきましても︑基準病床

考えております︒

長期にわたって定着をしてきた圏域というふうに

を行うなど︑適切な地域における協議が行われる

示しをするとともに︑先進事例について情報提供

ども︑今後とも︑この柔軟な対応が行うことをお

従来も柔軟な対応をしていただいておりますけれ

すので︑私どもといたしましても︑こういった︑

ども︑実際に時間外受診者が半減をしたと︑また︑

の結果︑県立柏原病院というところなんですけれ

ーガンにして︑様々な活動を展開されました︒そ

さんに感謝の気持ちを伝えようという三つをスロ

受診を控えよう︑かかりつけ医を持とう︑お医者

この守る会のお母さん方が︑いわゆるコンビニ

児科勤務医も増えて︑順調にこれまで推移をして

ように努めてまいりたいというふうに思います︒
本当に実態をしっかりと把握をしていただきな

きたということがあります︒また︑この活動を行

てきたわけでございますけれども︑外来につきま
つきましてはこの二次医療圏単位ということで︑

がら︑これまでの考え方︑もちろんいろんな理由

政も支援をされ︑当時の舛添厚労大臣がこの病院

小児科の先生も残ることを決意されて︑新たな小

外来に関する協議会を入院医療と同じ圏域で併せ

があって制度としてできてきたもので︑また続け

を訪問をして︑懇談もされながら︑活動をしっか

○伊藤孝江君 ありがとうございます︒

て議論するというのは一つ効果的な方法であるだ

てきたものであると思いますけれども︑しっかり

りと支えてくださったというようなことがありま

しても︑入院の機能と併せて議論をするべき点に

ろうというふうに考えております︒

と実態を踏まえた検討をこれからも進めていって

した︒

しかし一方で︑入院の機能につきましても︑こ

いただきたいというふうに思います︒

の二次医療圏単位よりもより細かな圏域で議論し

この二次医療圏よりも小さな区域ごとに例えばワ

されている背景もございます︒そういう地域では︑

に大きな圏域から小さな圏域まで分かれて設定を

れは︑二次医療圏といいますのが人口規模で非常

ついて少し質問させていただきたいと思います︒

も含めてですけれども︑の意識改革ということに

える住民の方々︑国民の皆さんというか︑私たち

ども︑少し観点を変えまして︑医師の先生方を支

番を入れ替えさせていただきたいと思いますけれ

うな形で︑医師を支えていこうというのを皆さん

が手作りの夜食を週一回差し入れるなどというよ

降を補助する︑また︑柏原病院には別のグループ

たり︑タクシーを手配したり車への通院の方の乗

も市民の方ですが︑施設の案内とか手続を補助し

病院や日赤病院の方で病院のボランティア︑これ

それ以外にも︑この丹波市では︑この県立柏原

ーキンググループを設置をする︑逆に︑もっと大

私の地元の兵庫県の中に丹波市というところが

ちょっと時間がかなり過ぎてきましたので︑順

きな圏域で議論した方がいい問題につきましては

あるんですが︑そこで小児科医の先生が激務のた

た方が効果的だというような声もございます︒こ

複数の二次医療圏が合同で協議会を開催すると︑

めに減少して一時閉鎖の危機に直面したけれども︑

二次医療圏では大き過ぎる︑より小さい区域の議

と思っております外来の医療機能につきましては︑

特に︑今後私どもとして議論していただきたい

をさせていただきたいと思います︒

ておられるところがあります︒そこを少し御紹介

を結成したという取組をかなり以前から続けてき

その際に地域のお母さんたちが小児医療を守る会

ーのようなものだということに気付いたと︑今い

合わせて地域の医療をつくり上げていくパートナ

受ける者という相対するものではなく︑共に力を

活動を進める中で︑医師と住民は医療を施す者と

その中で︑この守る会のお母さん方の話として︑

で取組をされてきております︒

こういったことが行われております︒

論が必要だという声が出てくることも予想されま
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という点において医師にとっては労働時間︑労働

中で︑病院に︑特に地方での病院や診療所で働く

整することは当然なかなかできないというような

の数︑また時間外に来院される患者さんの数を調

思います︒病院の側で︑病院に来られる患者さん

ほかの診療科においても同じことが起きていると

いうのは︑決して小児科医だけの問題ではなく︑

医師に過酷な労働を強いてしまっている現状と

とをホームページの方にも掲載をされております︒

づくりを進めることが大切であるというふうなこ

る医師が働きやすい環境︑医療に理解のある地域

どもも承知をしているところでございます︒

価にもつながる非常にいい事例といたしまして私

域医療の確保にもつながり︑医療従事者の側の評

ましては︑大変︑地域における住民側の活動が地

ございました兵庫県の県立柏原病院の事例につき

○政府参考人︵武田俊彦君︶ ただいま御紹介が

です︒

ということも併せて御答弁いただければ有り難い

うな活動を何か後押しをすることができないのか

るということですけれども︑厚労省としてこのよ

と啓蒙活動していくというようなことをされてい

をすると︑また重症化を防止するためにしっかり

うございますと言われ続けているに違いないと思

から思うと︑きっと感謝をされ続けて︑ありがと

私も議員になる前︑弁護士をしていまして︑はた

えるというのもすごく大切なのかなと思うんです︒

いていただいて︑お医者さんに感謝の気持ちを伝

ですけれども︑本当に︑受診をして︑また話を聞

○伊藤孝江君 すごくシンプルなことではあるん

たいというふうに思います︒

て︑御指摘の点も含めて十分検討させていただき

うに今後周知︑また横展開を図っていくかについ

ろでありまして︑こういう好事例についてどのよ

に関する検討会でも紹介をさせていただいたとこ

控えるだけでも医師の負担が軽減をすると︒病院

心にもつながっていく︒いわゆるコンビニ受診を

の仕事を守ることにもつながり︑住民の信頼︑安

医療に関する又は医師の働き方に関する国民の理

して︑私どもの医師の働き方改革検討会の中でも︑

れをどう考えるかという観点が不可欠でございま

ございますので︑その改革には社会全体としてこ

で︑国民の医療ニーズに応ずるものということで

このお母さん方の活動を見せていただいたとき

す︒

が少なかったというのが実際のところでもありま

うような︑やって良かったと思える機会というの

年︑一年頑張れるというぐらい︑なかなかそうい

と本当に喜んでいただけると︑もうその一言で半

われるところもあるかも分かりませんけれども︑

やお医者さんを守るために病院を利用する者の意

解の促進というのが一つ大きなテーマになって議

に︑それぞれのお母さんが︑もう本当にお医者さ

今︑医師の働き方が全般的に問題になっており

環境に関しての不安が大きいというのも再三指摘
されているところでもあります︒

識改革という視点を欠かすことができないのでは

論をされている状況にございます︒こういったこ

んへのもうありがとうございますという自分の気

なかなか厳しい状況の中でありがとうございます

ないかというふうに考えますけれども︑この点い

とから︑私どもといたしましても︑国民の理解を

持ち︑思いとか︑どれだけ助かったかということ

ますけれども︑この医師の働き方を考えていく上

かがでしょうか︒

適切に求めていくための具体的な枠組みというこ

を紙に書いてお渡しをしたりであるとか︑本当に

住民の側で病院を賢く利用すると︑それが医師

守る会の方が作成をされた冊子を市の事業である

とを早急に検討が必要というふうに受け止めてい

また︑この活動を丹波市の方でも支援をされて︑
新生児訪問時に配付するなど︑自治体としても支

それだけでもまた︑この医師としての仕事を頑張

っていこうとか︑医師の少ない地域での活動を頑

るところでございます︒
御指摘の事例につきましても医師の働き方改革

援をされております︒当然︑この活動は︑決して
受診抑制というようなことではなく︑適正に受診
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の重複受診を防ぐなど︑患者さんの適切な受診行

