この議 事 速 報 （未 定 稿 ）は、正 規 の会 議 録 が発 行
さ れ る までの間 、審 議 の参 考 に供 す る た めの未
定稿版で、一般への公開用ではありません。
後刻速 記録 を調 査して処置 することとされ た発
言、理事会で協議することとされた発言等は、原
発言のまま掲載しています。
今 後 、訂 正 、削 除 が行 わ れ る 場 合 があ り ます の
で、審議の際の引用に当たっては正規の会議録と
受け取られることのないようお願いいたします。

午前九時二十分開議
――――◇―――――
○髙鳥委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、参議院送付、医療法及び医師法の一
部を改正する法律案を議題といたします。
本日は、本案審査のため、参考人として、国立
大学法人長崎大学名誉教授・厚生労働省医療従事
者の需給に関する検討会医師需給分科会座長片峰
茂君、愛知医科大学理事長・国立大学法人名古屋
大学名誉教授三宅養三君、一般社団法人日本医学
会連合・日本医学会会長、堺市立病院機構理事長
門田守人君、ＮＰＯ法人医療制度研究会副理事長
・一般社団法人日本医学会連合労働環境検討委員
会委員本田宏君、公益社団法人全日本病院協会会
長・医療法人財団寿康会寿康会病院理事長猪口雄
二君、以上五名の方々に御出席をいただいており
ます。
なお、猪口参考人は、所用のためおくれて御出
席になりますので、御了承願います。

この際、参考人の方々に一言御挨拶を申し上げ
ます。
本日は、御多用中のところ本委員会に御出席を
いただきまして、まことにありがとうございます。
それぞれのお立場から忌憚のない御意見をいただ
き、審査の参考にさせていただきたいと思います。
どうかよろしくお願いいたします。
次に、議事の順序について申し上げます。
最初に、参考人の方々から御意見をそれぞれ十
分以内でお述べいただき、その後、委員からの質
疑にお答え願いたいと存じます。
なお、発言する際はその都度委員長の許可を受
けることになっております。また、参考人は委員
に対して質疑することができないことになってお
りますので、あらかじめ御承知おき願いたいと存
じます。
それでは、まず片峰参考人にお願いいたします。
○片峰参考人 長崎大学名誉教授の片峰と申しま
す。よろしくお願いいたします。
現在、厚生労働省の医療従事者の需給に関する
検討会医師需給分科会の座長を務めてございます。
この医師需給分科会は、平成二十七年十二月に設
置されまして、今日まで二年半にわたりまして、
医師の需給の推計、それに基づきます医学部の定
員のあり方、そうした医師偏在対策について議論
を重ねてまいりました。この間、三回にわたりま
して中間取りまとめを公表したところであります。
とりわけ医師偏在対策に関しましては、昨年十
二月の第二次中間取りまとめで対策案を提言いた
しました。この内容が今回の医療法・医師法一部

改正案の一つの下敷きになっているというふうに
考えてございます。その概要は、きょうお配りし
ました資料にありますので、ごらんいただければ
と思います。
本日は、この第二次中間取りまとめに至る分科
会における議論の経緯、これを御説明することで
参考人としての責を果たしたいと存じます。
現在、医学部定員は全国で約九千四百名、過去
十年間に千八百名もの急激な増員を見ております。
そのうちの約一千十名が緊急医師確保対策及び新
成長戦略による臨時定員増であります。また、千
五百名がいわゆる地域枠の学生でございまして、
増加分の八割以上を占めているという状況でござ
います。
次に、分科会で行ってまいりました最新の将来
の医師需給予測について説明申し上げます。日本
全体、マクロの推計、予測ということで御理解く
ださい。
医師数は、先ほど申しましたように、急速に今
増加中でございます。現在、人口十万人当たりの
医師数は約二百五十名ということで、このまま推
移いたしますと、七年後の平成三十二年にはＯＥ
ＣＤの加重平均値を上回ります。
現在の医学部定員九千四百名が維持される、そ
ういうことを前提にいたしまして、将来の医師需
給予測を行いました。とりわけ、需要における大
きな変動要因として、働き方改革、これによる医
師労働時間の短縮を勘案いたしました。
御承知のとおり、現状での病院勤務医の週当た
りの平均労働時間は大体五十六時間ということで、

