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令和元年度 圏域地対協研修会
＜プログラム＞
日 時
場 所
テーマ

総合司会

令和元年１０月６日㈰ １３時～１６時３０分
グランラセーレ三次（三次市十日市南一丁目５‐５）
「地域医療構想の推進に向けた取組について
～将来の医療・介護提供体制の実現に向けて～」
広島県地域保健対策協議会常任理事（広島県医師会担当理事）

１３：００ 開会挨拶
広島県地域保健対策協議会会長 （広島県医師会長）
備北地域保健対策協議会会長
（三次地区医師会長）
三次市長
（開催地市長）

山

崎

正

数

平
鳴
福

松
戸
岡

恵
謙
誠

一
嗣
志

１３：１５ 特別講演
演
題 「地域医療構想の推進に向け －備北メディカルネットワークの取組－」
座
長 備北地域保健対策協議会副会長（庄原市医師会長）
林
充
講
師 広島県医師会常任理事（広島県地域医療構想アドバイザー、
地域医療連携推進法人 備北メディカルネットワーク代表理事）中 西 敏 夫
１４：２０ シンポジウム「地域医療構想の推進に向けた取組について」
座
長 広島県病院協会会長（広島県地域医療構想アドバイザー、
広島県医療審議会保健医療計画部会長）
檜 谷 義
シンポジスト ⑴「地域医療構想の実現に向けた広島県の取組」
広島県健康福祉局 医療介護計画課長
福 永 裕
⑵「広島医療圏北部地域の公立・公的病院連携会議の取組」
広島圏域地域医療構想調整会議 北部病院部会 部会長
（広島市立安佐市民病院長）
平 林 直
⑶「呉圏域の取組」
呉圏域地域医療構想調整会議 会長（呉市医師会長）
玉 木 正
⑷「地域医療構想の推進に向けた福山・府中圏域の取組」
福山・府中圏域地域医療構想調整会議 会長（府中地区医師会長）
内 藤 賢
コメンテータ 広島県医師会副会長（広島県地域医療構想アドバイザー） 桑 原 正
広島県医師会常任理事（広島県地域医療構想アドバイザー）
中 西 敏
指定発言者
広島県健康福祉局長
田 中
１６：２５ 次期開催圏域地対協会長挨拶
広島圏域地域保健対策協議会会長（広島市医師会長）

松

村

１６：３０ 閉会挨拶
広島県地域保健対策協議会副会長（広島市健康福祉局保健医療担当局長）

阪

谷

１６：４５～１８：００ 参加者交流会（同会場２階「平安」）

美
文

樹
治

一
雄
夫
剛

誠

幸

春
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２０１９年（令和元年）
１１月１５日（３）

令和元年度

圏域地対協研修会
地域医療構想の推進に向けた取組について
～将来の医療・介護提供体制の実現に向けて～
日
場

時
所

令和元年１０月６日㈰ １３時～
グランラセーレ三次

開会の挨拶をする平松会長（中央）

令和元年度の圏域地対協研修会は、備北地域保健対策協議会（鳴戸謙嗣三次地区医師会会長）
の担当により、「地域医療構想の推進に向けた取組について～将来の医療・介護提供体制の実現
に向けて～」をテーマに掲げ開催した。
当日は、
「地域医療構想の推進に向け―備北メディカルネットワークの取組―」と題して、広島
県医師会常任理事・広島県地域医療構想アドバイザー・地域医療連携推進法人 備北メディカル
ネットワーク代表理事を務める中西敏夫先生による特別講演と、「地域医療構想の推進に向けた
取組について」をテーマにシンポジウムを開催した。研修会へは県内の医師、医療関係者、行政
関係者など３５５名が参加した。以下、当日の概要を記す。

開会挨拶（要旨）

広島県地域保健対策協議会
会 長
平 松 恵 一
この圏域地対協研修会は、平成７年度の第１

回目から、本年度で第２５回を数える。例年、各
圏域が抱える、その時々の主要な課題をテーマ
として開催している。
今年度は、
「地域医療構想の推進に向けた取組
について～将来の医療・介護提供体制の実現に
向けて～」をメインテーマとして開催する。今
回主催いただく備北地域は、平成２９年から新た
に導入された「地域医療連携推進法人制度」に
基づき、全国に先駆けて地域医療連携推進法人

（４）２０１９年
（令和元年）
１１月１５日
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備北メディカルネットワークを設立され、地域
の医療機関が相互に機能の分担・連携を推進す
るとともに、質の高い医療の効率的提供に向け
精力的に活動されており、まさに全国的にも注
目されている備北圏域ならではのテーマである。
ご承知のとおり、去る９月２６日木曜日、厚生
労働省は「第２４回地域医療構想に関するワーキ
ンググループ」の終了後に、再編・統合の再検
証が必要であるとする公立・公的医療機関４
２４機
関の名称を公開した。これは、公立・公的医療
機関の役割が当該医療機関でなければ担えない
ものに重点化されているかどうかの再検証を促
すもので、がんや心血管疾患、救急医療、周産
期医療など６項目の診療実績が特に少ないケー
ス、もしくは６項目すべてについて、二次保健
医療圏内に一定数以上の診療実績を有する医療
機関が車で２０分以内の距離に位置するケースが
選定され、広島県においては１３施設が再検証要
請対象医療機関とされた。
厚生労働省は、それぞれの地域医療構想調整
会議において議論を尽くすための参考として示
したものであり、この分析・選定結果に基づき、
ダウンサイジングや機能の転換・分化・連携・
集約化といった公立・公的病院の再編統合を機
械的に促すものではないとしている。しかしな
がら、２０２０年９月までに、それぞれの地域医療
構想調整会議で結論を得ることを求めており、
何よりも事前の丁寧な説明もなく、あまりにも
急な公表であり、地域の実情が反映されないま
ま、机上の論理だけでひとまず当てはめられた
感触はぬぐえない。診療実績が少ないあるいは、
他の医療機関と競合していると判断されても、
地域にとっては、なくてはならない医療機関と
いうものがある。厚生労働省とすれば、今回の
データはあくまで調整会議の活性化に向けた資
料に過ぎないとしているが、対象医療機関が実
名で公表されたことは、地域住民をはじめ、医
療機関で働く職員やその家族の方々に大きな不
安を招くこととなり大変残念でならない。
今後、厚生労働省が示すデータも踏まえ、各
圏域において調整会議が開催され、議論が進め
られることとなるが、何よりも結論ありきでは
なく、それぞれの地域の実情に即した冷静な議
論が必要であり、地域の実情を最もよく知るこ
とができるのは、それぞれの医療現場で活躍し
ておられる皆さま方である。決して、地域の実
情から乖離した結論とならないよう、われわれ、
医療関係者が一致結束して、取り組まなければ
ならないと考えている。

そのためにも、本日の研修会では、まさにこ
の動きの渦中で奮闘されておられる、広島県医
師会常任理事、広島県地域医療構想アドバイ
ザーであり、そして地域医療連携推進法人備北
メディカルネットワーク代表である中西敏夫先
生より、「地域医療構想の実現に向け－備北メ
ディカルネットワークの取組－」と題した特別
講演をいただく。また、シンポジウムでは、
「地
域医療構想の推進に向けた取組について」を
テーマに、県行政ならびに各圏域の地域医療構
想調整会議代表の先生方によるご発表とディス
カッションをいただくこととなっており、皆さ
まにとって大変ホットで有意義な会になると
思っている。

