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ご寄稿のお願いご寄稿のお願いご寄稿のお願いご寄稿のお願い    

 愛知県支部ニュースは、会員の

皆様の意見交換の場として会員の

皆様からの情報発信をお待ちして

おります。テーマ、字数の制限は

特にありませんので、ご寄稿よろし

くお願いします。 

 

 巻頭言 

選挙後も多難な医療界 

                副支部長 末 永 裕 之 

 消費税増税が先送りされ、さらに理解されにくい衆議院解散となった。

増税分の消費税は社会保障に使われることになっており、それが先送りさ

れると医療費の増額も期待ができなくなる。また消費税 8％への増税時に

控除対象外消費税、いわゆる損税対策として作られた基金は 10 月には都道

府県への分配金額が決まり、今後基金は１．病床機能分化・連携の為に必

要な事業 2．在宅医療・介護サービスの充実のために必要な事業 3．医

療従事者の確保・養成のための事業 に使われることになっている。来年

度に 2%さらに消費税が上がる時の分も含め、その基金を次年度以降では介

護の分野にも使われることになっていた。しかし増税が見送られ次年度の

基金が増えなくなった今、それでも何がしかは介護にも回さざるを得なく

なるであろうと思われ、その分が医療に回らなくなる訳で、ここでも 2017

年度の増税まで医療界にはさらに我慢を強いられることになりそうである。 

 今回の基金の使われ方に関してもほぼ県は内定しているようではあるが、

本来的な基金の使い方、すなわち「新たな財政支援制度の対象事業(案)」

の精神に則った正しい基金の使われ方等に関して、日本病院会は各都道府

県知事、担当局長に要望書を出すことを決定し、愛知県でも 11 月 18 日に

愛知県支部長の松本先生と副支部長の加藤先生、そして私、事務局長で県

を訪れ、加藤保険医療局長らに日本病院会本部の要望書を手渡した。今回

予定されている基金の使われ方について、実際に地域の病院医療に携わる

者に開かれたものでなくてはならないこと、地域の特性を十分配慮した独

自のものであること、病床報告制度により渉猟したデータは地域医療構想

(ビジョン)の作成、評価に必須のものであり、協議の場に参加するものに

限らず、すべてのものに公表すること等 7 項目について申し入れをしてき

た。知事には直接には面会はかなわなかったが、局長から要望書を手渡し

て頂くよう申し入れた。局長らとの面談は 30 分を超え、今後日本病院会愛

知県支部としても時々愛知県の医療政策に関して話し合いの機会を持つようにしたいと考えている。 

 6 月に通過した医療介護総合確保推進法では医療事故調査制度、看護師の特定行為の認定制度など 19 本も

の医療関連法案が決定されており、本来的には年内に内容を確定し、来年の通常国会で実施が確定する予定

であったようだが、今回の解散に伴い遅れていく可能性もある。それにしても安倍政権では昨年末の特定機

密保護法から始まって一旦は見送られたようであるが集団的自衛権の問題も含め、医療・介護においてもき

わめて急ピッチで 2025 年を見据えた大変革が待ち受けており、私共も注意していく末を見ていかなければな

らない。 

 医療介護総合確保推進法は昨年 8 月に出された社会保障制度改革国民会議の報告書の内容を組んでいるも

のと思われるが、報告書では大量の債務を抱える我が国で、さらに高齢化が進むなか、2025 年以降にも持続

可能な医療提供体制を整えることが求められているが、総合医療専門医の育成、ゲートキーパーとしての診 
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療所の役割、地域包括ケア等にも言及されている。 

