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 巻頭言 

   新専門医制度について思う 

                  

副支部長 末永 裕之 

 平成 27 年の研修医から対象となる専門医制度は、平成 29 年から始

まる専攻医の研修プログラムの作成に向けて様々な問題、疑問点を含

みながらも確実に進んできている。     

専門医機構の中の各委員会では各種検討が頻回に続けられ、最近で

は専門研修プログラム研修施設評価・認定部門委員会でほとんどの領

域でのモデル研修プログラムの承認、専門医更新基準の認定が行われ

ている。この間、学会の提出したプログラムには機構のプログラム評

価委員会から厳しく注文が出されて改善、変更を求められた上で認定

されてきている。 

良い専攻医を育成することが一番の使命である以上、そのプログラ

ムは確かに専攻医育成のための良いプログラムであって、ある程度の

厳密性は必要とされるべきではあろうが、学会で認定されたプログラ

ムを基に基幹施設は固有のプログラムを作ることになるため、研修プ

ログラムが厳密になればなるほど基幹施設は大学医局、ないしは大規

模病院しかなれなくなるのではないかとの心配が当初よりあったが、

その問題は同委員会が検討、決定することとされていた。 

 さて、専門医機構では当初から学会から距離を置く第三者性を訴え

てきてはいたが、機構はプログラムの認定、基幹施設の認定をする、

19 の基本領域では学会が認定試験をして(総合診療専門医は別)それ

を機構が承認(認定証の発行)をする形になるために、勢い、専門医試

験を行う学会(社員)の主張が次第に強くなってきた。 

 4 月 28 日には四病院団体協議会では専門医に関する委員会を開いて検討し、新たな専門医制度への意

見書を機構に提出した。その概要を示す。 

１．研修医施設群については、地域の実情を把握した上で多様な施設を認めること (基幹施設の多くが

大学病院となる場合においても以前の医局制度に戻すのではなく、医師の偏在が解消されるような制

度設計とすること) 

2．情報の開示と透明性の確保を図ること 

3．機構の収支予算の明確化を図ること 

  

8 月に入り日本病院会の常任理事会において専門医の基幹研修施設のほとんどが大学医局になること

に関し、質の高い専門医育成という制度の趣旨は踏まえつつも、医師需給の実情や専攻医の観点に立っ

た柔軟な運用が必要等の意見、「先祖返り」を懸念する多数の意見が出された。それを受け日病のなかで

専門医制度に関する委員会を開催することになった。国立病院機構、JCHO、全国自治体病院協議会、日 
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赤、厚生連、済生会、民間病院それぞれの代表からなる委員会でまず各団体に対してアンケート調査を

して、それを基に議論を重ねた。またそのアンケート結果を専門医機構の理事会で発表したところ、そ

れに対する回答を機構からは寄せられ、また第 2 回委員会では機構理事長、プログラム評価委員会委員

長からの説明も受けた。しかし、「地域医療体制を今以上に悪化させない為に」との認識が機構の中にあ

っても、実際には今後専門医の派遣先が大病院に集中する可能性も含め機構の考え方と、特に地方へ行

くほど、大学医局が制度を利用して医局の権限を強めようとしている実態との乖離があり、その溝をど

のように埋めていくかに関しては病院団体の疑念は解消されてはいない。機構が学会に対して歯止めを

かけることができるかどうかが試されていると感じているが、かなり困難ではあろうと予想している。 

 10 月 28 日には四病協から「新たな専門医制度に対する要望」として要望書を提出した。 

1.機構は基幹となる施設に対し地域医療への配慮を求めること 

 基幹施設の相当な部分が大学医局となるために、医局の意向により専門医の派遣が決定されることに

なる。その際には中小病院の切り捨てにならないような地域医療を守る配慮が望まれる 

2.連携施設の要件には地域特性に対する柔軟な配慮をすること 

 良い専門医の育成には指導医要件は必要であるが、地域によっては指導医の常勤要件等を厳しくする

と専攻医を募集できなくなる。地域医療が崩壊しないような柔軟な運用が望まれる。 

3.医局から独立して運営している病院にも配慮すること 

 大学医局からではなく、独自の方法で専攻医を集め、研修を行っている病院に対して、今後も継続し

て運営が円滑に進むような体制がとれるような対応が望まれる。 

 

 日本病院会の専門医に関する委員会でも年内には意見書を公表する予定である。また、大規模病院で

も救急を始めとして専攻医の世代によって病院運営が支えられている。ましてや中小規模の病院では数

人の専攻医によって支えられている部分は大きい。その中で専攻医が集まらなくなれば影響は大規模病

院の比ではなく、地域医療が崩壊する可能性があることを専門医機構理事会では主張している。 

 いずれにしても、内科、外科の基幹施設と連携施設群のありようには、今後とも注意していきたい。 

（小牧市民病院院長・病院事業管理者） 

 