備北地域保健対策協議会
会 長
鳴 戸 謙

嗣

当備北圏域は三次市と庄原市を合わせた広い
地域で、広島県の面積の４分の１を占める。人
口は県２
８０万のうち、９万人弱で３
２分の１であ
る。医療機関を容易に利用できない、いわゆる
無医地区の数は３５で、全国第２位の広島県の中
で３分の２を占める。
また、急激な人口減少と過疎化が進行し、医
療従事者も不足する中、地域医療支援体制の維
持が困難な状況になりつつある。
「地区医師会の使命は地域医療を守る」ことに
尽きると信じている。医療のない地域に人は住
み続けることはできない。住民の安心のために
は行政の責任も重大である。
圏域の地域医療体制をいかに守るかを関係者
団体で検討し設立されたのが、地域医療連携推
進法人「備北メディカルネットワーク」であ
る。
設立母体の異なる４病院が連携し、役割分担
をして、全体で医療従事者の確保と教育の充実
を通じて、へき地診療所等を支えていくシステ
ムの構築に努力しているところである。
先日、新聞報道で再検証が必要と名指しされ
た庄原日赤病院は、庄原市の基幹病院であり、
ネットワークの協力で昨年には市民の悲願で
あった産科・分娩を再開し、さらに庄原こども
クリニックの開設などの成果が出ている。
地域医療構想の策定を命じておきながら、現
場の声を聞かず、住民の不安をあおるやり方は
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現場を混乱させるだけである。県行政から、強
く抗議していただきたいと考えている。
さて、本日は中西先生に、全国で最初に設立
した地域医療連携推進法人「備北メディカル
ネットワーク」の取り組みなどを含め、「地域
医療構想の推進に向け」と題してご講演をいた
だく。
また、シンポジウムでは、
「県内各圏域の地域
医療構想の推進に向けた取組について」をテー
マに、県と３つの地域から報告をしていただき、
県内各地の現状と今後の展望などについて有意
義な議論ができればと願っている。
特別講演をいただく中西先生をはじめ、それ
ぞれの立場からシンポジストとしてご参加いた
だいている皆さま、また、研修会開催に御協力
いただいた関係者の皆さまには、心からお礼を
申し上げる。
当地域には、今年４月に開館した「三次もの
のけミュージアム」、「三次ワイナリー」、また、
庄原市には「帝釈峡」や「国営備北丘陵公園」
など、地元の自然、文化、特産を活かした施設
が整備されており、特に、これからの季節には、
三次盆地の霧の海や帝釈峡の紅葉など、大自然
が作り出す絶景を楽しんでいただけると思うの
で、次の機会にはぜひ、ご家族そろって立ち
寄っていただきたい。
本日のこの研修会が、実り多いものとなるよ
う、皆さま方のご協力をお願いし開会の挨拶と
する。

三次市長
福

岡

誠

志

この地対協の研修会にあたり、多くの皆さま
にご尽力をいただいた。皆さま方のご労苦に対
して、心から敬意と感謝を申し上げる次第であ
る。
さて、この県北の紹介を少しさせていただき
たい。三次は中国地方のど真ん中、ちょうどヘ
ソにあたる。平成２７年に中国やまなみ街道（中
国横断自動車道尾道松江道）が全線開通し、東
西は中国横断道、南北はやまなみ街道とちょう
ど高速道路がクロスする町がこの三次である。
その後、拠点性・利便性・立地性が格段に向上
し、観光客数も順調に推移しているところであ
り、このようなインフラを活用しながら、今後

２０１９年（令和元年）
１１月１５日（５）

三次の地域づくりを行っていき、ヒト・モノ・
カネがしっかりと巡回するような町にしていき
たいと考えている。
その中でも、今年の４月２６日に開館した日本
で初めての博物館である「日本妖怪博物館 三
次もののけミュージアム」が来館者１０万人を達
成した。当初、年間の目標は１０万人であった
が、５ヵ月足らずでこれだけ多くの皆さまにご
来館いただいたということは、物珍しさあるい
は興味深さ、まぁ１回は行ってみようか、とい
う方々にお越しいただいているものと思う。こ
の県北には妖怪博物館をはじめ、広島三次ワイ
ナリーにも国際的に顕著なコンクールでたくさ
んの賞を受賞しているワインがある。また J
AL
国際線のファーストクラスで採用いただいてい
る美味しいチーズもある。そういった季節柄美
味しいワインやチーズもあるので、ぜひとも皆
さま方にはお帰りの際にお土産でお持ち帰りい
ただけたら幸いである。
医療を取り巻く問題というのは、この三次市
においても非常に大きな課題であると認識して
いる。地域医療構想が新聞報道された翌日に、
この県北、府中市を含めた内陸部協議会が開催
された。この内陸部協議会においても、今後の
医療のあり方について、本当に今から連携を取
りながら考えていかなくてはならないと困惑の
声がたくさん出ていたところである。
どのような政策をするにしても医療という分
野については、われわれ地域に住む人間にとっ
て、市民にとって、本当に重要なよりどころで
ある。そういった意味において、この県北の地
域でそれぞれの地域の課題を持ち寄っていただ
いて、今後の将来の医療のあり方について議論
いただくというのは大変有益なことであり、三
次市としても一生懸命に本日の研修会の中身を
勉強させていただき、今後の取り組みの一助と
させていただければと考えている。
たくさんの皆さまにお集まりいただきました
ことに重ねて御礼を申し上げるとともに、この
地対協の研修会がより実りのあるものになるこ
とを心から祈念申し上げると同時に、本日ご参
会の皆さま方のご健勝・ご活躍を祈念申し上げ
開催地を代表しての挨拶に代えさせていただく。

（６）２０１９年
（令和元年）
１１月１５日
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特別講演
「地域医療構想の推進に向け
−備北メディカルネットワークの取組−」
座

講

長

備北地域保健対策協議会
副会長
（庄原市医師会長）
林
充
師 広島県医師会常任理事
広島県地域医療構想
アドバイザー
地域医療連携推進法人
備北メディカルネッ
トワーク代表理事
中 西 敏 夫

地域医療構想は、団塊の世代が後期高齢者と
なる２０２５年に向け、病床の機能分化・連携を進
めるために、医療機能ごとに２０２５年の医療需要
と病床の必要量を推計し、定めるものである
（図１）。

構想地域で医療提供体制の需要は異なることた
め、厳しい基準とはされていない。
全国各地で地域医療構想実現に向けた取り組
みが進められている。例として奈良県では、急
性期を「重症急性期を中心とする病棟」と「軽
症急性期を中心とする病棟」に区分する目安を
示して報告を求め、施策の対象となる医療機能
を明確化し、重症急性期を担う病院には「重症
な救急や高度医療を担う“断らない病院”」とし
て、軽症急性期を担う病院には「地域包括ケア
を支える“面倒見のいい病院”」として機能分化
と連携を推進している。
今後の取り組みとして、国は「診療実績が極
端に少ない」または「近隣（車で２０分以内）に
診療実績が類似している医療機関がある」と位
置づけられた公立・公的医療機関などに対し、
構想区域の医療機関の診療実績や将来の医療需
要の統合などを踏まえつつ、医師の働き方改革
の方向性も加味し、他医療機関への再編統合に
ついて地域医療構想調整会議で協議して改めて
合意を得るよう要請する方針とした。この背景
には、公立・公的医療機関等の具体的対応方針
の集計結果において、高度急性期・急性期病床
の削減は数％に留まり、
「急性期」からの転換が
進んでおらず、トータルの病床数が横ばいであ
ることから、具体的対応方針の合意内容が地域
医療構想の実現に沿ったものになっていないの
ではないかとの指摘がある（図２）。

（図１）

構想策定に向けては、各医療機関が医療機能
の現状と今後の方向を報告する「病床機能報告」
が求められている。病床機能報告においては、
病棟が担う医療機能をいずれか１つ選択して報
告することとされているが、実際の病棟にはさ
まざまな病期の患者が入院していることから、
当該病棟において最も多くの割合を占める患者
に相当する機能を報告することが基本とされて
いる。本制度は、医療機関のそれぞれの病棟が
担っている医療機能を把握し、地域における医
療機能の分化・連携を求めることを目的として
行われるものであり、病床機能報告においてい
ずれの医療機能を選択しても、診療報酬上の入
院料などの選択などに影響を与えるものではな
い。広島県では定量的な基準を策定したが、各