今回の病棟の機能報告制度では国から県へ届けられる DPC データ、レセプトデータ等を県が利用して、そ

れぞれの二次医療圏のなかで(二次医療圏設定の見直しの論議はあるが)高度急性期、急性期、回復期、慢性

期から在宅へシームレスな移行をして、さらに在宅では地域包括ケアシステムを構築していくことが重要と

されている。 

 データの使われ方によっては、病院のそれぞれの病棟機能、入院患者の実態が丸裸にされるわけで、それ

を基に「協議の場」での検討ということにはなっているが、都道府県知事の権限が強くなり、民間病院に対

してまでも病棟機能の転換、病床数の削減の強制力が働きうることに対して警戒する意見も見られている。

(愛知県ではそこまで強制力を発揮するとは思えないが)いずれにしても病院にはより提供する医療の特徴を

明らかにして、かつ効率化が求められるようになりそうである。 

 日本病院会では診療報酬改定(実質マイナス 1.26％)の影響度調査を行ったが、収支が前年度比で極めて厳

しい所が多く、黒字病院でも増収減益となっている病院が多くみられた。最終的に高額医療機器投資費、委

託費等にかかる 3%増税部分もかなり重いものになってくるように感じている。消費税への対応も今までは税

制を変えるには時間的余裕がないということで消費税増の部分を診療報酬で対応するのも止む無しとして押

し切られてきたが、次回の増税時までには時間があるため、軽減税率も含め税の問題は診療報酬で対応する

のではなく、税で対応するという病院団体の主張を貫きたいものである。 

 景気回復は誰しも期待するところではあるが、なかなか成長産業として希望が持てる分野が見当たらず、

(医療を成長産業とするのは無理であると考えているが)増え続けている巨大債務の中で社会保障費の削減へ

の圧力はさらに強まってくるものと思われる。消費税だけではなく国民の負担も増えざるを得ない中、私達

病院医療提供側も診療報酬、控除対象外消費税で苛められているが、それであっても効率化も含めた経営努

力はしなければならず、我慢を続け、かつさらなる知恵を働かせる必要もあるのであろう。 

（小牧市民病院 病院事業管理者兼院長） 

 

新たな専門医制度について思うこと 

                                理事 加 藤 林 也 

 平成２９年度に始まる新しい専門医制度について、日本専門医機構から示された「専門医制度整備指針」

によれば、「日本の医学・医療に携わる全ての組織の参加により『日本専門医機構』が創設され、我が国の専

門医制度が新たな、そして意義深い大きな一歩を踏み出すことになりました」とある。もう少し序文を引用

すると、「医学・医療界をあげ、プロフェッショナルオートノミーを十分に発揮し国民に理解される専門医制

度として育て上げなくてはなりません。専門医制度を確立するためには、何と言っても『専門医の質を保証

出来る制度』である事が基本であります。それ無くして患者に信頼され、専門医が公の資格として国民に広

く認知される制度にはなりません。」と謳っている。 

これまで各診療科領域の専門家集団としての学会が多くの年月を費やして専門医制度を確立するのに尽

力したと認めながらも、学会間の連携が十分でなく、専門医制度の標準化には問題を含有していると指摘し

ている。また、指針の中で専門医像を「それぞれの診療領域で適切な教育を受けて、患者から信頼される標

準的な医療を提供できる医師」と定義している。そのためには、専門医の意義を正しく反映する専門医制度

を構築する必要があり、専門医制度確立の基本方針を①専門医の質を保証し、②患者に信頼され、受診の良

い指標となり、③専門医資格が公の資格として国民に広く認識され、④医師が専門家としての誇りと患者へ

の責任を基盤として、自律的に運営する制度としている。 

専門医制度の概要としては、２段階制とし、初期臨床研修を終了後、医師は１９基本診療領域のいずれか

の専門医資格を取得することが求められるとしている。専門医資格の取得には、原則として初期臨床研修終

了後３年以上の専門研修の後に受験資格が与えられるとしている。さらに細分化した診療領域の専門医資格

取得を目指す医師はサブスペシャルティ領域専門研修に進むとし、その場合の基本的考え方を示し、具体的

には今後の検討課題としている。 

現時点では、専門医機構は指針の中でこのように専門医の育成について基本的な考え方を示しているが、

新しい制度設計が必要なのは、要するに従来の我が国の専門医育成システムは、各学会任せの認定であり、 
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計画的で適切な研修プログラムが示されないため、専門医の質が担保されず、認定の標準化が不十分だと結