『最近嬉しかったこと』  

理事 渡 邊 有 三 

最近の出来事で嬉しかったことと言えば、サッカーやテニスなど日本選手の頑張る姿が続く中で、W

カップラグビーで日本チームが南アフリカという強豪を抑え「最強の敗者」と称賛されたことに尽きる。

ラグビーは自分の出身高校が結構頑張っていて、西稜高校と優勝争いをしていたし、同級生の中にはト

ヨタでラグビーを続けている仲間もいて、男（紳士）のスポーツであると思っていた。しかし、体格で

はとても欧米人には敵わず、ニュージーランドの All Blacks などとは逆立ちしても勝てないと思ってい

た。それが、優勝候補の南アフリカに勝つなんて、ただただ驚きであった。世の中にはさまざまな比喩

が飛んでいたが、我々の関連領域で言うなら、日本医師会が消費税問題で病院団体の要求に屈服するよ

うな番狂わせとも言えるであろう。自分は学生の頃野球部に在籍していたくせに、最近の中日の弱さと

自分が最も嫌っている人間が監督や GM をやり、身内人事ばかりしている状況を見て、プロ野球には全

く興味がなくなった。この数年ナゴヤドームには足を運んでいない。かと言って甲子園とか全日本の試

合は見ているが……。さて、本題に入る。私が今回のラグビー選手の試合後のスピーチを聞いていて感

激したのは、五郎丸選手の「毎日のルーチン」に則って、正確なシュートを蹴るのが私の使命ですとい

う発言であった。実は、当院では毎月朝礼なるものが存在し、院長である私は毎月何らかの話を職員の

前でしなければならない。院長を拝命して 7 年目にもなると、84 回の話をしてきたわけで、ネタも尽き

たというのが実感である。その中で、最近は禅語の中から言葉をもらってネタにしている。ちょうど 8

月の朝礼で「一行三昧」という四字熟語を紹介した。仏教の世界に基づく解説は難しいが、この言葉が

包含している意味は、一つのことであっても、それに集中して毎日実行すれば、何か悟りが開けるとも 
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解釈できる。私は、「医療上のミスを防ぐための方策の第一はミスを起こさないシステム作りであり、組

織だって医療安全に邁進しなければならない」と口癖のように唱えているが、このような他力本願だけ

ではいけない。職員個人も自らの体調管理など、安全に業務が遂行できるように自力で努めなければい

けないと思う。たとえば毎朝起床して何をするかであるが、毎日同じ行動をしていればその日の体調が

自ずと判断できるのではないか、毎日の決まった行為（ルーチン）を続け、何時も同じ状態にあること

ができれば一つの前進であると説明した。そして職場でも毎日の日常業務の中から何か危険な行為、改

善した方が良いものが見つかるのではとも説明した。このルーチンこそが、五郎丸選手のあの祈るよう

なキック前の姿勢にあると、彼は話していた。両手を合わせ、3 歩下がり、2 歩左、その精神集中の頂

点が、日本の信じられない勝利につながったのではないかと感服する次第である。毎月、取り留めもな

いことばかり話しているが、話したばかりの内容がテレビで語られた時、これまた嬉しい思いであった。

そうは言いながらも、また来月の内容について考えなければならない。そう簡単にはボケ老人になれそ

うもなく、また、新たなネタを探して、本やら新聞やらネットサーフィンに取り組む毎日である。 

（春日井市民病院 院長） 

 

日本病院会報告 平成 27 年度第 3 回理事会報告 (10 月 24 日)  