これからまた︑コンビニ受診とか︑また高齢者

だけると有り難いかなと思います︒

向にも向けていくということも含めて考えていた

一人一人の意識をしっかりとお医者さんを守る方

思いますので︑是非︑そういうような私たち国民

にもつながっていくんじゃないかなというふうに

張ろうとかというような先生方のモチベーション

いうことを今後推進していくという方針が出され

剤師に関しましても︑かかりつけ薬剤師・薬局と

のというふうに考えております︒また︑薬局︑薬

するに当たりまして非常に重要な役割を果たすも

け医機能というのが︑まずは地域包括ケアを推進

に医療を提供し︑健康相談を受けられるかかりつ

しい医療ということを考えますと︑地域で日常的

こういう中にありまして︑この高齢者にふさわ

包括医療とかリハビリ医療︑介護など︑民間病院

も︑ただ︑現状としましては︑公的病院の方も︑

からも御質問があったところでもありますけれど

あるというふうに考えます︒午前︑櫻井委員の方

民間病院の役割分担をしっかりとしていく必要が

これからの地域医療構想の中でも︑公的病院と

の機能分担についてお伺いしたいと思います︒

○伊藤孝江君 続きまして︑公的病院と民間病院

れている役割を現状としては果たせていないので

と同じ業態に近づいて公的病院に本来的に求めら

このため︑診療報酬におきましても︑平成三十

はないかというふうになっております︒救急も無

ているところでございます︒

と思います︒医療資源の効率化を目指すためにも︑

年度診療報酬改定において︑診療所の医師が複数

動を促すというのがますます重要になってくるか
継続的︑一元的な診療や服薬の管理指導であると

理だから断るといったことも多く︑意識が薄いと

すと︑公的病院の方は税金面で優遇をされ︑赤字

の慢性疾患を有する患者に対して継続的かつ全人

すとか︑かかりつけ医機能を有する医療機関にお

であれば補填をされるという状況にある中で︑た

か︑そのようなことができる制度を考えていくべ

○政府参考人︵武田俊彦君︶ 今後︑高齢化が進

ける初診について加算を新設する︑また︑かかり

だ補填をしても︑一旦赤字になるとなかなか黒字

いうようなことも民間病院の方からは多く聞かせ

む中で︑高齢者の医療の在り方というのは非常に

つけ薬剤師による一元的︑継続的な服薬管理指導

には戻ることができないと︒

的な医療を提供することを評価する地域包括診療

重要になってまいります︒その高齢者の心身の特

を評価したかかりつけ薬剤師指導料の評価の充実

この公的病院をどのようにして活用していくの

きではないかと考えますけれども︑厚労省として

性ということを考えますと︑高齢者︑特に後期高

を行う︑こういった診療報酬改定でも対応が行わ

がいいのか︑また活用しなければならないのでは

ていただきました︒しかもというところで言いま

齢者の方につきましては︑加齢に伴う心身機能の

れておりまして︑かかりつけ医︑かかりつけ薬剤

ないかということも︑公的病院又は民間病院のど

料などにつきまして要件の緩和をするでございま

低下によりまして︑治療の長期化︑それから複数

師・薬局の評価︑それから充実ということが進め

はどのようにお考えでしょうか︒

の疾病を持つ︑そして高血圧等の慢性疾患を持っ

私ども︑こういうことで︑今後の高齢化を見据

民間病院と公的病院の機能分担︑連携ができれ

ちらにおいてもそこを考えていかなければならな

そして︑こういう傾向を踏まえまして︑特に後期

えたかかりつけ医機能︑かかりつけ薬剤師・薬局

ば︑医療の供給という観点で医師偏在対策にもつ

られているところでございます︒

高齢者の方に多くの薬が投薬をされ︑重複投与も

の普及︑定着に関して引き続き取り組んでまいり

ながるのではないかとも考えられますけれども︑

ている︑こういう方が多くなる傾向にございます︒

されている実態も指摘をされているところでござ

たいというふうに考えております︒

いのではないかというふうに思います︒

います︒
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ざいます︒

いて議論をするように今要請しているところでご

て︑地域医療構想調整会議においてその役割につ

療機関等二〇二五プランとして作成をいたしまし

ということをそれぞれの医療機関において公的医

に公的医療機関につきましては︑必要な医療機能

要になってきております︒こうした観点から︑特

域の医療提供体制を構築していく上では非常に重

間医療機関の適切な役割分担︑こういうことが地

○政府参考人︵武田俊彦君︶ 公的医療機関と民

厚労省はいかがお考えでしょうか︒

分担︑検討していくべきではないかと考えますが︑

この機能分担の現状を検証をして︑きちんと機能

つきましては︑税金の免除それから補助金による

すし︑今御指摘がありましたように︑公的病院に

のがまさにこの地域医療構想調整会議でございま

していくのか︑こういった点を議論していただく

らいあって︑それをどこの病院が主に機能を果た

それぞれの地域で今後必要とされる医療がどれく

どのような役割を果たしているのか︑それから︑

いうふうに思いますが︑それぞれの地域で今現在

律に議論するのは非常に難しい問題ではないかと

民間医療機関がどのような役割を果たすのか︑一

て︑公的医療機関がどのような役割を果たすのか︑

いておりますけれども︑その地域地域におきまし

能分化︑機能連携ということで議論をしていただ

地域医療調整構想会議では︑特に機能分担︑機

のか︑本当にその方たちの献身的な姿を当たり前

ただ︑その一方で︑そういう方々の犠牲という

当に心強く思ったことでもあります︒

えてくださっているということを改めて感じて本

うにしていったらいいのかということを本当に考

をしっかりと守っていくと︑これからどういうふ

方々が使命感というか責任感を持って地域の医療

に︑医療機関︑医師の方を始め勤めておられる

いろいろ教えていただきました︒その中で︑本当

いてどんなふうに考えますかということも含めて

またいろんな医療関係の方からも︑この改正につ

お話ししたような形で︑地元でもお医者さんで︑

るわけではないということもありまして︑先ほど

今回︑私自身︑医療機関で勤めた経験とかがあ

い︑また地域医療介護総合確保基金による施設設

捗状況を把握するとともに︑きめ細かな助言を行

厚生労働省といたしましては︑地域の議論の進

の進め方をお示しをしているところでございます︒

る協議のスケジュール等︑開設主体に応じた協議

するとともに︑本年二月にも︑民間医療機関に係

平成二十九年度中に議論していただくように要請

について︑地域で求められる役割やその在り方を

待をしているところでございます︒

で率直な議論が行われることを私どもとしても期

も今後の役割を適切に考えていただいて︑公︑民

いずれにいたしましても︑民間病院の側において

うことを求めているわけでございますけれども︑

き役割をその議論の場に提示をしていただくとい

院からこういうプランを立てて︑今後の果たすべ

な責任というのもございますので︑まずは公的病

支援が行われているということもあり︑また公的

療科目によって︑そのそれぞれの地域において求

するということによって︑地域によって︑また診

○国務大臣︵加藤勝信君︶ これは︑医師が偏在

後によろしくお願いいたします︒

この医師偏在対策に向けての大臣の御決意を最

なければならないというふうに考えております︒

の偏在︑また働き方改革も含めて取り組んでいか

また制度をしっかりとつくっていきながら︑医師

と考えずに︑私たちとしては︑法律を改正して︑

具体的には︑昨年八月に公立病院や公的病院等

備整備等への財政支援などにより︑公的医療機関

められている医療が提供されないということはも

うことは医療者が少ないわけですから︑逆に︑少

ちろんありますし︑同時に︑偏在をしているとい

○伊藤孝江君 ありがとうございます︒
ども︑最後に大臣の方にお伺いをいたします︒

大変丁寧に御説明をいただいたところですけれ

と民間医療機関の適切な役割分担の下︑地域医療
構想の達成に向けた取組が進むよう支援をしてま
いりたいというふうに思います︒
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地域地域においても︑また診療科目ごとによって

かということ︑これ全体においてもそうですし︑

においてやはり必要な医師をどう確保していくの

リアしていくのか︑こういったことを考えるとき

における長時間労働という課題をどうこれからク

に︑今ここでも御議論がありましたように︑医師

く認識をしていく必要があると思いますし︑さら

おいても様々な課題を持っているということを強

そこにおける医療サービスの継続性という意味に

ない人数でやっている方々に更に負担を掛けて︑

で︑よろしくお願いいたします︒

っかりと取組をさせていただきたいと思いますの

○伊藤孝江君 ありがとうございました︒私もし

取り組ませていただきたいと思っております︒

在解消︑あるいは医師の確保︑これにしっかりと

スタートというぐらいのつもりで︑この医師の偏

ということではなくて︑この法案がある意味では

て︑そういった意味も含めて︑この法案で終わり

確保していくという必要があると思っておりまし

するとともに︑予算等においてもこれもしっかり

くということで︑これは︑国の方でやっぱり全て

道府県にその医師不足対策をかなり担っていただ

ただ︑評価できるなと思うところは︑やはり都

というふうに思います︒

本当にこれでもってこの格差解消ができるのかな

ったんじゃないのかなという気もいたしますし︑

でありましたが︑スタートにしてはちょっと遅か

臣︑先ほどこれがスタートですというようなお話

今日の法案の中身を見させていただいても︑大

ろ問題に挙がっているというふうに思っています︒

やはり地域の事情は都道府県の方が把握している

把握するというのはなかなか難しいと思いますし︑

│││││││││││││

と思いますので︑都道府県知事が責任を持ってや

以上で終わります︒

医療を継続的に維持していくということにもこれ

○委員長︵島村大君︶ この際︑委員の異動につ

っていくということは大変大事だろうというふう

もこれはしっかりやっていかなければ︑我が国の
つながらない︒そういった我々強い危機感を持っ

いて御報告いたします︒

に思います︒

ただ︑都道府県といいましても︑都道府県の中

地域で働きたいと思っている医師の方がおられる

込ませていただいておりますし︑またそういった

対応として︑今回この法案にも様々なことを盛り

りました︒一つは地域間の医師の格差︑それから

ほどからいろいろと課題のことについてお話があ

律案の審議ということになりましたけれども︑先

今日は︑医療法及び医師法の一部を改正する法

うなと︒そのときにどうすればいいのか︒隣の都

決できる課題ではなかなかないところもあるだろ

いうふうに思っていまして︑一都道府県だけで解

な中で︑これ︑この格差もかなり大きな問題だと

六十万人規模の人口の都道府県もあるというふう

でも大きな格差がありまして︑東京都みたいな︑

けれども︑その壁をどう壊していくのか︑あるい

診療科目の格差︑そしてまた︑先ほど別の委員か

道府県と協力してやっていくとか︑そういったこ

│││││││││││││

として小野田紀美君が選任されました︒

本日︑小川克巳君が委員を辞任され︑その補欠

ているところでありまして︑実際︑医師の数自体
は答弁させていただいたように増えてきているわ
けですけれども︑逆に格差︑診療科目︑地域間の
格差︑これは拡大していると︒

はどう後ろから押していくのかという意味におい

らもありましたけれども︑開業医とそしてまた勤

とも今後検討していかなければならないのかなと

一千三百七十万人の人口を持つ東京都もあれば︑

て︑インセンティブをどう付けていくのか等々の

務医との︑この医師不足であったり処遇というか

いうふうに思います︒

○東徹君 日本維新の会の東徹でございます︒

ことについても︑我々︑この法案はこの法案とし

待遇の格差であったり︑そういったことがいろい

こういう状況でもありますから︑これに対する

ながら︑さらにこれからその具体的な中身も検討
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出されておられるわけですけれども︑今後の医師