論付けている。 

そのため新たに発足した専門医機構には専門医の認定・更新を行う部門と、専門医研修施設評価・認定を

行う部門が設置される。各基本診療科領域や各サブスペシャルティ領域の専門家（と称する）各「専門医委

員会」と各「研修委員会」が設けられ、各委員会が行う評価結果を受けて、機構が専門医および研修施設の

認定・更新をする。興味深いのは、各「専門医委員会」は、主としてそれぞれの領域学会から推薦され、機

構が承認した委員で構成される、としている点である。施設認定・更新を担当する各「研修委員会」の委員

には当該専門領域の専門家の他に、専攻医（専門医資格取得のために専門研修を行う医師）も加わる。さら

に各「専門医委員会」と各「研修委員会」の代表者よりなる「基本領域連携委員会」なるものを設け、制度

の標準化や円滑な運営を検討し、理事会に提言するとしている。現在、各学会が進展に差はあるものの、専

門医研修プログラムの作成に着手しているのは周知の通りである。高いハードルを設定して専門医の質を担

保するという試みに思えるが、指針に示されている基本構想を読み解くと、自己矛盾と言うか、制度設計の

ほころびが感じられる。筆者の私見であるが、最大の矛盾点は、研修プログラムの作成と認定が同一組織（同

一学会関係者）と言う点である。つまり、専門医の質を担保出来る専門研修プログラムを作成・提示するの

が当該領域の学会（関係者）であり、そのプログラムを評価する各「専門医委員会」は当該領域の学会から

推薦された委員（学会関係者）で構成されるから、言わば自分たち（学会）で作成したプログラムを自分た

ちで「適切」と評価した結果を（第３者機関である）機構が認定すると言う制度（茶番？）である。 

学会任せの専門医制度では信頼性に問題があるとして検討されてきた新たな専門医制度は、結局はいわゆ

る専門家集団である学会の関与なくしては成り立たず、専門医認定施設の設定のハードルを上げたことによ

る大学病院の役割が著しく増大したことを副産物として挙げたい。新臨床研修制度の開始により、卒業生が

出身大学以外の研修施設で初期臨床研修を行い、非入局による自己研鑽の増加で入局者の減少を来たし、関

連病院からの派遣医師の引き上げによる（病院）医療崩壊を招いたとされるが、同時に関連病院に対する大

学医局の医師派遣力の低下、すなわち医局力の低下を惹起したとも言われている。しかし、今回の新たな専

門医制度によって、専門医研修に大学病院での研修が必須化されれば、初期臨床研修を修了した医師を擁す

る関連病院は、かつての系列病院の如く医局の強い支配下に置かれることになるのではないか。専門医研修

の基幹病院となる大学病院は地域で専門医を目指す専攻医の所在・動向の全てを把握する事が出来るため、

入局の有無に拘らず、該当医局の領域の若手医師の情報を手に入れ医局の復権に繋がると思われる。新たな

専門医制度が医局の復権を助長し、医師の偏在による地域医療の崩壊に対して、医局の復権が医師の適正配

置の実現に役立ち、地域医療の再生に寄与することを望みたい。独法化以後の国立大学の各診療科の医局が、

地域医療を支える大学の役割を認識しているならせめてもの救いと思える。新たな専門医制度について、深

読みし過ぎでないことを願うばかりです。 

                                 （名古屋掖済会病院 院長） 

 