（図２）

地域医療構想の実現に向けては、足下の４機
能別の病床数と将来の病床数の必要量とを機械
的に比較し、その過不足のみに着目し議論を進
めるのでなく、診療実績等の詳細なデータにも
着目した上で、住民に必要な医療を、質が高く
効率的な形で不足なく提供できるかという視点
の議論が不可欠となる。地域の実情は、地域の
関係者にしか分かり得ない側面はあるものの、
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各構想区域の地域医療構想調整会議における議
論が、病床数の多寡のみに固執した機械的で形
骸化された議論が繰り返されることのないよう
注意を促す観点から、厚生労働省において、診
療実績等の一定の指標を設定し、各構想区域の
医療提供体制の現状について分析を行うことと
している。
厚生労働省による分析方法は、これまで各構
想区域で優先的に議論を進めてきた公立・公的
医療機関などの役割が、当該医療機関でなけれ
ば担えないものに重点化されているか分析する
ものであり、その分析結果が公立・公的医療機
関などが将来に向けて担うべき役割や、それに
必要な再編統合、ダウンサイジングなどの方向
性を機械的に決定するものではない。地域の実
情に関する知見を補いながら議論を尽くし、合
意を得ることが重要とされている。
なお、公立・公的医療機関などに期待される
役割については、「新公立病院改革ガイドライ
ン」や「経済財政運営と改革の基本方針２０１８」
においては、それぞれア：高度急性期・急性期
医療や不採算部門、過疎地等の医療提供等、
イ：山間へき地・離島など民間医療機関の立地
が困難な過疎地等における一般医療の提供、
ウ：救急・小児・周産期・災害・精神などの不
採算・特殊部門に係わる医療の提供、エ：県立
がんセンター、県立循環器病センターなど地域
の民間医療機関では限界のある高度・先進医療
の提供、オ：研修の実施などを含む広域的な医
師派遣の拠点としての機能が挙げられている
（図３）。

（図３）

また、分析にあたっては、緊急性が高い急性
心筋梗塞や脳卒中のような疾患と、必ずしも緊
急性が高くはないがんのような疾患との違いな
ど、疾患ごとの特性の違いを考慮しながら、分
析項目ごとに個別に診療実績の分析を行うこと、

２０１９年（令和元年）
１１月１５日（７）

構想区域内の公立・公的医療機関などと民間医
療機関などとの関係性のみならず、公立・公的
医療機関など同士で役割の代替可能性がないか
についても分析を行うこととされている（図
４）。

（図４）

しかし、人口が１
００万人を超す圏域がある一方
で、三次市・庄原市のように人口１０万人規模の
圏域も存在する。所属する構想区域の人口規模
が多いほど、公立・公的医療機関などの診療実
績は多い傾向にあるため、診療実績データの分
析においては、人口規模も考慮に入れることが
必要となる。なお、本県における人口１
００万人規
模の圏域は広島圏域であるが、同圏域は広島市
中心部から安芸太田町に至るまで多くの地域で
構成されているため、現在、北部・南部で分け
て地域医療構想調整会議が行われている。
診療実績のデータ分析などについては、さま
ざまな分析項目ごとに実施するが、領域ごとに
分析項目の数や性質が異なるため、分析項目の
みに応じた評価を行う場合、領域間で必ずしも
考え方や項目ごとの重みづけが一致しないと考
えられる。そのため、領域ごとに分析結果を集
約し、
「診療実績が特に少ない」や「類似の診療
実績」かどうかを判断した上で、結果を集約し、
「多数の領域で診療実績が特に少ない」や「多数
の領域で類似かつ近接の医療機関がある」こと
を判断する方針が掲げられている（図５）。
こうした分析結果に基づき、診療実績が特に
少ない、または類似の診療実績を持つ医療機関
が近接する地域にある医療機関として全国４
２３医
療機関、広島県ではうち１３医療機関がリスト
アップされ、本年９月２６日、再検証対象医療機
関として医療機関名が公表された（図６）。
地域医療構想において、機能の再編や、医療
機関同士の統合を協議するに当たっては、医師
の働き方改革や医師偏在対策の動向を踏まえた

（８）２０１９年
（令和元年）
１１月１５日
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医療連携推進法人の設置による連携体制の構築
を検討するなど、幅広い視点で必要な対策の議
論を行うことについても厚生労働省は言及して
いる（図８）。

（図５）

（図８）

（図６）

対応を行うことが重要とされている。また、公
立・公的医療機関同士の再編統合に関する協議
であっても、民間医療機関をはじめ構想区域内
の関係者の意見を聴きながら検討を進めること
が重要であり、民間医療機関が担えないような
不採算・特殊部門に重点化する場合であっても、
医療機関の持続可能性の観点から、合理的な埴
で周辺の疾患・領域を診療することについて検
討することが重要とされる（図７）。

医療の観点から本県の現状をみると、県内の
市町は人口規模の多い自治体が沿岸部に集中し
ており、内陸部や島嶼部では小規模な市町が多
く、無医地区が全国２位の５４地区存在すること
や、二次医療圏域は患者の流出入は見られるも
のの、圏域内の基幹病院を中心に地域完結型の
医療は保たれていること、市町の医師数は広島
市で大きく増加しているが１１市町では減少して
おり、医師の偏在が拡大していること、中山間
地域、島嶼部での診療所医師の高齢化が進んで
いることなどが特徴として挙げられる。
平成２
３年、広島県の中山間地域の病院長が集
まり、地域の医療崩壊を食い止め、住民に安心
して生活してもらえる地域医療の確保を目指し、
「広島中山間地病院長コンソーシアム（南斗六星
研修ネットひろしま）」を設立した。これは、広
島県の広大な中山間地域を日常の診療圏として
共有する地域医療の拠点病院が連携し行動する
ことにより、若手医師の研修研鑽支援や地域医
療の確保・充実のための取り組みを行うもので
ある（図９）。

（図７）

また、地域医療構想に当たっての留意事項と
して、再編統合が困難な場合であっても、地域
（図９）
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この取り組みのみで中山間地域の医療機関に
おける医師不足が解消された訳ではないが、中
山間地域の地域医療を守るためには、大学医局
の派遣制度のみに頼るのではなく、地域枠・ふ
るさと枠の受け皿を守り、へき地医療対策を行
うことが不可欠である。これが背景となり、こ
の備北圏域で地域医療連携推進法人「備北メ
ディカルネットワーク」の設立につながった。
地域医療連携推進法人の趣旨は、図１０に示す
ごとく医療機関の機能分担・連携を図り、地域
医療構想の達成、地域包括ケアシステムの構築
を進めるための選択肢の一つとして、複数の医
療法人などに関する統一的な事業実施方針を決
定し、横の連携を強化することで、
「競争よりも
協調」を進めるとともに、グループの一体的運
営により、ヒト（医師など）
・モノ（医療資源な
ど）・カネ（資金）、そして情報を共有し有効に
活用することで、地域において良質かつ適切な
医療が効率的に提供される体制を確保すること
である（図１０）。

（図１１）

備北メディカルネットワークは、医師派遣に
よる診療支援体制を確立し、病院の集約化では
なく共存を目指している。共同購入・交渉につ
いては、想定以上にコストカットができ、経費
に見合う以上の利益が出ているが、持続してい
くには課題が多い。また、法人のメリットを活
かすため、ネットワーク内で医療法上の人的配
置基準の緩和や医薬品・医用材料などの融通措
置など制度上の措置が望まれる点も課題として
挙げられる。病床機能報告などでの話し合いは
良好な関係で行われているが、最終的にどこま
で法人のガバナンスが効いた運営ができるかは
未知数である。
当法人は過疎地域でのモデルになりうるか、
引き続き運営・検証を進めていきたい（図１２）。

（図１０）

われわれは、地域医療推進法人の動きを通じ
て、参加した法人が再編統合により無くなるこ
とを避け、各法人が生き残りながら引き続き地
域医療を担うことができることを期待したが、
一方で、大規模法人が医師の囲い込みをしてし
まうことへの懸念もあった。
備北地区では、市立三次中央病院、庄原赤十
字病院、三次地区医療センター、庄原市立西城
市民病院の４病院の母体となる三次市、日本赤
十字社、三次地区医師会、庄原市が社員として
地域医療連携推進法人に参加し、
「医療従事者の
確保・育成等に向けた取り組み」や「施設、医
療機器の共同利用など経営の効率化に向けた取
り組み」、「医療介護連携など地域包括ケア推進
の取組」といった、地域医療を充実させるため
の統一的な医療連携推進、すなわち“ゆるやか
な連携業務”を方針として活動している（図
１１）。