全体の需要は減っていきますよという需給推計を

減少していく︑しかし︑高齢化が進んでいっても

推計の発表をされました︒これから我が国の人口︑

医師の数と均衡して医師不足が解消されるという

二八年頃に約三十五万人となって︑必要とされる

が︑厚生労働省の方では︑働く医者の総数︑二〇

体的な話から入らせていただきたいと思うんです

をさせていただきたいと思うんですけれども︑全

ただ︑今後の医師数の在り方についてまず質問

ただ︑その辺も含めて︑これからの医師偏在対策︑

期もあるんだろうというふうに思いますけれども︑

か︑供給と需要のところが交差していくという時

ますので︑どこかでこの差︑何というんでしょう

ことも含めて減少も見込まれるということであり

て︑増加のスピードも下がっていく︑そういった

頃からだんだん増加率もスピードも下がっていっ

として人口が減少していく︑高齢者も二〇四〇年

ると思いますが︑機械的に物を見れば︑トータル

も︑これからの医療の変化等々いろんな要因があ

他方で︑医師の需要についてでありますけれど

ていただいているんですけれども︑つい最近です

やっぱり出すべきだということをかねがね言わせ

その中で︑やはり医療費についても将来推計を

わけでありますね︒

とかこういったことも将来の推計を出されている

で検討されているわけでありますし︑人口の減少

医師の需給体制もこうやって二〇四〇年ぐらいま

していくというのは非常に大事だと思っています︒

いくのかという将来推計を見越してやっぱり検討

年後︑二十年後︑三十年後︑我が国がどうなって

非常に大事なことだと思うんですね︒やはり︑十

年度の医療費というのは六十六・三兆円というふ

数の在り方について大臣の見解をお伺いしたいと

で︑業務の効率化ということ︑あるいはワークシ

うに試算されているわけですね︒二〇一六年度が

けれども︑公益財団法人ＮＩＲＡ︑総合研究開発

場に出させていただいたという︑検討していただ

ェアみたいな︑ワークシフトといった話もあると

三十七・六兆円であったことからすると︑二十五

あるいは地域ごとの医師偏在の状況︑あるいは先

くそのたたき台と言ったらあれかもしれませんけ

思います︒そういったことを含めて医師需給とい

年で一・七六倍に膨らんでいくというふうな推計

思います︒

ど︑そういった数字でありまして︑これから検討

うのを見込んでいく必要があるだろうと︑こうい

を出しておるわけですね︒同じ期間に人口は約一

機構が将来推計を出しておりました︒その見通し

会における議論を踏まえながらそれはしっかり固

うふうに思います︒

千七百万人減って︑それで推計されるということ

ほど申し上げた働き方改革の中でそこをどう︑必

めていかなければならないと思いますけれども︑

○東徹君 これからのたたき台だというふうな御

を考えれば︑数字以上のインパクトが一人一人の

○国務大臣︵加藤勝信君︶ 今御指摘のあった数

医師の供給そのものは︑今まで御答弁させていた

説明でありますけれども︑恐らく人口減少してい

負担としてこれもうのしかかってくるんだろうと

によると︑給付費ベースでありますが︑二〇四一

だいたように︑平成二十年度より逐次医学部定員

って︑それから高齢者の数も減っていく過程にお

いうふうに考えます︒

要な医師というものをどう考えていくのか︒他方

を増加をしてまいりましたので︑平成三十年度に

いては医師数が過剰になってくるということもあ

字︑これはまだ確定的な数字じゃなくて︑議論の

は九千四百十九人と過去最大規模になっていると

り得るだろうという御認識だろうというふうに思

これ厚労省もやるというふうに前も大臣もおっし

示していくべきというふうに考えますので︑是非︑

政府としても医療費をやっぱり推計して国民に

ころでございますし︑こうした取組もあって︑現

います︒
将来推計を私やっぱり検討していくというのは

在︑全国レベルの医師数は毎年四千人程度で増加
をしていると︑こういう基調にあります︒
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○国務大臣︵加藤勝信君︶ 済みません︑今の段

思います︒

いつ頃までにやるのか︑お聞かせいただきたいと

として本来やるべきことだと思いますので︑是非︑

って数字を出しておられるわけですから︑厚労省

ういった数字を出されるのか︒民間はもうこうや

ゃっていただいたんで︑いつ頃までにやっぱりこ

こういったことがあるわけですけれども︒

ったり︑産婦人科とか外科は少なかったりとか︑

ある︑診療科では︑例えば眼科とか皮膚科は多か

ますが︑地域によって多いところ少ないところが

つの偏在解消というのがこれは目的となっており

すけれども︑医師の地域と診療科という大きく二

今回の法改正の前提についてお伺いしたいんで

していかなければならないというふうに思います︒

たところでございます︒

ざいますので︑この埼玉県及び徳島県に伺ってみ

どもも︑やはりその地域地域の特性というのがご

ける状況がどうなっているかにつきましては︑私

ということでございますけれども︑この地域にお

の百六十・一人︑最大が徳島県の三百十五・九人

近い県境からは患者が東京都に流出をしていると

埼玉県に問合せをしたところ︑確かに東京都に

階で具体的な時期というものを申し上げる状況に

いうことですので︑人口十万対医師数で示されて

いるほどの不足感は実態としてはないということ

地域偏在のことについてお伺いしたいんですが︑
よく都道府県別で人口十万人当たりの医師数とい

はありませんが︑ただ︑経済財政諮問会議におい
て議論がスタートしているわけでありまして︑そ

とでございました︒したがいまして︑やはりこの

ではありますが︑一方で︑その埼玉の中でも利根

万人当たりが︒これ︑言ってみれば埼玉県は徳島

地域地域の医師不足という問題︑医師偏在という

うのが根拠としてこれ挙げられているわけですけ

素材になる将来推計はしっかりと提示できるよう

県の半分ぐらいの医師数になるわけですけれども︑

ものを見る場合につきましては︑この流入︑流出

こにおいても︑そうした一体改革後の社会保障の

今準備を進めさせていただいておりますけれども︑

二倍も開くってかなりこれ大きいなというふうに

といった問題でありますとか︑救急︑小児︑周産

医療圏︑秩父医療圏︑北部医療圏といった地域的

ただ単に機械的に計算すればいいというものでも

思ったわけですが︑実際に︑じゃ︑埼玉県でどの

期といった診療科別の問題を併せてきめ細かく見

れども︑平成二十八年度の資料で︑最小の埼玉県︑

ございませんので︑前提をどうしていくのか等々

ような問題が生じているのか︑医師不足でもう大

ていく必要があるということではないかと思いま

姿を検討するに当たっては︑やはり将来推計等の

については少し中でしっかり議論をしていく必要

変なことになっているとか︑また︑徳島県では医

す︒

な医師不足感︑救急や小児︑周産期医療といった

がありますので︑それも踏まえた上で議論の素材

者が余っているという状況になっているのか︑そ

百六十・一人になっておりまして︑最大の徳島県︑

になるものを提供させていただきたいというふう

んなことについて︑現状どうなのか︑まずはお伺

ございます︒非常に医師数は多いというような数

検討材料が必要だということを求められていると

に思っております︒

いをしたいと思います︒

字になっておりますけれども︑そもそも県の面積

診療科別の医師不足等は存在をしているというこ

○東徹君 是非︑早くやっぱり出していかないと︑

○政府参考人︵武田俊彦君︶ 人口十万対の医師

に対する医師数というふうに見ると全国的には決

これは三百十五・九人になっているんですね︑十

その数字をベースに︑現状はどうなのかと︑将来

数ということで都道府県別に見た場合につきまし

して高くないということでありますとか︑さらに︑

ころでございますので︑我々としてもその議論の

推計どうなのかと︑日本の将来どうなのかという

ては︑今御指摘ありましたように︑最小が埼玉県

また︑徳島県にも同様に問合せをしたところで

ことをやっぱり考えて︑そこからやっぱり議論を
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こともございますので︑都道府県別の人口十万対

医師偏在の実情を把握する上では︑このような

した︒

こういうことが地元の徳島県の御意見でございま

ど︑将来の医療提供体制については不安もあると︑

には大きく医師数が減少することが見込まれるな

が多くなるということが見込まれるので︑将来的

代の医師の方が多いので︑今後医師を引退する方

多くなっておりますけれども︑徳島県では六十歳

医師の年齢階級が︑全国的には四十歳代の医師が

れております︒このような流出︑流入を適正に補

が三〇％から四〇％というような数字も把握をさ

いうところについては流出をする患者さんの割合

て︑例えば︑東京都に近い南部︑南西部︑西部と

流出ということは県の方で把握をされておりまし

た埼玉でいいますと︑各二次医療圏ごとの流入︑

がもう一つ大きな要素でございます︒今申し上げ

でありますけれども︑流出︑流入の補正というの

て︑一つは︑その人口構成による補正ということ

ように補正していくのかということでございまし

した医師の数についての人口十万対医師数をどの

れておりますけれども︑二次医療圏を一つの単位

国でも︑二次医療圏を中心に医師の偏在が議論さ

してしまったということで︑これはやっぱり我が

市街地に医師が集中するという区域内偏在が発生

たということですけれども︑区域の中でもやはり

と同程度の広さに分けて医師配置を計画していっ

その中で︑当初はドイツ全土で日本の二次医療圏

消に取り組んでいるということなんですけれども︑

供給強化法という法律が制定されて地域偏在の解

いう法律が制定されて︑続いて二〇一五年に医療

して︑ドイツでは二〇一二年に医療供給構造法と

いう考え方でございますけれども︑医療法の中で

医師数のような従来使われていた指標ではなくて︑

また適切な医師の偏在指標を検討していきたいと

は︑昭和六十年の医療計画の導入以来︑地理的状

として考えることがこれも妥当なのかどうか︑見

○東徹君 隣でも何かこう意見が聞こえてくるん

いうふうに考えております︒

況等の自然的条件︑日常生活の需要の充足状況︑

正をすることによりまして︑より実態に近い医師

ですけれども︑そういうふうに聞くと︑この人口

○東徹君 確かに流入︑流出もあると思いますし︑

交通事情などの社会的条件を考慮いたしまして︑

様々な視点からの要素を踏まえて医師偏在の傾向

十万人当たりの医師数がどうかとか︑医師の地域

恐らく埼玉県だけじゃなくて神奈川県とかでもあ

一体の区域として一般的な医療提供体制を確保す

解をお伺いしたいと思います︒

偏在はどうかとか︑こういった都道府県別のデー

るんだろうと思いますし︑じゃ︑今度徳島県はこ

べき単位として二次医療圏が設定をされておりま

不足という問題が把握できてくるのだというふう

タがこれは本当に適切なのかなというふうに思う

れ医者が余っているんですかというふうな話にな

して︑医療機関の連携により限られた医療資源を

を把握していくことが必要だと︑こういうことだ

んですね︒私は︑何か見方として︑やっぱりもう

ってくると思うんですけれどもね︒なかなかこれ

効率的に提供する体制の構築と患者の医療アクセ

○政府参考人︵武田俊彦君︶ この二次医療圏と

ちょっときめ細やかなデータの取り方というか︑

厚労省としても余り把握されていないなというこ

スの確保の両立を図るための区域として長期にわ

に思いますので︑こういった点を踏まえて︑十分

そういう形で検討していかないと︑ただ単に人口

とが大変よく分かったなというふうに思います︒

ろうというふうに思っております︒

十万人当たりの医師の偏在がどうこうというのは

これまでも︑例えば医療計画の中で︑五疾病五

えております︒

たり定着してきている圏域であるというふうに考
方の関係を中心に︑医師の地域偏在というのはや

我が国以外の先進国でも︑このような都市と地

がですかね︒

っぱり問題としてあるというふうに聞いておりま

余り当てにならないと思うんですけれども︑いか
○政府参考人︵武田俊彦君︶ 先ほど申し上げま
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す︒