日本病院会常任理事会報告（平成 26 年 11 月） 

副支部長 末 永 裕 之 

委員会報告 

＊感染症対策委員会 

 ・新型インフルエンザ対策 来年 1 月に内閣官房主催の対策訓練が行われる 

  日本病院会も指定公共機関になっている 

 ・風疹.麻疹の発生動向 麻疹は大きな動きなし 風疹はワクチン接種推奨を引き続き会員病院に向け発信 

 ・国内デング熱の感染 診療ガイドラインをＨＰに掲載 

 ・エボラウィルス病 2013 年 12 月からギニアで始まったエボラウィルス病の概要と拡大状況の発表(国立

国際医療研究センター) 人から人へ感染 飛沫・空気感染はなく接触感染・暴露～発症までの期間が

21 日と長いためその間に他者への感染リスクがあるマラリア、チフスが紛れている例も 日病ＨＰに掲

載したところメディファックスに掲載され以後エボラ出血熱が全国に知られるようになった。 
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＊診療報酬実務者会議 

 ・中医協報告  

  ＤＰＣ制度に係るこれまでの検討状況： DPC/PDPS の ICD10 導入(2013 年度版)来年は導入せず Ⅱ群の 

在り方について見直し 調整係数置き換えによる大幅な減収になる一部の病院救済について DPC 対象

病院で治癒の比率が経年的に低下、在院日数が短縮している点を問題とした意見も 

＊消費税に関し日医四病協が出した声明 課税、非課税還付から何でもありという税制要望は意味がないの

ではないかとの意見も 

＊医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会 

 ・ただ便利というだけでなく唯一無二性のある番号がなければ達成できないユースケースなのかどうかを

きちんと議論を 

 ・導入時コストと維持コストはかなり違う 費用対効果の検討を   等々 

＊医道審議会保健師助産師看護師分科会 看護師特定行為・研修部会 

 第 20 回チーム医療推進会議で示された包括指示の中でプロトコールに従って行う 41 項目の特定行為の研

修内容、研修方法、研修施設等の検討を行う部会であるはずであったが、推進会議で解決済みと思われ

ていたうちの 12 項目に対し医師会委員から意義の申し立てあり、議論を重ねた。特に気管内挿管、抜管、

心嚢ドレーン、胸腔ドレーン等については次回に意見を出している関連学会からのヒアリングを予定 

＊病院等を対象とするヘルスケアリートの活用に係るガイドライン委員会 国土交通省から病院の建て替

え・新築における不動産証券化の活用(想定)、病院運営者にとってリートの主なメリット・デメリット 

の説明 

＊日本病院会から都道府県知事あてに「地域医療構想(ビジョン)策定に関しての要望」文書を出す 

＊地域医療構想策定ガイドライン等に関する検討会 

 ・構想区域は二次医療圏を原則とするが現行の二次医療圏は・人口規模や面積に大きな差がある圏域があ

る・大幅な患者の流出入が発生している圏域がある・圏域によっては基幹病院へのアクセスに大きな差

が生じていることに留意する必要があるのではないか 

 ・現時点の医療提供体制の確保を図る圏域である二次医療圏と異なり、将来(2025 年)における・人口規模・

患者の受療動向・疾病構造の変化・基幹病院までのアクセス時間等の変化 等の要素を踏まえ、定める

必要があるのではないか 

 ・都道府県においては病床の機能の分化及び連携を推進するための区域としての構想区域を定めることが

必要ではないか 

 ・社会保障・税一体改革の「医療・介護に係る長期統計」(平成 23 年 6 月)における 2025 年の医療の需要

(1 日当たり利用者数等)と供給(必要ベッド数)の推計 病床稼働率で割戻し 

   高度急性期       16 万人／病床稼働率 70%＝22 万床 

   一般急性期       33 万人／病床稼働率 70%＝46 万床 

   亜急性期・回復期リハ等 31 万人／病床稼働率 90%＝35 万床 

   長期療養        25 万人／病床稼働率 90%＝28 満床 

（小牧市民病院 病院事業管理者兼院長） 

 