２０１９年（令和元年）
１１月１５日（９）

（図１２）

（１０）２０１
９年（令和元年）
１１月１５日
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シンポジウム
「地域医療構想の推進に向けた取組について」
座

長

広島県病院協会会長
広島県地域医療
構想アドバイザー
広島県医療審議会
保健医療計画部会長
檜 谷 義 美

地域医療構想の実現に向けた広島県の取組

広島県健康福祉局
医療介護計画課長
福 永

裕

文

地域医療構想の目的、本県の現状、地域医療
構想の実現に向けた本県の取り組みについてお
話しする。
まず、地域医療構想は、平成２５年の社会保障
制度改革国民会議の報告書を原点としている。
最初に国民へのメッセージとして、日本を世界
一の長寿国にした世界に冠たる社会保障制度を、
将来の世代にしっかりと伝えるために、現在の
世代はどのような努力をしたらよいのかについ
て書かれている。その中で、医療介護関係につ
いては、病床機能報告制度の導入、法人が連携
しやすい仕組みとして、地域医療連携推進法人、
改革を進めるために消費税の増税分を財源とし
た基金（医療介護総合確保基金）をつくるとい
うことも提言されている。併せて大病院を選び
がちな国民の意識を変えてもらい、
「かかりつけ
医」を普及していくことで国民にも社会保障制
度のリスク、持続可能性を高めていくように、
協力してもらうため、リスクコミュニケーショ
ンについても書かれている。
「地域医療構想」とは、社会保障制度の持続性
を高めるため、最小の費用で医療を提供できる
よう、効率的な体制が必要であり、競争より協
調することで、地域全体で治し、支える「地域
完結型医療」に変えていく。そのため、地域の
実態に応じて、バランスのとれた必要量を設定
し、医療ニーズと医療提供体制のマッチングを
図るということである。そのニーズと提供体制
ということをデータで見ていく。
２００８年からの病院の在院患者数の推移、入院
患者さんの推移はどの医療圏でも、全国でも減

少傾向にあることが分かる。外来延べ患者数、
外来初診の患者数も増減率を見ると減っている。
診療所については、傾向がつかめないところも
あるが、減っていないと感じる。受療率につい
ても、年々減っていく傾向にある。医療技術の
進歩や新薬の開発、あるいは、在宅医療が進ん
だことが要因かと思う。患者さんは減っている
が、医療費はずっと上がっており、特に医科の
入院が減っていない現状がある。在宅医療は、
往診は少し減っているが、在宅訪問や訪問診療、
訪問看護、看取りは増加が見られる。診療所の
アクティビティが増えている。人口１０万人当た
りの入院患者数と病床数、医師数についてみて
みる。各圏域で、人口構造、面積、アクセス環
境が違うため、単純に過剰や不足を判断するこ
とはナンセンスだと思うが、高齢化率が３０％を
超えている地域では、病院も多く、病床数も多
い、そして医師も多い傾向がある。一方、在宅
医療については、圏域によってばらつきが見ら
れる。福山・府中では、在宅医療の実績が多い。
高齢化率が広島県と非常に近い三重県、群馬県
と岡山県、長崎県について、高齢化率、国民医
療費、ベット数と在院患者数を比較すると、地
域差があり、需要と供給のバランスを見定める
のは難しい。
本県の取り組みは、平成２８年に地域医療構想
を作った。基本理念として、身近な地域で質の
高い医療・サービスを受け、住み慣れた地域で
暮らし続けることができる広島県の実現という
ことを掲げている。病床の機能と分化連携だけ
でなく、地域包括ケアシステム、医療・福祉・
介護人材の確保と併せて切れ目のないサービス
を提供できるような姿を目指している（図）。

（図）

各圏域で開催していただいている調整会議の
開催状況をまとめている。まず、昨年の８月に
地域医療構想アドバイザーを設置した。桑原先

広島県医師会速報（第２４２５号）付録

生、中西先生、檜谷先生にご就任いただき、ご
助言、有益なアドバイスをいただいている。昨
年１０月には各圏域の調整会議の議論が円滑に進
むよう県単位の調整会議を置いた。
非稼働病棟への対応について、１年以上、１
回も入院患者を入れていない病棟がある。予定
がない場合は、変更届を保健所の方に出してい
ただけたらと思う
定量的基準の検討については、毎年病棟単位
で報告いただいている病床機能報告は、定義が
曖昧なので、定量的な基準をつくった。先月９
月９日㈪に県単位の調整会議で承認をいただい
た。併せて回復期の中に地域急性期という機能
を広島県独自に導入している。これは中山間地
域や小さな医療機関においては、ひとつの病棟
の中でも急性期を担うことがあるという実態を
評価するもので、新たに導入している。定量的
基準は、あくまでも目安であり、各圏域に応じ
てカスタマイズしていただいてもよいことにし
ている。県の定量的基準は、あくまで各圏域の
地域医療構想調整会議等で協議する際や、各医
療機関が病床機能を判断する際に「参考」にし
ていただくもので、「強制」するものではない。
各圏域において、地域の実情あるいは病院の実
情に応じて、県の定量的基準の閾値を調整する
ことや、新たな評価項目を追加することも想定
している。また、病床機能報告でどの医療機能
を報告しても、診療報酬とはリンクしない。県
の定量的基準は調整会議の今後のご意見や診療
報酬の改定を踏まえて適宜見直すことも考えて
いる。
外来医療計画の策定については、地域の医療
資源や医療ニーズを「可視化」して情報提供す
ることで、地域で不足する外来医療機能を充足
させるための枠組みをつくるのが目的である。
地域に不足している夜間・休日の初期救急医療
や在宅医療、産業医、学校医、を定量的に可視
化、マッピングし、新規開業者へ情報提供する。
併せて医療設備・機器の共同利用の方針や計画
をつくることが厚生労働省から求められている。
地域医療介護総合確保基金は、構想を実現す
るための補助金の財源である。３０年度の残高が
トータルで１
０６億円程あり、特に医療施設設備
整備の補助金が３
１億円程あるため、ぜひご活
用・ご検討いただけたらと思う。具体的には、
回復期病床への転換支援や介護医療院への転換
支援などの補助金がある。
厚生労働省ではすでに２０４０年を展望した次の
改革の議論を進めている。オンライン診療や医

２０１９年（令和元年）
１１月１５日（１１）

師の働き方改革がキーワードで挙がっている。
先月、全世代型社会保障検討会議も立ち上がっ
た。改革は止まることはない。引き続きみなさ
んと知恵をしぼりながら住民に寄り添った医療
ができるような持続性の高い医療提供体制をつ
くっていきたいと思う。

「広島医療圏北部地域の公立・公的病院
連携会議の取組」
広島圏域地域医療構想調整会議
北部病院部会 部会長
広島市立安佐市民病院長
平 林 直 樹
地域医療構想の各論、広島医療圏・北部地域
の公立・公的病院連携会議の取り組みについて
述べる。
地域医療構想の実現は、何か“きっかけ”が
ないと進まないと思う。広島市立安佐市民病院
では、２０１５年９月２９日に市議会で機能分散案が
可決された。２０２２年に開院し、分散は、２つの
病院になることを意味する。ただし、病床過剰
地域に新たな病院をつくることは難しいことで
あり、特例措置もあるが、県知事は公的医療機
関等の開設・増床を許可しないことができると
言われている。
広島二次医療圏では、基準病床数に比べ、明
らかに既存病床数が多く、特例措置を受けない
と病院ができない。将来を見据えて、必要病床
数はどうなるのか。県知事に大きな権限が与え
られており、病院側が希望する病床機能に変更
しないように知事が命じることができると記載
がある。
二次医療圏の中で広島圏域においては、安佐
北区以北の病院を構成する構成員を「広島北部
病院部会」とし、安佐南区以南の「広島南部病
院部会」とは別にすることが平成２９年５月に認
められた。広島市立安佐市民病院は、広島圏域
北部、備北地域、島根県の一部を支えるような
拠点病院としての機能が期待され、また、病院
がかなり老朽化・狭隘化しており、建て替えが
必要である。J
A吉田総合病院も老朽化してお
り、精神科病棟の建て替えが必要と言われてい
る。しかし、地域でも、慢性的に回復期病棟が
不足していることから、精神科病棟を建て替え
てよいのか、という問題もある。高齢化にとも
ない、高度急性期医療が必要な身体合併を有す