位で制度設計をされてきているところでございま

の確保に関する政策は主としてこの二次医療圏単

病床数制度︑地域医療構想︑こういった地域医療

事業というような仕組みでございますとか︑基準

慮をしてまいりたいというふうに思います︒

いう柔軟な対応についても十分私どもとしても配

ついては情報提供を行うなど︑地域におけるこう

道府県にもお示しをし︑また先進事例︑好事例に

とが可能になるような柔軟な対応ということを都

あるという地域もございますので︑こういったこ

立したという︑こういった事例があります︒

率が高くて︑オーストラリアでも一定の地位を確

べく専門の研修プログラムを受けて︑非常に競争

のルーラルゼネラリストなんですけれども︑なる

人科医など様々な出身のお医者さんが︑ＲＧ︑こ

総合診療医︑救急医︑麻酔科医︑外科医︑産婦

分担して担当するのか︑こういう医療政策そのも

の二次医療圏の中で救急をどの病院でどのように

その地域医療連携というのをどう考えるのか︑そ

院というのをどういうふうに考えるのか︑また︑

ところは分かりにくいというふうに思います︒

地域事情にきめ細かく見ていかないと︑本質的な

はなかなか分かりにくいと思いますよね︒やはり

医師の偏在というものがどうなのかというところ

○東徹君 やはり二次医療圏という単位だけでは

す︒

こうということで努力をされておられる方がいま

アに学んで︑日本でもこういったことをやってい

ですが︑齋藤学さんという方がこのオーストラリ

日本でも︑ちょっと私もホームページで見たん

医師の偏在対策についても︑例えばその中核病

のと一体として検討されていくことが適当である

に考えているところでございまして︑その一方で︑

しかないんですよね︒そのオーストラリアで︑Ｒ

倍の面積があって︑人口でいうと日本の六分の一

お聞かせいただきたいと思います︒

てはどうかというふうに思いますが︑いかがか︑

えるためにこういった仕組みをやっぱり考えてみ

是非︑こういったルーラルゼネラリスト︑オー

この二次医療圏単位にした場合の適切な医師偏在

Ｇ︑ルーラルゼネラリストと呼ばれる専門のプロ

○政府参考人︵武田俊彦君︶ ただいま御紹介を

そんな中で︑オーストラリアを一つ事例に挙げ

指標について︑地域の特性が適切に反映されるよ

グラムを受けた医師がへき地医療を支えて一定の

いただきましたこのオーストラリアにおけるルー

ということを考えますと︑二次医療圏単位でこの

うな医療ニーズ︑人口構成︑患者流出入︑こうい

地位を確立したというふうに言われております︒

ラルゼネラリストということでございますけれど

ストラリアのこのＲＧという制度でありますけれ

うことを踏まえて医師偏在指標についても設定を

広大な国土に多くの医療困難地域を抱えている

も︑この要件といたしましては︑個人︑家族︑コ

させていただきたいと思うんですが︑オーストラ

してまいりますので︑こういったことを併せて考

オーストラリアは︑専門の医師がへき地医療を支

ミュニティーへの包括的なプライマリーケアであ

政策を検討できる仕組みを導入することは︑基本

えますと︑都道府県内の医師偏在是正の基礎とし

えておって︑診療所で働きながらも︑必要があれ

りますとか︑緊急ケアでありますとか︑個人の入

ども︑日本でも︑離島とかへき地とか︑医療を支

てこの二次医療圏というのは基本的に活用できる

ば全身麻酔を掛けたり︑外科手術をしたり︑緊急

院患者ケアとか︑多様な役割を果たすことが期待

リアというのは非常に︑面積でいうと日本の二十

ものだというふうに考えているところでございま

の分娩に対応したり︑あるいはフライングドクタ

をされているというふうに承知をしておりますけ

的にはこういうことが必要なんだろうというふう

す︒

ーとして患者搬送を行ったり︑へき地でこの医師

れども︑我が国の類似の仕組みといたしましては︑

ただし一方で︑その地域の医療ニーズがこの二

不足と戦っているということなんですね︒

次医療圏よりも小さい区域で議論するのが有効で
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な総合診療専門医を是非今後力を入れて養成をし

おりまして︑我が国といたしましては︑このよう

関に対する旅費などの財政支援を行うこととして

費や︑へき地︑離島等において研修を行う医療機

総合診療専門医プログラム責任者養成のための経

年度予算におきましても︑日本専門医機構に対し︑

門医の養成の支援に努めておりまして︑平成三十

厚生労働省といたしましては︑この総合診療専

考えられます︒

育成がこれに相当するのではないかというふうに

を総合的に診ることができる︑総合診療専門医の

携しながら︑臓器別ではなく幅広い領域の疾患等

地域包括ケアを担い︑医療︑介護等の多職種と連

などの生活環境の問題により本人が地方に赴任し

れども︑例えば︑本人や家族の志向や子供の教育

が合わさって現状に至っていると考えられますけ

つきましては︑これまでの経過の中で様々な要因

○政府参考人︵武田俊彦君︶ 地域偏在の要因に

思います︒

働省としてどう考えているのか︑お伺いしたいと

在の解消につながっていない理由について厚生労

に考えられるわけですが︑医師数の増加が地域偏

の増加につながっているのではないかというふう

段がないために︑単に地域格差の広がりと医療費

しておりますけれども︑実効的なコントロール手

ことで地域偏在の解消につなげようというふうに

ていただきたいと思いますので︑続けてこのこと

今日もう時間がありませんので︑続きは次回させ

に今回の法案を出したということでありますが︑

てきたということですよね︒それを解消するため

ントロールの手段がないために地域格差が広がっ

しようとしているけれども︑なかなか実質的なコ

わけでして︑ただ︑それで医師の地域偏在を解消

○東徹君 医学部の定員をこれ増やしてきている

となっているということでございます︒

なことであるということが今回の法案提出の背景

とができる体制を早急に整えることが非常に大事

期に︑本法案を提出し︑効果的な配置を進めるこ

研修を終え︑地域医療に従事し始めているこの時

よろしくお願いいたします︒

について質問させていただきたいと思いますので︑

や手術の経験などが異なりキャリアアップや専門

ありがとうございました︒

たがらない︑又は勤務地により経験できる症例数

○東徹君 是非︑オーストラリアみたいな︑面積

医の維持を考慮して地方を避ける︑こういった問

てまいりたいというふうに思います︒
二十倍︑日本の二十倍あって︑そして人口が六分

題があると考えております︒

るわけでして︑日本こそ︑こういった制度︑仕組

から︑日本だって︑離島が︑これ島がたくさんあ

制度をつくって医者の派遣をやっているわけです

な地域に医師が行くような実効的な方策を講じな

的な医師数は増加しているにもかかわらず︑必要

暫定定員を増加してきておりますけれども︑全体

御指摘のとおり︑平成二十年度以降︑医学部の

か︑聞いたというふうにおっしゃっているんです

労死の認定の支給について初めて︑初めてという

今年の三月五日︑加藤大臣は︑野村不動産の過

○福島みずほ君 社民党の福島みずほです︒

の一のオーストラリアでも︑こういった仕組みを︑

みをつくってやっていくべきだと思いますので︑

ければ︑医師数を幾ら増やしても真に医師を必要

が︑いつ︑どんな形で報告を受けられましたか︒

まず︑法案の審議に入る前にちょっとお聞きを

是非この取組を進めていっていただきたいと思い

とする地域に及ぶ効果が限定的となってしまうの

○国務大臣︵加藤勝信君︶ 支給決定について聞
このため︑平成二十年以降の医学部の臨時定員

ちょっと明確ではないんですけれども︑そのとき

いたと申し上げたんですけれども︑たしかそれは︑

いたします︒

ます︒

ではないかというふうにも考えられます︒

すけれども︑医師数が医療費に大きな影響を与え

増等による地域枠での入学者が順次卒業し︑臨床

医師の地域偏在についてお伺いしたいと思いま
るという指摘もある中で︑医学部の定員を増やす
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か︒

クのときに聞いたという理解でよろしいでしょう

問するという通告があったわけですから︑朝︑レ

に石橋さんがまさに野村不動産の問題について質

弁のレクを受けるわけですが︑そのとき︑要する

○福島みずほ君 大臣は︑大臣になれば︑朝︑答

うに記憶をしておりますけれども︒

しょうか︑そういった流れの中であったというふ

だいておりました︒それに関する答弁というんで

に︑たしか石橋委員からの御質問をその日にいた

○福島みずほ君 だとすると︑石橋さんの質問の

いうことだろうというふうに認識をしています︒

そして多分レクの中で口頭であったと︑多分そう

とであります︒ですから︑基本的に︑紙で見て︑

げたようなプロセスの中で私は承知したというこ

○国務大臣︵加藤勝信君︶ ですから︑今申し上

つ受けたか︑教えてください︒

を戻していただきたいんですが︑どういう形でい

告︑是非︑柳瀬さんじゃないんですが︑是非記憶

うのを初めて知ったということなので︑それは報

る診療科別医師数の推移を見ますと︑全体の伸び

在があります︒このうち︑診療科偏在を表してい

医師の偏在には︑主として地域偏在と診療科偏

では︑法案について質問をいたします︒

○福島みずほ君 ありがとうございます︒

ざいます︒

いかなというふうに思いますが︑今のは推測でご

対応をされておりますので︑そういった際ではな

ませんが︑総理は総理の方で多分想定問答等々の

で行っているかどうかもちょっと承知をしており

この法案の趣旨説明で︑診療科間の偏在は解消に

に比べて産婦人科や外科︑小児科︑内科の伸びが

○福島みずほ君 支給︒

至っていないとされているところです︒

前に過労死の支給については理解していたという

ばあっと読んで︑それから役所に行って分からな

○国務大臣︵加藤勝信君︶ 支給︒ですから︑支

ところが︑今回の法案の内容を見ると︑地域偏

○国務大臣︵加藤勝信君︶ 詳しくはもう一回ち

いところだけ聞いて︑そして実際この答弁に当た

給決定は聞いておりましたが︑ただ︑この問題は︑

在対策がほとんどであり︑診療科偏在対策が弱い

低くなっております︒とりわけ産婦人科と外科は︑

らせていただいているというやり方を取っており

当時はまだ御遺族等からも発表があったわけでは

のではないかと思われます︒この法案の中で診療

ことでよろしいですね︒

ますので︑その報告と言うかどうかは別ですけれ

ありませんから︑それは私どもとして申し上げら

科偏在の是正に資する部分があれば︑どの部分な

ょっとチェックしなきゃなりませんが︑今︑私の

ども︑多分︑その答弁の中の資料の中にそういっ

れるという状況にはなかったと︑こういうことで

んでしょうか︒また︑厚生労働省として診療科偏

減少から増加に転じたとはいえ︑十年以上前の水

た記述があった上で︑また答弁レクの中で具体的

あります︒

在対策を今後どのように進めていこうとされてい

○国務大臣︵加藤勝信君︶ 過労死の何について

な︑具体的なというか︑説明があったんではない

○福島みずほ君 総理にもこれはメールで報告が

るのか︑教えてください︒

場合は︑朝︑想定問答だけ︑答弁部分だけファク

かなというふうに記憶をしておりますが︑ちょっ

行っているんですが︑大臣︑もし御存じでしたら︑

○政府参考人︵武田俊彦君︶ お答えいたします︒

準とほとんど変わっておりません︒政府としても︑

と一個一個確認していませんので︑もし必要なら

総理にいつメールを送ったのか︑どういう報告を

ですか︒

確認させていただきたいと思います︒

したのか︑教えてください︒

スで送ってきてもらっていて︑それを朝︑自分で

○福島みずほ君 野村不動産の過労死の問題とい

○国務大臣︵加藤勝信君︶ 済みません︑メール

協議会での協議を踏まえて︑外科︑産科等の地域

今回の法案の中におきましては︑地域医療対策

うのは極めて重要で︑三月五日に支給されたとい
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また︑診療科偏在の対策といたしましては︑今