                                支部長 松 本 隆 利 

◎ 第４回療養病床の在り方等に関する検討会について 

 高齢化が急速に進む中で、厚生労働省は今後の慢性期医療の提供体制について検討する「療養病床の

在り方等に関する検討会（学習院大学教授 遠藤久夫座長）」を 7 月に設置しました。日病からは松本

隆利が構成員として選任されました。この検討会は慢性期医療が将来の医療・介護サービスのニーズに

対応するために療養病床の在り方や、具体的な改革の選択肢を整理し提示することを使命として与えら

れています。なお、介護療養病床は既に 2 度期間を延長されており平成 29 年 3 月末には確実に廃止さ

れます。 

 第 2 回、第 3 回の検討会において厚生労働省から提示された、将来の人口予測や、医療療養病床、介

護療養病床、特養、老健施設の診療や介護の実態、利用状況の資料の説明を受けました。入院受療率や

病床配置数など地域格差がかなりみられなど、こうした資料を基に検討が進められました。この４回目

からは具体的な新類型の提案がでてきました。 

 全日病（土屋委員）からは、看護基準 25：1 の介護療養病床の提案がありました。基本的には現行の

介護療養病床を引き継ぐ形です。また日本慢性期医療協会（池端委員）からは院内ＳＮＷの提案があり

ました。院内ナーシングホームとも言える類型で、施設長は特定看護師となっており、スタッフ基準は

かなり緩和したもので利用料金も低く設定できるとしています。日医は現行制度の延長が望ましいとし

ていますが、新たな類型は次回以降の提案となると思われます。 

 日病としては病院が地域や自院の状況に合わせ、柔軟に対応できるように、自由に選択できる”新 3

類型”を提案した。Ａ：障害者も含め長期療養が必要で介護が中心になる介護中心長期療養病床、Ｂ：

中間移行施設で自立に向けて計画的にリハビリや、栄養管理を行い、医療にも老健よりも配慮した医師

が施設責任者となる施設、Ｃ：院内ＳＮＷ 生活支援や介護が中心となると考えられるタイプで施設基

準はＡ、Ｂタイプに比べ緩くなっている。詳細は日病ニュース 935 号 1 面に掲載しています。 

 廃止される介護療養病床や医療 1 の多くが新類型に移行します。新類型の検討のポイントは、医療、

介護、生活支援の 3 つの視点があります。また移行後のベッドを病床として残すか、Ｂ、Ｃのような施

設として残すか、あるいは双方残すかの選択です。 

また、施設運営の主体を医師／病院が担うのか、特定看護師が担うのかの問題や、保険の扱いが介護

保険か医療保険で扱うかの問題があります。また医療区分の設定、基準の問題もあります。医療 1 では、

リュウマチ、パーキンソン、認知症、リュウプリンなどの抗ガン剤使用例は持ち出しが増え採算がとれ

ないなどの問題があり見直しが必要です。看取り・ターミナルケア、レスパイト、重度障害者の入院へ

の配慮も必要です。制度変更時には介護療養病床が医療療養病床に復帰することも選択できるようにす 
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べきです。 

 次回以降、医療療養病床や次回以降示される新類型等を含めて検討を進め検討委員会案として一本化

する予定です。概ね年内目途に遅くとも１月中旬には報告を委員長がとりまとめます。その後、社会保

障審議会医療部会や介護保険部会などで制度改正に向けてさらに審議されます。 

 ※参考に日本病院会から検討会に提案しました資料を別に添付します。 

                      （社会医療法人財団新和会八千代病院 理事長） 

 

第４回 日本病院会愛知県支部定例理事会議事録 

日時：平成 27 年 11 月 17 日（火） 15：00～16：00 

場所：愛知県医師会館 8 階 801 会議室 

出席理事：松本隆利、山本直人、梶田正文、渡邊有三、石川清、加藤林也、直江知樹、小谷勝祥、絹川

常郎、今村康宏、岩瀬三紀 

出席監事：小林武彦、細井延行 

 

（定数報告） 

・理事 15 名のうち 11 名出席し、理事会は成立した。 

（支部長挨拶） 

・診療報酬の改定について、7:1 は財務省の締め付けが厳しく抵抗が難しい。 

・療養病床の在り方等に関する検討会については 12 月末を目途に報告書を提出する予定である。 

（協議事項） 

○ 療養病床の在り方等に関する検討会について 

・厚生労働省の検討会の目的は、①介護療養病床を含む療養病床の今後の在り方、②慢性期の医療・介

護ニーズに対応するためのサービス提供体制の在り方を検討すること。 

・討論のポイントは、①慢性期医療を考える３つの視点（医療・介護・生活支援）、②慢性期医療の提供

体制（療養病床か、在宅医療か）、③療養病床における医療の在り方（患者像、人員体制、制度上の位置

付け等）、④従来の類型にとらわれない対応（ＳＮＷなど） 

・将来、医療・介護サービスに従事する人口は 10,000 千人以上必要になる。人口の 1 割となる。 

・日本病院会としての提案 

 新類型の提供体制として、①医療療養病床、②介護中心長期療養型病床、③中間移行型施設、④院内

ＳＮＷを提案。院内ＳＮＷは、特定看護師をトップにおき、医師は常勤しない。 

・年金生活者では、老人保健施設、特別養護老人ホームなどに入れない。夫婦ではとても無理。 

・費用面も考慮して院内ＳＮＷを提案した。最近、老人保健施設の入所者数の減少をよく聞く。 

・新聞報道にあるような生活保護受給者を囲い込みする業者がある。大阪だけではない。 

・介護難民を作らないための施策必要。特養の 40 万床整備は絵に描いた餅。 

・在宅の定義をかえることが必要。病院から老人保健施設（強化型を除く）への移行は在宅復帰とはな

らず。老人保健施設の活用方法を考えるならば「在宅」の認識を変える必要がある。 

（その他） 

・専門医制度について、意見交換。 

 大学病院では、診療科が責任をもって行っているが、病院自体は責任を感じていない。最終の責任の

所在ははっきりしない。 

 

 

 

日本病院会愛知県支部ホームページ 

http://www.byouin-k.jp/jha-aichi/ 