（１２）２０１
９年（令和元年）
１１月１５日
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る精神科疾患患者が増えているが、現状では対
応が難しくなっている。安芸太田町、北広島町
では医師偏在・不足により、医師１人当たりの
負担増とともに病院経営が少し悪くなっており、
また民間病院の後継者がいないという問題から
日常的に急性期医療を診るところが減っている。
医師の相互補完と医師確保対策の充実強化、
さらに公立病院経営の健全化・合理化が必要で
あり、これらの課題に向け、広島市立安佐市民
病院の建て替えを契機に解決する方法として、
機能分化と連携推進および持続可能なシステム
構築が求められる。
精神科医療の充実に加えて、へき地医療を担
う医師の派遣あるいは若手医師の確保・育成と
いうシステムが求められており、I
CTを活用し
た情報のネットワーク化、共同購入など何とか
先に進めたいということで、広島市立安佐市民
病院、J
A吉田総合病院、安芸太田病院、北広島
町豊平病院の４つの公立・公的病院を束ねて、
民業を圧迫しないような仕組みづくりを考える
こととした。
平成３０年４月には、広島医療圏北部地域公
立・公的病院連携会議が立ち上がり、広島市立
安佐市民病院の機能分化整備を契機として、４
つの公立・公的病院が病床機能の分化・連携に
よる再編を行うためにネットワーク化を行っ
た。機能分化・連携推進の基本方針に沿ってい
ること、民業を圧迫しない病床再編、地域住民
への説明責任とセーフティーネットをしっかり
するということを目的に掲げている（図）。

（図）

再編後、広島市立安佐市民病院では、高度急
性期、急性期、そして高度急性期医療が必要な
身体合併のある精神患者に対応するために精神
科を整備したいと考えている。現在広島市立安
佐市民病院に入院している回復期の患者さんは、
安佐医師会病院に回復期対応をお願いしたい。

J
A吉田総合病院には、急性期、回復期、慢性
期、精神科を、安芸太田病院には、準急性期と
いう特別な枠、機能を担ってもらいたい。豊平
病院には少し病床を変更してでも回復期をお願
いしたいということで機能分担案を考えた。
機能分担を客観的に行うため、埼玉県方式を
用いて定量的基準により評価を行った。埼玉県
方式を用いた病院の広島医療圏北部地域におけ
る公立・公的病院の再編計画の再編案が平成３０
年１０月２２日の広島県地域医療構想調整会議にお
いて、広島県独自の定量的な基準が出た後に見
直すことを付帯条件として認められた。１１月１５
日には、広島県の医療審議会において、広島医
療圏北部地域における公立・公的病院の病床数
の特例措置について承認された。平成３０年１
２月
４日、広島市、北広島町、広島市立病院機構の
三者が北広島町豊平病院への医療スタッフ派遣
等を内容とする医療連携実施協定を締結した。
１２月１９日、北広島町議会において、豊平病院は
無床化することが条例案として可決された。平
成３１年２月８日付で、特例措置の適用について、
県知事から厚生労働大臣に協議書を提出し、２
月２
１日、厚生労働大臣から承認を得た。一番大
切なのは、地域の患者さんを守るということで
ある。その中で、病床が減ることは、地域の住
民にとってもストレスフルなことであると考え
る。広島市自体は２
００万人都市構想の中で、地域
の行政機関との連携を図る協定を結んでいるが、
改めて医療連携をはっきり見せる目的で、協定
書を取り交わした。
各病院のメリットは、広島市立安佐市民病院
の機能分化・整備案に基づいて、新しい病院の
建設の決定や J
A吉田総合病院の精神科病床・
療養病床の削減と地域包括ケア病床の増床など
が挙げられる。豊平病院は、病床を持たず、外
来機能だけになっており、常勤医師が１人であ
るため、医師の派遣を受けることにより、機能
を維持している。今年度広島県が出した新たな
定量的基準により、精神科病棟を含めた全体で
は６４床が減った。どの病院も機能が明確化され
た。
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「呉圏域の取組」
呉圏域地域医療構想調整会議
会長
呉市医師会長
玉 木 正 治
呉は、呉と江田島の二つの圏域から構成され
ており、病院と診療所の数を見ると、病院総数
が３０、一般病院が２４、精神科病院が６、診療所
総数では２４７、有床診が２１、無床診２２６と広島県
の中では少し多く、病床数は県内の比率で見る
と１．
１～１．
７倍多くなっている。公立病院・公的
病院については、現在６つの病院で担っている
が、精神科病院が少なく民間病院で補っている
状況である。
地域医療構想を考える上で重要なのが将来の
推計人口であるが、２０１５年を基準とした２０４０年
の人口減少率を見てみると、地方になるほど減
少しており、呉圏域は３０％減少、江田島市では
４３．
２％の減少となっている。また、医療介護需
要の予測でも、２０４０年には呉圏域は医療、介護
ともに減少している。
呉圏域における地域医療構想の、国が示す
「高度急性期」、「急性期」、「回復期」、「慢性期」
について平成３
０年度における病床数と２
０２５年
（令和７年）における必要病床数を示した（図）
。

２０１９年（令和元年）
１１月１５日（１３）

病床が多く、民間病院に関しては、高度急性期
がないため、急性期が多くなっている。
これらを考慮し、我々の地域医療構想調整会
議をどのように進めたかというと、まず、
「病床
部会のあり方検討」にて公的病院の院長と管理
者が集まり、それぞれの役割や機能を踏まえた
上で、病床部会を開催している。調整会議での
呉圏域の意見としては、
「病床と病棟の考え方に
ついて」、「４つの機能の意義について」、「準急
性期という広島県独自の区分について」、「病床
機能報告のデータについて」、「公立・公的病院
の方向性について」、「広域で支える視点につい
て」、「ダウンサイジングと医療の専門性の担保
について」等が論点となっている。
呉圏域は、高度急性期・急性期を公的病院で
ほぼ賄っており、民間病院との競合がないとい
う特性があるが、今後、回復期・慢性期の病床
を公的病院・民間病院でどのように配分するか
が課題である。
最後に、先日新聞で取り上げられた、公立・
公的病院再編の名指し報道について、呉圏域で
は、５つの内２つの病院が含まれていた。戸惑
いも大きいところであるが、１０月の病床機能報
告の内容によって、調整を進めていきたいとこ
ろである。

「地域医療構想の推進に向けた福山・
府中圏域の取組」
福山・府中圏域地域医療構想
調整会議 会長
府中地区医師会長
内 藤 賢 一

（図）

広島県が定めた定量的な基準による試算によ
り、呉圏域では、病床機能別の病床数は「高度
急 性 期」２８７、「急 性 期」８５８、「回 復 期」８９４、
「慢性期」を７
５１としていかなくてはならない。
今後、どのように医療機関に理解を求めるかが
重要である。また、公的病院と民間病院で区分
した定量的な基準による試算では、我々の医療
圏は地域完結型であり、公的病院は高度急性期

福山・府中圏域の医療圏は、福山市、府中市、
神石高原町の３つの市町があり、医師会は、福
山市医師会、松永・沼隈地区医師会、深安地区
医師会、府中地区医師会の４つの医師会が存在
する。
当圏域は、急性期の病床が多く、回復期の病
床が不足している状況である。また、第７次広
島県保健医療計画圏域計画で、救急医療・へき
地医療等政策医療は整備されており、現行体制
を維持する計画となっている。公的病院・公的
病院改革プランでは、引き続き地域の実情に応
じて救急医療、へき地医療等政策医療を行うこ
ととしている。
本県では、平成２９年度に県医師会と県が協議