るものとなるというふうに考えております︒

なりますので︑診療科偏在の是正に一定程度資す

キャリア形成プログラムを策定︑活用することに

女性医師を始めとした若手医師の希望に配慮した

下で効果的に医師を派遣することや︑産科に多い

で不足する診療科に対して大学医局等との連携の

と思います︒とりわけ北海道と東北︑それから九

ないところがあることがよく分かっていただける

うか︑地域によって産婦人科の医師数が非常に少

医師数です︒これを見ていただくと︑北の方とい

十五歳︱四十九歳女性人口十万対産婦人科医師の

番目をちょっと見てください︒二次医療圏ごとの

問題で︑地域の偏在もありますが︑配付資料の二

やっているわけで︑もうこれは本当に深刻で︑み

さんや自治体議員の公約︑叫びというか︑それを

この地域に連れてきますとかいうのが︑実は首長

をこの地元に連れてきますとか︑何とか内科医を

や自治体議員の選挙に行くと︑何とか産婦人科医

が︑産婦人科がいない︒ですから︑実は首長選挙

つまり︑地域偏在もとても重要︑深刻なんです

来てもらえない︒ですから︑本当にこれは深刻で︑

んな真面目に来てほしいんだけれども︑なかなか

社民党はかつて︑少し前なんですが︑産声の聞

これは本当に早急に解消していただきたい︒いか

州の一部ですよね︑極めて深刻だと思います︒

疾病構造の変化を考慮して︑診療科ごとに将来必

こえる街づくりプロジェクトというのをつくって︑

回の法案による対策以外にも︑今後︑人口動態や
要な医師数の見通しについて︑平成三十年度でき

られている中で︑この産婦人科医の確保につきま

がでしょうか︒

だから︑公設助産院をつくって︑助産師さんを公

しても非常に各地で課題となっているというふう

全国の医療現場を訪ね歩くというのをやりました︒

務員にしてきちっと雇って︑モバイル健診で︑大

には承知をしております︒

るだけ早期に検討を始め︑平成三十二年には国が

さらに︑平成三十二年度からは︑臨床研修の必

船渡病院の産婦人科とモバイル健診やり︑出産は

今回の法案︑そして︑それと併せて講じる対策

○政府参考人︵武田俊彦君︶ ただいま御指摘ご

修科目について︑従前の内科︑救急︑地域医療の

大船渡病院︑岩手で︑県立病院でやるんですが︑

につきましては先ほど申し上げたとおりでござい

とりわけ︑やはり東北が深刻で︑遠野市に行った

三科目から︑外科︑小児科︑産婦人科︑精神科を

一時間以上掛けてがたがたがたがたっという道を

ますけれども︑それに加えまして︑この産科のな

情報提供をすることを予定しておりますので︑将

追加をいたしまして七科目とすることとしており︑

通って健診に通うことが母体にも良くないので︑

い地域における産科医療機関の確保につきまして

ざいましたように︑どの地域においても安心して

これにより︑研修医がより多面的な経験を踏まえ

モバイル健診などをやって︑これは御存じ︑経済

予算措置も講じているところでございますけれど

ときは︑産婦人科がもうずっといないと︒産婦人

た上で将来の診療科を選択することが期待される

産業省など非常にその後応援して︑何とか地域で

も︑引き続き︑この働き方改革の問題︑長時間労

来の診療科別の必要医師数を見通した上で適切に

ものと考えております︒

お産ができるように︒ですから︑当時よく言われ

働の問題︑様々な問題がこの問題と関係している

子供を産み育てられる地域ということが強く求め

厚生労働省としては︑これらの施策を総合的に

たのは︑お里帰りの出産お断りと︒つまり︑もう

点もございますので︑是非総合的に私どもとして

科やってこいとやっても︑やってきてくれない︒

活用することで診療科偏在の是正を進めてまいり

帰ってもお産のアポが取れないというようなこと

もそういった点に取り組んでまいりたいというふ

診療科を選択することで︑結果的に診療科偏在の

たいと考えております︒

も広がっております︒

是正にもつながるものと考えております︒

○福島みずほ君 診療科目の偏在は本当に深刻な
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外科医の方だと手術でもう何時間も立ちっ放し

割と大学があったり医学部があったり︑あるいは

私は地方に行くと思うんですが︑県庁所在地は

と認識をしております︒

かの地域が特に東日本では少ないというのが現状

んが︑そこが比較的医師数が多く︑そしてそのほ

御指摘のありました県庁所在地といいますか︑医

とか重労働であるというのは知り合いからもたく

子供の小中︑附属小学校︑中学校と子供の教育環

そういう意味におきまして︑私ども地域枠とい

これだけではまた県庁所在地とそれ以外というの

さん聞きますので︑是非よろしくお願いします︒

境まあまあ整っているので︑県庁所在地にはお医

うことで地域に定着する医師を今後増やしていく

うに思います︒

では︑ある時点における医師の地域偏在を示す

者さんいるんだけれども︑北︑南とか離島とか︑

ということでございますが︑この方々がその医大

学部の所在地というような方が正確かもしれませ

データは現在のところ人口当たりの医師数しかな

要するに子供の教育環境とか考えると︑やっぱり

所在地ではなく適切にやはり医師の少数地域に行

もちょっと分からないんですね︒

く︑都道府県間と県内の二次医療圏間のバランス

県下の名門高校に行かせたいとか親が思うと附属

っていただくということを対策を併せて講じてい

○福島みずほ君 是非よろしくお願いします︒

が分かるにすぎません︒この点について医師需給

とかそういうところに行かせたいと思うので︑県

○福島みずほ君 厚労省にはデータあるんですよ

分科会の構成員から︑今日も出ておりましたが︑

についての厚生労働省のもっとデータを出すこと

ね︒

かなければ︑このせっかくの増員地域枠も効果を

して︑この法案に基づいて国が医師偏在指標を定

が必要ではないか︑いかがでしょうか︒今回ちょ

○政府参考人︵武田俊彦君︶ 二次医療圏ごとの

庁所在地は実はまだいいんです︒ところが︑県庁

め︑それに沿って都道府県が医師の少数区域と多

っと出していただいたんですが︑いかがでしょう

データというのは様々ございます︒それをどのよ

実際にどの地域が医師不足地域であるのか資料と

数区域を設定することでようやく医師の地域偏在

か︒

うに使ったら一番正確かということについては

発揮できない︑これが今回の法改正の背景にもな

が可視化されることになります︒法案を議論する

○政府参考人︵武田俊彦君︶ 御指摘いただきま

様々また御議論があるということでございます︒

所在地以外と県庁所在地の格差というのが︑偏在

には前提となるデータが乏しいのではないでしょ

したように︑この医師偏在対策の議論を進める上

○福島みずほ君 いや︑厚労省は少なくとも各県

して示してほしいとの要望が度々出されておりま

うか︒医師の地域偏在の現状についての厚労省の

では客観的なデータというのが必要不可欠になっ

の医師の数を把握しているだろうし︑それがどこ

っておりますので︑しっかり取り組んでまいりた

認識をお聞きします︒

ております︒人口十万対医師数にとどまらず︑地

にいらっしゃるかというのも分かるわけだから︑

があると思います︒という意味では︑やっぱりこ

それで︑今までは都道府県の医師数︑というか

域の医療ニーズを踏まえた客観的なデータ︑特に

それはそのデータを出せばいいわけじゃないです

す︒しかし︑にもかかわらず︑厚生労働省は最後

十万人対とかしかなかったんですが︑配付資料の

人口構成とか流入︑流出を踏まえて補正をしたデ

か︒どうですか︒

いというように思います︒

三枚目で︑今回︑県庁所在地︑二次医療圏名︑人

ータを私どもとして研究をしているところでござ

○政府参考人︵武田俊彦君︶ 私ども︑今回の法

ういう実感を基にちゃんと議論するためには現状

口十万人対医師数で都道府県別でないデータも出

いますけれども︑補正をいたしましても︑やはり

までそれを示すことはできませんでした︒結果と

していただきました︒でも︑やはり偏在もあるし︑
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に足りているかどうかの実数が全然出てこない︑