◎ 愛知県知事への要望行動について 

  平成 26 年 11 月 18 日、松本隆利支部長、末永裕之副支部長及び加藤真副支部長の３名は、加藤昌弘保

健医療局長に大村秀章愛知県知事への「地域医療構想（ビジョン）策定に関しての要望」を手渡しました。 

  要望文の内容は以下のとおりです。 

日 病 会 発第 160 号 

平成 26 年 11 月 18 日 

 愛知県知事 大村秀章殿 

一般社団法人日本病院会 

会長 堺  常雄 

地域医療構想（ビジョン）策定に関しての要望 

 平成 25 年 8 月 6 日に発表された社会保障制度改革国民会議報告書にあるように、高齢化の進展による疾 
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病構造の変化に対応するため、医療は、「病院完結型」から「地域完結型」に変わらざるを得ない。そして急

性期医療を中心に人的・物的資源を集中投入して、早期の家庭復帰・社会復帰を実現し、受け皿となる地域

の病床や在宅医療・介護を充実することによって、急性期から在宅ケアまでのネットワーク化は必要不可欠            

である。 

 こうした考えをもとに、26 年度から病床機能報告制度が始まり、有床診療所を含む医療機関は、病棟単位

の医療機能（高度急性期、急性期、回復期、慢性期）の報告が義務づけられた。更に 27 年度からは各都道

府県がこの報告制度を用いて医療圏等ごとに医療提供体制の将来のあるべき姿（地域医療構想（ビジョン））

を 5 年ごとの医療計画作成を待たずに策定する。一方、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提

供される地域包括ケアシステムは、2025 年に向けて、3 年ごとの介護保険事業計画の策定・実施を通じて、

保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて作り上げていく。

地域医療構想（ビジョン）と地域包括ケアシステムを有機的に機能させることにより、来る超高齢社会にお

ける医療と介護の総合的な確保を目指すこととなっている。 

 この地域医療構想（ビジョン）は将来の日本の医療の形を決定し、病院の姿を変えていく、極めて重要な

ものである。日本病院会は地方分権のもと、都道府県知事への権限一部委譲が、日本の皆保険医療を支えて

きた民間医療機関の柔軟な対応力や地域貢献の担保となり、さらなる活力強化に寄与することを期待してい

る。 

 また、人口減少の著しい地域や医療圏では、医師不足のため単独ではビジョンの構築すら不可能であるが、

これを機会に医師の適正配置を実現し、地方の再生、安定に寄与することを望んでいる。 

 日本病院会は地域医療を担う病院を代表して、地域医療構想（ビジョン）に関して、以下に記す意見が反

映されることを要望する。 

                      記 

１）地域医療構想（ビジョン）及び医療計画作成の協議の場は、規模の大小を問わず、地域の公的病院、私

的病院、さらには病院団体など、実際に地域の病院医療に携わるものに開かれたものでなくてはならない。

そこでは、現場の意見が十分に吸い上げられた上での議論がなされること。 

２）ガイドラインが提示されることになっているが、単にガイドラインに準拠したものではないそれぞれの

地域の特性を十分に配慮した独自のものであること。 

３）病床機能報告制度により渉猟したデータは地域医療構想（ビジョン）の作成、評価に必須のものであり、

協議の場に参加するものに限らず、すべてのものに公開すること。 

４）構想区域は医療圏の枠にとどめるものではなく、時に都道府県の枠を超えて作成することも可能とする

こと。 

５）人口減少が著しい地域や医療圏においては、単なる「医療受給のマッチング」という視点ではなく、「セ

イフティネットの確保」、ひいては「まちづくり、まちの再生」という観点を重視すべきである。このよ

うな地域においては、まず医師の確保など人的資源の充実策を講ずるべきであり、それには基金の有効な

活用がなされるべきである。また、地域医療構想（ビジョン）の遂行が、結果として、中山間地やへき地

など地方の衰退に拍車をかけることのないよう、政策的な配慮がなされること。 

６）2025 年に向けて地域医療構想（ビジョン）による医療需要の予測は現在の国民皆保険によって享受され

ている医療の水準を質も量も下回ることのないように推計されるべきである。また地域医療構想（ビジョ

ン）のなかには、目標と実施後の現実とのギャップへの対応を迅速に行う手順も盛り込むこと。 

７）これまでの医療計画をみると都道府県ごとに担当部局・担当者の能力に非常なばらつきがあり、地域医

療構想（ビジョン）策定に関しても同様なことが考えられる。担当部局の充実、人材の確保、養成は重大

な課題である。人材の育成を急ぐこと。 

 