（１４）２０１
９年（令和元年）
１１月１５日
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し、地域医療構想実現に向けて、すべての病院
を対象とした病院部会を設置することが決定し
た。当圏域では、平成２７年度から、圏域の地域
医療構想を策定するワーキング会議として医療
連携会議を設置し、地域医療構想策定後も病床
機能等の協議を実施していたが、これを病院部
会に位置づけて実施することとした。
平成３０年度の地域医療構想調整会議では、エ
ミタスデータを活用したデータ分析や、定量的
な基準についての検討を行っている。定量的な
基準について、広島県は、２０２５年の必要病床数
の回復期を幅広く捉え、従来の回復期に「準急
性期」を加え、回復期とするとしており、当圏
域では、この試案をもとに、検討を行った。協
議の結果、準急性期の考え方は救急医療の項目
（１～６項目が全て１０件未満の場合）とした。
今年度は、新たな定量的な基準の導入につい
て検討を行っている。当圏域では、第１回調整
会議での協議の結果「準急性期」について、広
島県へ名称の変更を求め、大阪府で使用されて
いる「地域急性期」とした。その他、実態を把
握するため、病床稼働率も考慮すべきことや、
病床機能報告は病棟単位での報告のため、実態
とずれがあるなどの意見が挙がった。
福山・府中圏域版の定量的基準については、
県から示された当圏域の看護体制７：１病棟の
平均値を定量的水準として採用した。その後、
広島県より、化学療法を定量的な基準に追加す
る提案があり、第２回調整会議にて協議を行い、
こちらも県から示された平均値を定量的基準と
することで決定した（図）。

（図）

今後、福山・府中圏域では、２０２５年に向け病
床の機能の分化および連携による切れ目のない
質の高い医療提供体制の構築と地域包括ケアシ
ステムの確立を目指していく。また、第７次圏
域保健医療計画で定めた基本的な保健医療サー

ビスの提供体制の整備、維持を継続的に進め、
病床機能報告については、実態とずれがあるこ
となどから、引き続き十分な協議を行っていき
たい。

ディスカッション

ディスカッションの模様

【指定発言：田中 剛（広島県健康福祉局長）】
圏域地対協の場での議論は、福永課長からも
報告を受けており、熱心な議論が行われている
と聞いている。本日、地区医師会長の先生方の
講演を聞いて、地域において活発な議論をして
いただいているなと身にしみてわかった。厚生
労働省からの公立・公的病院の再検討、再検証
については、出てしまったものは、撤回できな
いと受け止めている。人口が減少する中、本当
にこの病床数で大丈夫なのか、機能分化ができ
ているのかを検証することが厚生労働省の意図
するところと認識している。一方で、報道にも
あるように、県民、市民が不安に感じているこ
とも事実であると思う。報道が出た翌日、県議
会の委員会があったが、住民が不安に感じてい
るという意見の一方で、議会からは、県は既に
対応しているので、もっと怒ってもいいのでは
ないかという意見もあった。圏域で議論され、
結果も出ているということで、さらなる議論を
期待し、国に言うときはしっかり言うべきと議
会から発言があった。個別の病院名が挙げられ
たが、この逆風を得手にし、地域において重要
な役割を果たしていることをアピールする機会
にもなると考えている。一方で、人口減の中で
一定の病床のダウンサイジング、スリム化は必
要かもしれない。医療の機能はダウンサイジン
グせず、かえって機能を高めるために、圏域に
おける隣接する病院の機能分化ができているか
の議論が必要になる。病院の特徴のアピールな
ど議論活性化の後押しになるのではないかと感
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じている。
【玉木 正治（呉市医師会長）】
田中局長の発言の中でも、議会から広島県は
上手く進んでいるという評価があったが、そこ
を一般県民にも伝わるよう県行政から発信して
いただきたい。特にマスコミを通じて発信して
いただきたい。医療を効率的に行っていくこと
は非常に重要だが、医療を受ける一般県民が不
安に陥るような材料を作っては本末転倒だと思
う。
【フロア参加者：黒木（黒木整形外科）】
府中北市民病院問題で住民と１０年間、病院を
守る活動を続けているが、１０年やっても住民の
力だけではほとんど改善していない。結局行き
着いたのは、医療を司る者は、診るだけでなく
医療の場を提供し続けるというのが使命ではな
いか、地域医療構想と地域包括ケアシステムと
いうのは、命を守る病院として長年頑張ってき
た府中北市民病院が生き残るいい方策と思った。
それは理念が全国どこに住んでいても高度な質
の高い医療を受けることができるということで、
地域包括ケアも広島県は１
２５の圏域に分かれてい
る。その圏域の中で一生涯安心して住めるとい
うシステムを作るという構想だが、基本理念通
りに進んでいない現状がある。人口が減るから
広域化しようという、医療だけでなく学校も何
事もすべてそのような方向に向かっている。平
成の大合併から１５、１６年が経過するが、上下町
は非常に衰退が激しく、同様な地域が全国にあ
ると思う。地域の社会的共通資本である病院や
学校が将来的な人口減少のためにダウンサイジ
ング、統廃合に向かうとＵターンしてくる若者
が出てこなくなる。日本全国にふるさとがなく
なるということは日本にとって損失である。こ
のディスカッションで、医療職、医師会、圏域
地対協などの組織や行政に携わる人は、必要な
ところを残すにはどうすればいいかということ
を議論してほしい。
【中西 敏夫（広島県地域医療構想アドバイザー）】
地域医療構想は、医療の不足している地域を
補完するということが大切な目標設定としてあ
る。私たちの地域もそこにある病院の意義、機
能等を考え、医師不足によりその病院がなくな
る、機能が減るというのは好ましくないという
ことで連携医療法人を設立した。府中北市民病
院の一番の課題は医師不足、本当に必要な診療

２０１９年（令和元年）
１１月１５日（１５）

が、医師不足のために提供できないということ
だと思う。安芸太田が安佐市民病院から医師派
遣を受けるようにへき地医療対策、医師確保対
策とともに考えていかなくてはならないと思っ
ている。
【座長：檜谷 義美
（広島県地域医療構想アドバイザー）】
へき地においての医療提供体制、これは何度
も出たが都市部とは違うということもある。
【福永 裕文（広島県医療介護計画課長）】
今回、厚生労働省が公表しているのは、あく
までも機械的に、定量的にあてはめた病院が公
表されている。厚生労働省自身も認めているよ
うに地域の実情、定性的な部分は全く考慮され
ていないので、そこをしっかり地域で議論して
ほしいと厚生労働省も求めている。府中北市民
病院については、急性期として報告されていた
６０床は昨年からすべて回復期と報告されている。
９月からはサ高住を併設と、まさに地域の実態
にあった医療介護体制をされているモデル的な
地域かと思う。逆に今回公表されたことが意外
であったが、こうした地域の取り組みを積極的
に厚生労働省に報告したいと思っている。
【座長：檜谷 義美
（広島県地域医療構想アドバイザー）】
公立・公的病院の再編について広島市立安佐
市民病院を中心に苦労されていると思うが、上
手くいっていると思う。その中で一つ公的病院
の民業圧迫への配慮についてはいかがか。
【平林 直樹（広島市立安佐市民病院長）】
今回、民業を圧迫しないという定義について、
暫定的にではあるが公立、公的病院が占めてい
るベッド数を絶対に増やさないことを基本とし
た。病床数を算定することとなるので、回復期
や急性期などの分類ごとの極端な増加は機能を
分ける方法としてはふさわしくなく、レセプト
で判断する方法は適当ではないとされた。民業
の圧迫を判断基準とするならばレセプトをみる
のも重症度、看護必要度で見るのも少し問題が
あった。昨年の段階では埼玉県方式で判断する
ことが適当ではないかとされた。４病院の再編
で考えた大きなテーマは地域の民業を圧迫しな
いこと、僻地の医師の確保をどのように行うか
ということに視点を置いた医師派遣とした。医
師の不足によって地域の医療が成り立たない状