ていて︑例えば︑ある構成員が︑私も医師が本当

に関する検討会のところでいろんな方の意見が出

んですよ︒もう一つデータの︑医療従事者の需給

○福島みずほ君 ところが︑やっぱり分からない

とでございます︒

つきましては提供させていただいているというこ

様々検討しているところでございますし︑一部に

これを補正するとどのように数字が変わるかとか

域での医師の年齢階級別の構成でありますとか︑

口十万対医師数のみならず︑例えばそれぞれの地

案の検討をするに際しまして︑様々なデータ︑人

タをたどればデータが出ると︒

計しているとおっしゃったんだったら︑元のデー

うなるかも分かるじゃないですか︒つまり︑今集

かもしれませんが︑その地域の十年後の医療がど

でどうなのかとかですね︑年齢までというとあれ

ブるところもあると思うんですが︑診療科目が何

各市町村︑お医者さんが何人いて︑診療科目︑ダ

それを出せばいいじゃないですか︒各都道府県︑

○福島みずほ君 元々のデータがあるんだったら

も考えていきたいというふうには考えております︒

位の数ということで必要に応じ集計︑そして公開

圏単位で集計をしておりますので︑二次医療圏単

ます︒でも︑実はこの法案が審議される前に出す

答弁だったので︑非常に心強くそれを待っており

○福島みずほ君 検討させていただきますという

検討させていただきたいと思います︒

タを出すことは非常に必要だと思っていますので︑

のか︑こういった点について︑私ども必要なデー

握できるのか︑そしてそれが今後どうなっていく

それをどのように補正するとより適切に現状が把

しましても︑まず現状がどうなのかということと︑

お時間が必要になってまいります︒いずれにいた

をどのように集計するのかとなりますと︑一定の

握をしているところでございますけれども︑これ

べきではないですか︒

らないんですよ︒

よ︒だから︑十万人対でとか言われてもよく分か

日本精神科病院協会常務理事が言っているんです

すけれども︑実数を出していただきたい︑これは

で︑これは是非厚労の皆さんにお願いしたいので

イメージだけで話をしているような気がしますの

員会でもそういうデータを出していただければ︑

と言っているんですよ︒だから︑この厚生労働委

結局イメージだけで話ししていてよく分からない

ないと︑十万人対何人というのは出てくるけど︑

方が︑日本精神科病院協会常務理事の方が分から

事者の需給に関する検討会で︑実際その構成員の

のデータがないと分からない︒ましてや︑医療従

んですが︑是非お願いします︒

○福島みずほ君 相当時間が掛かるということな

なというふうには考えます︒

ろまでは︑集計ということは相当お時間が必要か

だいているんですけれども︑御指摘のようなとこ

をつくりまして議論をし︑一定の研究結果もいた

したがいまして︑私ども︑有識者から成る研究班

も検討会でいただいたことは事実でございます︒

私がどうしてこういうことを言っているかとい

というか︑ちょっと素朴にお聞きします︒厚生

本当に︑偏在がどうとか︑どうしたらいいのか︑

十万人対何人というのは出てきますが︑実際何人

労働省は︑各県各市のお医者さんの数︑診療科目︑

もっときめ細かい議論ができると思うんですが︑

やいろんなものが違うと︒この地域は例えば割か

○政府参考人︵武田俊彦君︶ そのような御指摘

これは分かるわけですよね︒

いかがでしょうか︒

し女性の主婦の方が亡くなりやすい︑いや︑東北

うと︑医師不足︑偏在というのをやっても︑実際

○政府参考人︵武田俊彦君︶ 私ども︑医師・歯

○政府参考人︵武田俊彦君︶ 御指摘のデータに

のこの県は多重債務で実は自殺になる人が多いか

いるのかという数を必ず出していただかないと︑

科医師・薬剤師調査という調査を行っております︒

ついては︑基礎的なデータということでは適宜把

自殺対策も︑実は県や市によっても自殺の理由

このデータにつきましては︑基本的には二次医療
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須崎です︒配付資料の二ですが︑まずはこの六地

○福島みずほ君 先ほど産婦人科の話をしました

これにつきましてどのような対策を講じていく

域への産婦人科配置努力を行うべきではないです

に︑全体的に東日本の方が医師数が足りないので

始まると思うんですね︒時間が掛かるとおっしゃ

のかということでございますけれども︑やはり医

か︒

ら︑逆に多重債務についての破産やいろんなリー

いましたが︑是非︑今後の議論のためにも︑日本

師養成の段階において︑どこでその大学に入るの

○政府参考人︵武田俊彦君︶ 地域において安心

が︑産婦人科不在の二次医療圏が全国で六つあり

の医療をどうするかという大事なテーマなので︑

か︑どこで研修を受けるのか︑又は専門医の研修

して子供を産み育てることができるようにするた

はないかという御指摘も多くの方からいただいて

先ほど検討してまいりたいとおっしゃったので︑

がどういうプログラムが行われるかということが

めに︑地域の実情に即し︑周産期医療体制の整備

ガルサービスを重視すればいいとか︑傾向と対策

是非これは︑また細かいデータというか実態を出

その後の医師の定着に非常に大きな影響を与える

充実を図ることは重要であるということは申すま

ます︒日高︑留萌︑南会津︑市川三郷町︑五條︑

してくださるように︑本当によろしくお願いを申

という︑こういう御指摘もございまして︑今回︑

でもないところでございます︒

いるところでございます︒

し上げます︒じゃ︑そのデータを心待ちにしてお

医師養成の段階において︑各都道府県の医学部定

ではないけれど︑やっぱり実態を知るところから

りますので︑よろしくお願いいたします︒

かれております︒だから︑改めて︑これどのよう

西高東低の傾向にあって︑青︑ピンクと︑こう分

東低であると︒大学医学部の所在地に医師が多く︑

医師の多寡に応じて臨床研修の定員を都道府県が

設定︑増員を要請できる仕組みでありますとか︑

事が管内の大学に対して入学枠に地元出身者枠の

おりまして︑一つは︑医師が少ない都道府県の知

が少ない地域において︑新規に分娩施設を開設す

私ども厚生労働省といたしましては︑分娩施設

承知をしているところでございます︒

次医療圏が存在するということは私どもとしても

科医が不在の二次医療圏や分娩取扱施設のない二

一方で︑分娩取扱病院の重点化や分娩取扱診療

な解消策を講ずるか︑とりわけ西高東低の東が低

調整できる仕組みでありますとか︑都道府県の意

る場合や新規に分娩を取り扱う場合などについて︑

員︑医師数を調整し︑その上で各都道府県内で医

いというところをどうしていくのか︑二次医療圏

見を踏まえて国が地域医療の観点から日本専門医

その施設整備や設備整備に必要な費用の支援を平

そして︑ちょっとダブるかもしれないんですが︑

全てについて人口十万人当たりに全医師数︑診療

機構に対し意見を述べる仕組みでございますとか︑

成二十八年度補正予算から計上しているところで

所の医師の高齢化等によりまして分娩取扱施設数

科ごとの医師数を公表し︑医師の不足や偏在への

こういったことが今回の法律に盛り込まれている

ございますし︑さらに平成二十九年度予算からは︑

師を養成し︑定着してもらう対策を取る︑こうい

対応策を打ち出すべきではないでしょうか︒

ところでございますので︑法案成立後にはこれら

産科医の不足する地域の医療機関に都市部から産

配付資料の一と二をもう一回見てください︒二次

○政府参考人︵武田俊彦君︶ この医師の偏在対

の仕組みが適切に運営されるよう︑私どもも施行

科医を派遣する際の派遣手当などの費用について

が年々減少している現状にございまして︑産婦人

策というふうに申し上げるときには︑都道府県内

に向けた検討を進めてまいりたいというふうに思

も支援しているところでございます︒

う観点から幾つかの仕組みが法律に盛り込まれて

の医師の偏在︑それから都道府県間の医師の偏在

います︒

医療圏ごとの人口十万対医師数で︑明らかに西高

もございます︒それで︑今御指摘ありましたよう
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策の法改正によりまして︑引き続き産科医の確保

ざいますけれども︑あわせて︑今回の医師偏在対

て産科医確保のための努力をしているところでご

の現状にある︑さらに約二割弱は週七十五時間を

割強の正規雇用の医師が週六十時間を超える労働

の医師の一週間の労働時間の分布を見ると︑約四

医師の長時間労働の現状を見ますと︑正規雇用

も出てきております医師の偏在指標もそうでござ

まず︑局長︑教えてください︒先ほどから何度

でございます︒本日もよろしくお願いいたします︒

○薬師寺みちよ君 無所属クラブの薬師寺みちよ

○福島みずほ君 時間ですので︑終わります︒あ

を図ってまいりたいというふうに思います︒

超えている現状にあるということで︑ほかの職種

いますが︑様々︑人口割りというものがこの医師

する御質問ございました︒

○福島みずほ君 今日もお医者さんの働き方改革

と比較しても︑やはりこの医師という労働形態は

数につきましても統計的に計算をされております

私ども︑こういう必要な予算を確保いたしまし

の質問がずっと出ておりました︒医師の働き方の

ぬきんでて長時間労働の実態にあるというのが現

けれども︑この人口というのはどういう︑何を用

このうち︑特に長時間勤務となっているのが病

いたします︒

りがとうございます︒

議論の行方です︒
状でございます︒

日会議決定では︑医師を時間外労働規制の対象と

院勤務医で︑二十代︑三十代の男女︑四十代の男

○政府参考人︵武田俊彦君︶ 様々な場合にこの

働き方改革実行計画︑平成二十九年三月二十八
するとしつつ︑適用を五年間猶予し︑医療界の参

性医師︑産婦人科︑外科︑救急科︑臨床研修医︑

いて人口となさっていらっしゃいますか︒お願い

加の下で検討の場を設けて検討するということを

総務省統計局がまとめております住民基本台帳に

人口を用いておりますが︑この人口十万対医師数

こういった時間外労働の要因としては︑急変し

基づく人口︑人口動態及び世帯数調査︑毎年一月

こういうような特徴も出ているところでございま

た患者への緊急対応ですとか︑手術︑外来対応︑

一日時点の数字を使ってございます︒

されました︒だから︑適用︑五年間猶予になった

これが延長する︑また勉強会への参加といった自

○薬師寺みちよ君 ありがとうございます︒

の場合の基礎数字としての人口につきましては︑

医療の現場では長時間労働が横行していて︑労

己研さんなど︑こういったほかに︑患者側の都合

皆様方にも資料をお配りをさせていただいてお

す︒

働基準監督署から是正勧告を受ける病院が後を絶

により診療時間外での患者説明に対応せざるを得

ります︒これも総務省の資料でございますけれど

わけですよね︒これを受け︑現在︑厚生労働省の

ちません︒医師の世界では勤務医が労働者である

ないといった︑こういう様々な要因が指摘をされ

も︑例えばこれ︑一番昼と夜の人口が違うのは東

医師の働き方改革に関する検討会を中心に議論が

との意識が薄い面もかいま見え︑過労死をするお

ております︒

て認識し改善すべきだと考えますが︑いかがです

生労働省はもっと医師の長時間労働の現状に関し

て敬意を表しますが︑やはり働き方に関して︑厚

引き続き医師の働き方改革に関する検討会で丁寧

りと進めていく必要があると考えておりますので︑

安全確保の観点からも医師の働き方改革をしっか

医師の健康確保の観点のみならず︑医療の質︑

ですね︒

と一四六〇︒同じ人口といってもこれだけ違うん

京都千代田区です︒夜を一〇〇とすると︑昼は何

進められております︒

医者さんもいらっしゃいます︒非常に職業に対し

か︒

に議論を進めてまいりたいと考えます︒

一〇〇とすると昼間は一一七というような統計も

東京というのは︑これ︑なべて見ますと︑夜を

○政府参考人︵武田俊彦君︶ 医師の働き方に関
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集中している︑この現実も私は見逃せないと思う