第４回日本病院会愛知県支部定例理事会議事録（抄） 

日時：平成 26 年 11 月 4 日（火） 午後 3 時～4 時 20 分 

場所：愛知県医師会会館 6 階 研修室 

出席理事：松本隆利、末永裕之、加藤 真、小林武彦、宇野甲矢人、梶田正文、岡村正造、渡邊有三、石川 

清、細井延行、加藤林也、直江知樹、小谷勝祥、黒川 剛 
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出席監事：今村達雄、千木良晴ひこ 

オブザーバー：山本直人 

（定数報告） 

・理事 15 名のうち 14 名の出席により、本日の理事会が成立している。 

（支部長あいさつ） 

・医療費削減のため財務省が真綿を絞めるがごとく施策を講じてきている。 

・協議事項にあるが、地域医療構想（ビジョン）策定について、日本病院会として各都道府県知事に要望書

を提出することが先の常任理事会で決定された。 

（協議事項） 

（１）地域医療構想（ビジョン）策定について・・・前記要望書のとおり 

（２）平成２６年度支部決算見込について 

・歳入は 6,552,287 円を見込む。会員数 117 会員全てから会費が納入された。歳出は例年通りの予定である

が、1 月に第 2 回目の特別講演を行うのでその分が加算される。27 年度への繰越は約 350 万円を見込む。 

（報告事項） 

（１）第２回地域医療構想策定ガイドライン等に関する検討会（10/17） 

・構想区域について、都道府県においては、病床の機能の分化及び連携を推進するための区域としての構想

区域を定めることが求められる（2025 年における人口規模、患者の受療動向などを勘案）など。 

（２）入院時食事療養費・生活療養費の見直しについて 

・平成 26 年 7 月 7 日の社会保障審議会医療保険部会では、入院医療と在宅療養との公平、及び若年層と高

齢者層との公平を図る観点から、入院時食事療養費・生活療養費を見直すこととした場合、低所得者等どの

ような者に対する配慮が必要か検討する。 

・日精協は、精神科の自己負担 260 円が限界とし、反対をしている。日本病院会は慎重な対応が必要として

いる。 

 

  

 

 ＊日時：平成２７年１月２０日（火）午後４時から 

 ＊場所：愛知県医師会館 地下 健康教育講堂 

 ＊演題：「死因究明制度の整備と医療事故調査」 

 ＊講師：名古屋市立大学医学研究科法医学分野教授 青 木 康 博 先生 

 

 

 

 

独立行政法人福祉医療機構では、医療関係施設の整備等を予定している方に対し、平成 27 年 1 月 20 日か

ら全国 6 ブロックで個別融資相談会を開催します。 

 主として、平成 27 年度から 28 年度を目途に施設整備を実施する予定での方で、計画する施設の規模・構

造など事業計画や資金調達先の資金調達先の金融機関等の資金計画がかなり具体的になった段階や検討を始

めた段階での相談に最適と思われます。また、計画が構想段階の方についても相談に応じます。 

 ◎日時・会場（抜粋） 

地区 開催予定日時 開催地 会      場 

中部 1 月 30 日（金）11：00～17：00 名古屋市 

愛知県産業労働センター ウインクあいち 

（ 名 古 屋 市 中 村 区 名 駅 4-4-38 ） 

TEL:052-571-6131 

 相談会への参加を希望される方は、「医療貸付事業個別融資相談会参加申込書」により事前に申込をお願い

します。申込書は、独立行政法人福祉医療機構のホームページからダウンロードしてください。 

第 2 回特別講演の開催について 

医療貸付事業融資制度に係る個別融資相談会について 