（１６）２０１
９年（令和元年）
１１月１５日
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況にならないよう４病院の再編を考えてきた。
【桑原 正雄（広島県地域医療構想アドバイザー）】
へき地の医師不足は以前から続いており、広
島県自体に若手医師が少なくなり１０年以上が経
過した。その中でへき地への配置は大学が中心
に担っていただいているが、へき地医療計画の
中に拠点病院化し、そこから配置、支援する計
画を書いた時期があり、それが広がっていると
思う。その取り組みの中で、地域に拠点から支
援するという形がこれから進み、地域の安定化、
医師不足がカバーされていくことを望んでいる。
もう一つは大学も一緒に考えることが大切では
ないか思う。
【中西 敏夫（広島県地域医療構想アドバイザー）】
専門医制度もはじまり、医師不足問題は以前
よりも難しい部分が多くなっている。大学も中
心となり関連病院の人事以外にも、広島県地域
医療対策協議会の場において、十分に圏域の意
見を聞いて医師のふるさと枠や自治医大、県の
奨学金などの医師について議論されることを期
待している。
【座長：檜谷 義美
（広島県地域医療構想アドバイザー）】
福山・府中の医療圏は独自の指標を少し修飾
して見事に２０２５年にぴったり合うようなデータ
が出ていたが、いかがか。
【内藤 賢一（府中地区医師会長）】
確かに厚生労働省が求めている２０２５年の病床
数に近い数字が出たが、小手先の数あわせ的な
ところもあるかと思う。今後、「何床減」「回復
期に転換」などの具体的な検討になるとかなり
の混乱が予想される。
【田中 剛（広島県健康福祉局長）】
県としても参酌標準として出したが、福山・
府中圏域ではしっかり議論いただいたと感じて
いる。地域医療構想で出した数字も人口の動態
を考慮し、必要な部分を割り戻し、各圏域で妥
当感のある目標を作っていただいている。さら
に具体的に各病院がどのように変わっていくか
について議論が行われることになるが、そこが
難しいところではないかと思う。

【座長：檜谷 義美
（広島県地域医療構想アドバイザー）】
呉の医師会病院も今回名前が出たが、医師会
病院は公的と言っても民間のようなもので、医
師会病院としてのあり方など他の医師会病院も
危機感があると思う。
【玉木 正治（呉市医師会長）】
呉市医師会病院の名前があがったということ
は、一つの材料にはなったが、厚生労働省から
正式な通知はきていない。そのうち詳細な説明
もあると思うが、それを踏まえて検証すべき所
は検証していく。福山・府中圏域は２０２５年の基
準に合った数字を出した。呉圏域では今回、県
が示した新たな定量的な基準を医療機関へ数字
を提示し検討いただく。検討について強制をし
ていないが、１０月の病床機能報告を出された後
でそれを踏まえて県は病床区分調整をどのよう
な形で進めるのか確認したい。今後、地域医療
構想を進める上では医師の偏在、医師の働き方
改革、そして外来機能を検討しなければならな
い。それをどのように調整するつもりかをお聞
きしたい。
【福永 裕文（医療介護計画課長）】
ミッションが次々出てきて混乱しているが、
医師会、病院協会と進め方を協議させていただ
きたい。
【中西 敏夫（広島県地域医療構想アドバイザー）】
厚生労働省からは各県１人、地域医療構想、
働き方改革の勉強会に出席を求めている。広島
県からの出席として４日間の日程で参加した。
厚生労働省も具体的なプランはまだないと思う。
何度もアドバイザー会議に行ったが、新しい話
があった後に地域医療構想ＷＧの方に資料があ
がっていく。また国の勉強会などに行った場合
には県と一緒に議論の進め方を検討していきた
いと思う。
【桑原 正雄（広島県地域医療構想アドバイザー）】
いまの働き方改革については国、日本医師会
の方からも毎年勉強会を開催するように要請さ
れている。労働基準局と県行政が一緒に開催す
るものを広島県医師会がサポートする形である
が、それを今年度中に開催する予定である。決
まり次第皆さまへお知らせする。
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【座長：檜谷 義美
（広島県地域医療構想アドバイザー）】
フロアからの質問、要望などいかがか。
【フロア参加者：中島（庄原日赤病院）】
テレビ、新聞で話したのであえて話すことは
ないが、地域、医療圏全体で医療をどう確保し
ていくのか簡単ではないが、この地域でも地域
医療連携法人ができた。その中で常勤医師の希
望があっても必ずしも派遣を受けることができ
ない、その後、その地域の診療科の医療がきち
んと保てるかを地域医療連携法人の中で医師の
派遣、外来診療、それに合わせて受ける診療所
ができるだけの努力をしてその診療科がきちん
と住民を診ていくことのできる体制を取ること
を考えられると思う。名前が出てしまって市民
から不安の声をいただいたが、田中局長が言う
ように市民の不安の声を追い風とし、住民がこ
の地域の医療を守るために応援しようという気
持ちになってもらう為にこれから頑張っていき
たいと思う。
【内藤 賢一（府中地区医師会長）】
どうやって生き残っていくか、とても重要な
問題だと思う。医療だけでは人は集まらないが
医療がなければ人は去っていく。いかに医療の
火を灯していくかが大事だと思う。その中でも
医療連携法人という考え方もあろうかと思うし、
そこで医師派遣ができれば将来の可能性もある
かと思う。厚生労働省の言う統合案に合わせる
だけでなく、住民がそこにいるわけで住民の気
持ちをどのように反映させるかが重要だと思う。
豊平病院は無床診療所へ変更されたが住民の反
対などはなかったか。どうクリアしたか聞きた
い。
【平林 直樹（広島市立安佐市民病院長）】
住民への説明は北広島町長を含め行政の担当
者は大変苦労されたと思う。議会でも相当の反
対があったということは承知している。医療協
定を結ぶことをマスコミに公表したり、急性期
医療がなくなるが何があっても安佐市民病院で
受けるということをお伝えした後に議会で豊平
病院の無床化が決定された。良いタイミングで
転換できたと思う。われわれが直接苦労したわ
けではないが、反対のある中で、将来につなが
る難しい決断をされたと思う。

２０１９年（令和元年）
１１月１５日（１７）

【座長：檜谷 義美
（広島県地域医療構想アドバイザー）】
もともと地域医療構想は住民の方が医療健康
の面で困らず、医療人も困らないような医療提
供体制が根本であった。社会保障国民会議でも
最初に言われた、医療の質と十分なサービスの
提供と国民のコストの負担、そのためには消費
税アップもやむを得ないと言うことだった。
【玉木 正治（呉市医師会長）】
地域医療構想の今後の課題に診療科偏在が出
てきている。医師偏在は地域医療構想の中で話
し合っていただけるのか。私は産婦人科をやっ
ており、周産期の医療が地域の中でどのような
形に変わっていくか、あるいは不足していくか
を地域医療構想の議題の一つにすることによっ
て公に理解を得る必要があると思う。医師偏在
化の中にも診療科の偏在も今後考えていくべき
かどうか県の方から方向性を教えてほしい。
【福永 裕文（広島県医療介護計画課長）】
診療科別の医師偏在の解消については、厚生
労働省の改革方針の中でも２０４０年度に向けた一
つのテーマとしてあがっている。外来医療計画
においても、地域に不足している医療機能を
「見える化」していく。その中で周産期や小児に
ついても「見える化」する作業はしていきたい
と思う。
【玉木 正治（呉市医師会長）】
国の方針になるかと思うが、診療科の偏在を
議題の一つとしてとらえていただき、公で考え
ていただきたい。
【田中 剛（広島県健康福祉局長）】
今後は地域医療構想の普及啓発や県民市民へ
の安心安全をいかに確保するかということが重
要となる。時間のかかる課題になるが、これを
機会に地域医療構想のことを一般県民に理解し
ていただき、中島院長が言われたように医療が
持つ地域における大切さをよく分かっていただ
く。不安を叫ぶだけではなく、地域の病院を大
事にすることを県民に意識していただく機会提
供と我々も考えていきたい。本日の参加者にも
専門職として発信をしていただきたい。働き方
改革、医師偏在など課題はさまざまで複雑であ
る。
ちなみに診療科偏在については医師確保計画
の中で産科と小児科は偏在指標を特化して別途