ますけれども︑やはり昼間これだけ東京に人口が

方もいらっしゃいます︒特に︑一極集中と言われ

土日︑おうちの近くで受診をしたいとおっしゃる

診をしたいとおっしゃる方も大変多いです︒逆に︑

ございますけれども︑やはり昼間のいる場所で受

いったデータがどこまで使えるか︑きちんと丁寧

医療の流出入でも把握をしておりますので︑こう

がどこで医療を受けているのかということは別途︑

は必要な論点でございます︒現実にその住民の方

についてどういうふうに考えていくのかというの

指標の詳細な設計を行う上では︑こういった問題

ただ︑いずれにいたしましても︑その医師偏在

ていないのではないか︑また限られた範囲での研

な研修が中心で基本的な診療能力の修得に対応し

題が御指摘をされておりました︒例えば︑専門的

この必修化前の医師の臨床研修について様々な課

度が必修化をされたわけでございますけれども︑

平成十六年度から︑御指摘のように臨床研修制

○政府参考人︵武田俊彦君︶ お答えいたします︒

てください︒

んですけれども︑武田局長︑今後どのように人口

に議論をしてまいりたいと思います︒

指摘されていたところでもあり︑当時の必要性と

を考えていったらいいんでしょう︒

是非丁寧に議論していただきたいと思います︒

いたしまして︑高齢社会の到来を控え︑全ての医

修になっているのではないか︑こういった課題が

とおり︑人口十万対医師数の場合につきましては︑

私も︑この周辺の病院︑クリニック紹介します

師が全人的な診療能力を修得できる研修を修了し︑

○薬師寺みちよ君 ありがとうございます︒

この住民基本台帳に基づく人口︑人口動態︑世帯

よね︒皆さん︑一時間︑二時間待ちなんです︒一

患者とより良い信頼関係を築ける十分な診療能力

○政府参考人︵武田俊彦君︶ 先ほど申し上げた

数調査の人口を用いているところでございますけ

極集中と言われているこの辺りでさえも︑やはり

ことが当時求められておりまして︑それにふさわ

れども︑御指摘のとおり︑一部の地域におきまし

は︑私はしっかり議論をしていかなければ︑じゃ︑

しい臨床研修になっているのかというようなこと

を有する医師として診療に従事する︑こういった

きな差があるというのは御指摘のとおりだという

夜の人口だけで︑いわゆる住民台帳だけで考えて

が言われていたということでございます︒

そういうことが現実的に昼間起こっている︒これ

ふうに思います︒また︑それによって医療ニーズ

しまうと︑これはまた皆様方が使い勝手が悪い医

ては︑昼間の人口︑夜間人口というのが非常に大

が変わるというのも御指摘のとおりかというふう

頻繁に関わる負傷又は疾病に適切に対応できるよ

とする分野にかかわらず︑一般的な診療において

こういうことを背景といたしまして︑将来専門

療提供体制を提供するだけに終わってしまいます︒
それから︑過去にちょっと振り返ってみたいと

是非︑そこは丁寧に議論をお願いいたします︒

に思います︒
ただ︑この昼間人口︑夜間人口につきましては
国勢調査のデータによることになりますけれども︑

題があるというふうにも認識をしております︒し

いまして︑最新の地域の状況を把握する上では課

ましたけれども︑平成十六年から新医師臨床研修

先生も教育体制というものを取り上げていただき

資料二をお配りいたしております︒先ほど自見

しております︒

で︑平成十六年度に義務化を行ったものと承知を

院の指定基準を見直すなどの環境整備を行った上

て︑幅広い研修施設を確保する観点から︑研修病

う基本的な診療能力を身に付けることを目的とし

たがって︑調査周期が一年である住民基本台帳に

の制度︑必修化されました︒この必修化した目的

○薬師寺みちよ君 ありがとうございます︒

思います︒

基づく人口というのが基本的には用いられてきた

というものは︑局長︑何だったんでしょう︑教え

この国勢調査の調査周期が五年ということもござ

という経緯ではございます︒
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る地域のクリニックにも診療に参りました︒そう

ます︒

として捉えていただかなければならないかと思い

なったということも︑これは現実的に私は厚労省

して︑なかなか過疎の地域に行っていただけなく

だったと思います︒これによって医局が崩壊しま

まさに︑ゼネラリストを育てるということが主

○薬師寺みちよ君 ありがとうございます︒

ります︒

定の効果は上がっているのではないかと考えてお

は年々上昇をしているところでございまして︑一

できる︑そして︑できると回答した研修医の割合

基本的な臨床知識︑技術等について自信を持って

対してアンケート調査を行っておりますけれども︑

で申し上げれば︑例えば︑私ども︑研修修了者に

とという理念がどの程度達成されたかという観点

はなったという側面もあるのではないかと考えて

ではあると思いますけれども︑きっかけの一つに

化したきっかけの一つ︑全てではないということ

機能が低下したために地域の医師不足問題が顕在

まして︑大学病院における研修修了後の医師派遣

受ける医師が減少したということも発生をいたし

し上げましたが︑一方で︑大学病院で臨床研修を

診療能力の向上が見られたという効果は先ほど申

この臨床研修の義務化以降︑研修医の基本的な

医療を勉強してこよう︑そういういい循環が働い

る︑そういう保証があるので︑そこに行って地域

いました︑オーストラリアでいうＲＧでしたり︑

ですよね︑それほど︒先ほど︑東先生もおっしゃ

でも︑ゼネラリストって生まれてきていないん

生労働省の方でも見せてさしあげないと︑なかな

ですから︑しっかりとしたキャリアラダーを厚

私どももやはり様々な地域︑過疎と言われてい
いうときに︑何年かすれば必ずまた戻してもらえ

ていたのも確かでございます︒

イギリスのＧＰのような形でファミリードクター

か地域には行っていただけないということですよ

おります︒

じゃ︑このようなことを目的として必修化され

のような方々がもっとたくさん生まれていれば︑

○薬師寺みちよ君 ありがとうございます︒

た︑その目的というものが今厚労省として果たせ

れども︑先ほども申し上げましたが︑このそもそ

必修化されました臨床研修の評価でございますけ

○政府参考人︵武田俊彦君︶ 平成十六年度から

○政府参考人︵武田俊彦君︶ お答えいたします︒

していらっしゃいますか︒

に関係しているというふうに厚生労働省では分析

医師の偏在とこの必修化というものはどのよう

○政府参考人︵武田俊彦君︶ 今回の法案におき

ていただいたんだろうと私は予測をしております︒

医師を評価する様々な制度というものを組み立て

ね︒保証がないと︑それは不安でたまらない︒だ

もの理念といいますのは︑医師が医師としての人

必修化前の医師の臨床研修につきましては専門

ましては︑医師少数区域等において一定期間以上

地域医療に様々な面で貢献できるのではないかと

格を涵養し︑将来専門とする分野にかかわらず︑

的な研修が中心でございまして︑基本的な診療能

の勤務経験を有する医師を厚生労働省が︑厚生労

たのかどうか︑どのような評価になっていますか︑

医学及び医療の果たすべき社会的役割を認識しつ

力の修得に対応していないなどの課題があったこ

働大臣が認定をするという仕組みを導入すること

からこそ︑多分︑今回の医師少数区域で勤務した

つ︑一般的な診療において頻繁に関わる負傷又は

とから︑基本的な診療能力の修得などを目的とし

を考えているところでございますけれども︑ここ

思って︑私も期待しておりました︒

疾病に適切に対応できるよう基本的な診療能力を

て平成十六年度に義務化を行ったところでござい

でいう医師少数区域につきましては︑今回の法案

お願いいたします︒

身に付けること︑これが基本的な理念でございま

ます︒

か︑局長︑教えてください︒

では︑この医師少数区域というのは何を指すの

したので︑この基本的な診療能力を身に付けるこ
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るようにすることも想定をしているところでござ

務経験も評価の対象として認定を行うことができ

道府県知事が指定する一定の医療機関における勤

少数区域に限らず︑医師が少ない地域のうち︑都

また︑この認定の仕組みにおきましては︑医師

するものでございます︒

労働省令で定める基準に従い︑各都道府県が設定

が少ないと認められる二次医療圏に対して︑厚生

医療圏ごとに設定した医師偏在指標を基に︑医師

ーズや人口構成︑患者の流出入等を踏まえて二次

で新たに設ける圏域のことでありまして︑医療ニ

には全国指標で考えて医師が少ない地域を適切に

ができないところでございますけれども︑基本的

ので︑現時点で幾つかというのはなかなかお答え

定める基準に従って設定ということでございます

後の医師偏在指標に基づきまして厚生労働省令で

ますけれども︑先ほど申し上げましたように︑今

がどのくらいの圏域になるかということでござい

○政府参考人︵武田俊彦君︶ この医師少数区域

今のところは想定していらっしゃいますか︒

区域というものが全国で設定されるというふうに

○薬師寺みちよ君 では︑どのくらいの医師少数

いただきたいと思います︒

うふうに申し上げたのは︑ちょっと訂正をさせて

ざいまして︑先ほど医師が少ない地域のうちとい

いう勤務経験も評価していきたいということでご

も都道府県知事が指定する一定の医療機関︑こう

医師少数区域に限らず︑医師が多い地域であって

ょっと訂正をさせていただきたいと思いますが︑

○政府参考人︵武田俊彦君︶ 先ほどの答弁︑ち

いますが︑いかがですか︒

にわたってその状況を見極めていただきたいと思

考えるのではなく︑その地域地域でもう少し細部

ですから︑二次医療圏という大きいものだけを

その趣旨は︑今まさに先生おっしゃったとおり

設定をしてまいりたいというふうに思います︒
○薬師寺みちよ君 ありがとうございます︒

います︒
今後︑法案成立後に医師偏在指標︑医師少数区

し︑そこに島があったらどうでしょう︒いろいろ

療圏︑医師多数地域の二次医療圏であっても︑地

を設定してまいりますと︑医師過剰地域の二次医

でございまして︑二次医療圏単位で医師少数区域

になりますけれども︑この議論において︑客観的

なパターンが︑やっぱりきっちり考えていかない

域によっては離島でありますとか山間地域が含ま

例えば︑二次医療圏内では満たしている︑しか

な議論に資する適切なデータを用いて十分丁寧な

といけないんですよ︒

域の設定その他につきまして検討を開始すること

議論をしてまいりたいというふうに思います︒

○政府参考人︵武田俊彦君︶ ここでいう区域に

か︒

か︒どのようなことを想定していらっしゃいます

うか︑それともその二次医療圏ごとなんでしょう

今のところ︑その区域というのは市町村でしょ

は医師少数区域としてしっかりそこに勤務してい

していただければというところで︑やっぱりここ

もしゼネラリストがいて︑しっかりとした診断を

があったって︑そこから運べない︒じゃ︑そこに

ということは︑どんなに救急があったって︑お産

波が荒いと︑そこからボートも出ないんですね︒

又は大臣認定の際の勤務経験に加えられるように

都道府県知事がこの医師確保対策の対象に加え︑

しながら︑それに加えまして︑きめ細かな地域も

基本的には二次医療圏単位で医師少数区域を設定

後︑その医師偏在対策を進めるに当たりましては︑

医療対策の対象になってございますけれども︑今

現状︑無医地区︑準無医地区といった形でへき地

れる可能性がございます︒こういったところは︑

つきましては︑二次医療圏を単位といたしまして

ただいたドクターというものを評価していただか

運用を図ってまいりたいというふうに思います︒

私も愛知県におりました︒島が三つございます︒

医師少数区域を設定していくということを想定し

ないと私はいけないと思うんですね︒

○薬師寺みちよ君 では︑教えてください︒

ているものでございます︒
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一人しかいないとなると︑これは大変ですよ︒で