（１８）２０１
９年（令和元年）
１１月１５日
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書き出すようにされている。特に産科はどうし
ても広域になる中、大学の方も派遣に苦労され
ているし、少人数での産科診療というのは苦し
いものがある。場合によっては再編というよう
なことも含めて特別な議論が必要になるかもし
れない。一方で医療資源だけでなく、福祉資源
も見据えた上での地域医療構想の議論も必要に
なる。現場のことをよく知っている皆さまと議
論していき、県としてもその場を設定できるよ
う努めたい。この度の公立・公的医療機関の再
検証の発表は平成２９年度のデータを基にしたも
のであり、現在すでに対応している所について
は国へ正しく報告したい。これを機にさらに地
域医療構想、働き方改革に議論を進めてほしい。
われわれ行政としても支援し、地域と一緒に考
えていきたい。

次期開催圏域地対協会長挨拶
広島圏域地域保健対策協議会会長
（広島市医師会長）
松 村
誠

（代読）
安芸高田市医師会長
德 永

彰

本日はすばらしい研修会で大変勉強になった。
この研修会を開催された備北地域保健対策協議
会の先生方、関係者方のご苦労に敬意を表する
とともに、感謝申し上げる。
次回の圏域地対協研修会は令和３年１月３１日
㈰、リーガロイヤルホテル広島において、
「医療
サービスの偏在について～医師と医療従事者の
適切な配置を可能とする制度の確立に向けて～」
をテーマに開催を予定している。今後の高齢過
疎化の進展や人口構造の変化を見据えて医療制
度等の改革が進められている中、どこに住んで
いても安心して医療が受けられるためのあり方

などについて議論していただきたいと思ってい
る。次回の研修会においても、県内の医療・保
険・介護・福祉関係者の皆様に多数ご出席・ご
参加をいただき、実り多いものとなるよう、関
係の皆さまのご支援ご協力をお願いしたい。

閉会挨拶

広島県地域保健対策協議会副会長
（広島市健康福祉局保健医療担当局長）
阪 谷 幸 春
あらためて、圏域地対協研修会に参加いただ
いたことに感謝申し上げる。また、本研修会の
開催にあたり、備北地対協の鳴戸会長をはじめ、
関係者の皆さまにあらためて御礼申し上げる。
本日の研修のテーマである地域医療構想が目
指すべき方向は、やはり「誰もが安心して住み
慣れた地域でいきいきと暮らし続けることがで
きる地域づくり」ではないかと考えている。
そして、そういう地域づくりが広島県内でで
きれば、多くの広島県民からの「ああ、住ん
どって良かったのう」
「これからも住み続けたい
のう」といった喜びの声が県内いたる所で聞か
れるようになると思っている。
この地域医療構想は、地域づくりを念頭に置
きつつ、高齢社会を見据えて医療提供体制のデ
ザインをし直す取り組みであると考えている。
本日は、講演とシンポジウムを通じ、病床機
能や各圏域の取り組みについて多くの示唆を得
ることができた。参加された皆さまにおかれて
も、それぞれの圏域で地域医療構想について
しっかりと共有いただくとともに、将来の地域
づくりを見据え、持続可能な医療提供体制など
の議論を深めていただきたい。
本日ご出席の皆さまのますますのご活躍とご
健勝、各圏域のさらなる発展を祈念して、閉会
のご挨拶とさせていただく。
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圏域地対協研修会
年

度

開催日

開催地

２０１９年（令和元年）
１１月１５日（１９）

過去の開催状況
担当圏域

テーマ

第７回

２００１ ２月９日㈯、
（Ｈ１３） １０日㈰

福山ニューキャッスル
ホテル

福山・府中

第８回

２００２ ２月８日㈯、
（Ｈ１４） ９日㈰

安芸グランドホテル

広島県西部

第９回

２００３ ２月１４日㈯、 テアトロシェルネ
（Ｈ１５） １５日㈰
（しまなみ交流館）

尾三

新・地域ケアにおける高齢者介護とケアマネジメン
ト

第１０回

２００４
２月６日㈰
（Ｈ１６）

クレイトン ベイ ホテル

呉

子育て支援
～子どもを産み育てやすい社会を目指して

第１１回

２００５
１０月１６日㈰
（Ｈ１７）

三次・ハートピア平安閣

備北

地域医療の確保
医師不足等による基幹病院の危機

第１２回

２００６
２月１８日㈰
（Ｈ１８）

広島国際会議場
フェニックスホール

第１３回

２００７
２月３日㈰
（Ｈ１９）

広島大学サタケ
メモリアルホール

広島中央

良い生活習慣は気持ちがいい！
～１に運動 ２に食事 しっかり禁煙 みんなで実践概～

第１４回

２００８
２月１日㈰
（Ｈ２０）

福山労働会館みやび

福山・府中

うつ・自殺対策

第１５回

２００９
１月３１日㈰
（Ｈ２１）

安芸グランドホテル

広島県西部

これからの地域ケア

第１６回

２０１０
２月６日㈰
（Ｈ２２）

三原リージョンプラザ

尾三

希望を叶える安楽な在宅緩和ケアに向けて

第１７回

２０１１
２月１２日㈰
（Ｈ２３）

呉市文化ホール

呉

認知症早期発見・早期ケア
～安心して暮らせるまちに～

第１８回

２０１２
１０月２１日㈰
（Ｈ２４）

グランラセーレ三次

備北

地域の救急医療体制の構築について

第１９回

２０１３
３月２３日㈰
（Ｈ２５）

広島
リーガロイヤルホテル広島 （広 島 市 連 合・
海田・芸北）

災害時の医療救護体制について

第２０回

２０１４
２月８日㈰
（Ｈ２６）

グランラセーレ東広島

広島中央

地域包括ケアシステムの構築に向けて

第２１回

２０１５
２月７日㈰
（Ｈ２７）

福山ニューキャッスルホテル

福山・府中

発達障害の理解と地域支援
～専門医療 地域医療 療育・就学をどうつなぐか～

第２２回

２０１６
２月５日㈰
（Ｈ２８）

安芸グランドホテル

広島県西部

特定健診・特定保健指導について
～受診率向上に向けて～

第２３回

２０１７
２月４日㈰
（Ｈ２９）

しまなみ交流館

尾三

在宅医療の環境と地域包括ケアシステム

第２４回

２０１８
２月３日㈰
（Ｈ３０）

くれ絆ホール

呉

生活習慣病の発症予防・重症化予防について
～健康寿命が延伸する社会に向けて～

第２５回

２０１９
１０月６日㈰
（R１）

グランラセーレ三次

備北

地域医療構想の推進に向けた取組について
～将来の医療・介護提供体制に実現に向けて～

広島
（広 島 市 連 合・
海田・芸北）

県民の健康と安心を支える連携
在宅から救急まで
「地域における健康づくり」
～その方向と課題～

初期から三次までの救急医療を考える

～大切な命守ろう地域の輪～

（２０）２０１
９年（令和元年）
１１月１５日

◯前立腺がん
◯甲状腺がん

手帳
手帳

広島県医師会速報（第２４２５号）付録

とも

地域連携パス
地域連携パス

◯「海外で気をつける蚊媒介感染症 デング熱、ジカウイルス感染症
（ジカ熱）、チクングニア熱、マラリア」

医療従事者等における
体液曝露事故後の
HIV感染防止マニュアル

平成27年２月改訂

広島県地域保健対策協議会
（広島大学・広島県・広島市・広島県医師会）

（健康危機管理対策専門委員会）

も

「海外で気をつける蚊媒介感染症
デング熱、ジカウイルス感染症
（ジカ熱）、チクングニア熱、
マラリア」

前立腺がん 手帳
地域連携パス

甲状腺がん 手帳
地域連携パス