そうなんですよね︑あれだけ大きい二次医療圏に

先ほど福島先生がおっしゃったように︑産科も

を行うこと︑地域全体の住民の健康状態の向上に

て︑症状の程度に応じた適切な医療機関間の連携

療を提供すること︑医療資源が乏しい地域におい

い︑当該職種と連携して介護も含めた包括的な医

○政府参考人︵武田俊彦君︶ この認定医を管理

は幾つぐらい想定していらっしゃいますか︒

を想定していらっしゃいますか︑また︑病院の数

来なれる︒その管理者というのはどのような病院

先ほどからも出てきておりました︑管理者に将

○薬師寺みちよ君 ありがとうございます︒

すから︑やっぱりその地域の特性にしっかり合わ

寄与すること︑こういったことが一般的にはかか

者として評価をする医療機関の範囲でございます

それから︑医療福祉関係職種との総合調整を行

せてそこは設定してください︑お願いをしておき

りつけ医︑地域におけるかかりつけ医の役割とし

けれども︑この法案に至るまでの間︑議論をいた

○薬師寺みちよ君 ありがとうございます︒

ます︒
て議論されております︒

でしょうか︒局長︑お願いいたします︒

しょう︒地域医療を行うその診療科も問わないん

になっていますが︑知見とはどういうことなんで

ども︑地域医療への知見を有する医師ということ

いうことをしていかなければならないんですけれ

評価できるように︑今後議論をしていきたいとい

の関与でございますとか︑こういう様々な活動が

景でございますとか地域全体の住民の健康状態へ

知見という意味では︑こういうその患者の生活背

たしまして︑私ども︑この地域における医療への

これが全て要件とするかどうかはともかくとい

能を有する病院を対象とする方向で今後具体的な

地域医療支援病院のうち︑医師派遣・環境整備機

療支援病院というのがございますけれども︑この

医療機関と連携しながら地域医療を支える地域医

需給分科会における議論を踏まえ︑まずは︑地域

だきました医療従事者の需給に関する検討会医師

では︑ここで勤務していただいた方々を認定と

○政府参考人︵武田俊彦君︶ この大臣認定につ

検討をすることとしているところでございます︒

行う診療において︑患者の生活背景を把握し︑適

かということでございますけれども︑まず︑日常

験によって培われる知見にどういうものがあるの

おりますけれども︑この医師少数区域における経

知見を有する医師ということで法文上規定をして

○政府参考人︵武田俊彦君︶ この点に関しまし

ろしいですか︒イエスかノーか︑教えてください︒

かり身に付けたドクターということで︑認識でよ

ましたようなヘルスプロモーションの考えをしっ

をしたというだけではなく︑その今説明いただき

じゃ︑大臣が認定していただくのは︑ただ勤務

結構でございます︑求められる能力︑資質とは何

では局長︑その病院管理者に︑これは一般的で

○薬師寺みちよ君 ありがとうございます︒

ざいます︒

が対象となるというふうに考えているところでご

の病院がございますけれども︑このうちの一定数

医療支援病院の承認を得ている病院は約五百五十

うふうに思います︒

切な診療及び保健指導等を行い︑自己の専門性を

ては︑やはり一定の勤務経験を通じた地域医療へ

なんでしょうか︒

いては︑単なる医師少数区域の勤務経験というこ

超えて指導が行えない場合には︑地域の医師︑医

の知見ということでございますので︑私ども︑そ

○政府参考人︵武田俊彦君︶ 病院管理者に求め

対象となる病院数につきましては︑現在︑地域

療機関と協力して解決策を提供すること︑こうい

れに沿った運用を考えていかなければならないの

られる能力といたしましては︑医療法上は適切な

○薬師寺みちよ君 ありがとうございます︒

ったかかりつけ医と言われている方々に考えられ

ではないかと考えております︒

とではなく︑この勤務経験によって地域医療への

ているこの要件でございます︒
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ですから︑インセンティブとしてこれを付けて

すけれども︑いかがですか︒御意見ください︒

て管理者として私は勤務していただけると思いま

ざいます︒地域を守り︑そしてしっかり病院も管

が責任を負うということになります︒診療所の場

いただく︑そのために︑私︑しっかりとしたこれ

○国務大臣︵加藤勝信君︶ 今お話があった保健

ね︒自治体にも大きな負担をお願いしている︑こ

合は比較的小規模でございますが︑大規模な病院

制度設計が必要だと思います︒単に地域で病院を

所長については︑その実務経験のほか︑国立保健

医療の提供の体制ということが求められ︑それに

ということになりますと︑それに加えてやはりマ

回ってきました︑その経験だけで︑それだけ大き

医療科学院が行う養成訓練課程を経た者と︑こう

理ができる︑そういったものが積み重なって初め

ネジメントの能力というものが必要になってくる

ながたいを持って︑それも多機能の病院をまさに

いうふうに規定をされているわけであります︒

れが現実でございます︒

だろうと思います︒それに加えて︑そこの病院が

管理して︑マネジメントして︑その地域に責任を

関してはこのそれぞれの医療機関における管理者

それぞれの機能を有しますので︑病院の機能を十

持たなければならない︑その能力とちょっとこれ

度︑これは今回の認定者ということを限定してい

ます︒ですから︑そういった意味において︑今年

とか向上とか︑そういったものが当然必要であり

病院の管理について︑組織マネジメントの能力

分理解できるというようなこともまた管理者の要

は違うんではないでしょうか︒
も︑しっかりお答えいただきたいと思います︒

大臣︑私からこれはお願いでございますけれど

件になってくるというふうに考えられます︒
私ども︑今回この地域医療支援病院のうちの一
定の医療機関というふうに申し上げているのは︑

例えば保健所の所長の研修なども行ってくださっ

働科学研究においてそれを実施をしたいと思って

開発をしていきたいと思っておりまして︑厚生労

るわけではありませんが︑病院長や事務長を対象

として考えた場合には︑そういう経験を有すると

ております︒そういうコースの中に病院管理学の

おります︒

国立保健医療科学院というものを持っていらっ

いうことは非常に大きな意味があるのではないか︑

コースなんかもつくっていただきまして︑キャリ

研修プログラムの開発に当たっては︑病院の幹

この地域への医師の派遣ということを医療機関に

こういうことも考えてこういう御提案をさせてい

アラダーとして︑しっかりその一つとして私は機

部職員を対象としたニーズ調査を行い︑今年度中

とした病院管理に関する研修プログラム︑これを

ただいております︒

能していただきたいと思うんです︒ただ地域を回

には研修プログラムを試行的に実施をして︑その

しゃいますですよね︒それで︑その中でも様々︑

○薬師寺みちよ君 ありがとうございます︒

りました︑それだけで病院の管理者になる︑それ

も役割として担っていただきたい︑そこの管理者

済みません︑私には分かりません︒医師少数区

評価を行っていきたいと思っておりますので︑そ

域での勤務経験というのは︑やっぱり医師として

だけ大きながたいを管理していかなければならな
これだとか︑私ども︑いわゆる医業の中でも病

の︑何といいますかね︑その力というか︑それを

域で勤務したその経験というものがどうやったら
今︑地域医療支援病院︑病床数でも四百ぐらい持

院管理を学べるような専門職を出た者もございま

養う意味において一つの経験だと思いますし︑そ

ういったプログラムを用意しながら︑医師少数区

っている病院が中心ですよね︒公立が多いじゃな

す︒しかし︑それなりの費用が掛かります︒そう

れに加えてこうした管理職としての能力を持って

い︑私不可能だと思います︒

いですか︒その病院の問題点って何なのかという

いう費用を補助してもらう等々の様々な方法がご

マネジメント能力につながっていくのか︒これ︑

と︑赤字を出しているという点でもございますよ
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るというふうに思います︒

いただく︑そういったことは当然必要になってく
の中で乗っていく制度であるということを明言い

ってしまいますけれども︑しっかりと専門医制度

ていただいて管理者になったんだけど︑全然パフ

組みがうまくいくために︑せっかく認定者になっ

わけではありませんけれども︑ただ︑そうした仕

とになっていきますから︑そこまで今考えている

れ︑これだけじゃなくて全部についてそういうこ

ので︑これはもちろん両立できるように制度設計

する施策として進めていきたいと考えております

の少ない地域での勤務を希望する医師等を後押し

ャリアに関する希望やニーズをかなえつつ︑医師

いますのは︑専門医の取得を始めとした医師のキ

○政府参考人︵武田俊彦君︶ この認定制度とい

ただけますか︒お願いいたします︒

ォーマンスが良くなかったというと︑もう続かな

を考えてまいりたいというふうに思います︒

今の段階で義務付けるということになると︑こ

くなってしまうわけですから︑やっぱり制度とし

これからしっかり︑まだまだこれ議論の第一回

○薬師寺みちよ君 ありがとうございました︒

した研修︑これからまだプログラムとか︑少し︑

目でございます︒これから深まってまいりますの

て継続していくためにも︑そういった方々にこう
完全に動き出すまでに若干時間が掛かりますけれ

我々としても真摯に議論を続けていきたいと思っ

で︑大変楽しみにいたしております︒これから

と研修をしていただいて︑力を付けていただいて︑

ておりますので︑よろしくお願いいたします︒

ども︑いずれにしても︑そういったことをきちん
そして管理者としてもその機能を十分発揮してい

以上で終わらせていただきます︒
○委員長︵島村大君︶ 本日の質疑はこの程度に

ただくということは大変重要だというふうに思っ
ておりますので︑そこをどういう形で受けてもら

とどめ︑これにて散会いたします︒
午後五時五分散会

えるように支援をしていくのかということも並行
して考えていきたいと思います︒
○薬師寺みちよ君 是非︑強くそこは進めていた
だきたいと思っております︒
最後に︑武田局長︑これも一問︑お願いと質問
でございます︒
こういうふうに地域の方に出るということで︑
専門医制度のこれ邪魔になってはまた足かせにな
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