- 1 -

a

衆議院厚生労働委員会議事速報（未定稿）
平成30年7月13日

いわゆる過労死ラインと言われる六十時間を超え
て働いている医師が三〇％以上存在するというの
が現状でございます。したがいまして、まず、週
の労働時間を六十時間に制限するということを仮
定いたしますと、医師需給は二〇二八年に需要と
供給が均衡いたします。さらに、五十五時間に制
限すると仮定いたしますと、それでも二〇三三年
には均衡して、それ以降は医師過剰となるという
予測でございます。
一方で、大きな問題が医師の偏在であります。
全都道府県で、この間、医師数は増加しており
ますけれども、増加の程度には差がございます。
そして、何より、二次医療圏間の格差が顕著であ
りまして、医師数が近年かえって減少したという
二次医療圏も存在するということで、この格差が
著明に拡大傾向にあるということだろうと思いま
す。
それから、診療科間におきましても、他の診療
科に比較しまして、一般外科、産婦人科の増加割
合は極めて低うございまして、診療科間の格差も
拡大の一途という状況ではないかと思っておりま
す。
要するに、問題は、医師数の増加あるいはマク
ロの医師需給予測結果にもかかわらず、地域にお
ける医師不足感は解消していないということであ
ります。
そのような背景に基づきまして、分科会におき
ましては、これまでにない新しい観点を取り入れ
て偏在対策を議論いたしました。
この新しい新たな論点、一つは、客観的事実に

基づいた議論をしようではないか、さらには、今
後、偏在にかかわるもっと詳細なデータが必要で
ある、そういった議論が一つであります。そして、
これまで無視されがちであった、医師偏在により
医療から疎外されつつある被保険者、その視点も
取り入れた議論も行いました。さらに、マクロで
はなくてミクロの課題対応に向けた地方行政の責
任と権限強化の観点も取り入れました。そして、
これまでほとんど議論されていなかった、地域の
外来医療の偏在問題、ここにも切り込んだという
あたりでございます。
第二次中間まとめの重要なポイントを幾つかお
示しして、今後の課題についても述べたいと思い
ます。
まずは、先ほど申しました、客観的事実に基づ
く議論の重要性に言及したことであります。
医学部卒業生のうち、地元出身者が極めて高い
地元定着率を示すという事実、これに基づきまし
て、地方行政が医学部入学定員に地元枠の増員を
要請する仕組みを導入する、これが一つの重要な
例ではないかと思います。
それから、先ほど申しましたように、分科会の
議論に基づきまして、今後、医師偏在にかかわる
さまざまな指標がミクロの観点からもデータベー
ス化されることが予想されます。これに基づきま
して、今後、偏在対策のＰＤＣＡサイクルがより
適切な形で機能することを期待したいと思ってお
ります。
二つ目に、都道府県の責任と権限の強化を明記
したことであります。

都道府県知事に、医師過剰地域と医師不足地域
を明確化した上で、医師確保計画を策定し、医師
対策協議会等のガバナンス体制を強化する責任を
課します。その上で、知事による医学部への地元
枠設定、増員の要請、臨床研修病院の指定と定員
設定、専門医機構への地域の専門医枠についての
意見具申、これを可能にすることを提言したわけ
であります。
こういった改革が実効性を持つために最も重要
なポイントは、都道府県の医療行政能力の向上で
あろうと思っております。その意味では、国の支
援が欠かせないと考えます。さらには、県内の医
育機関、大学との有機的かつ密接な連携が欠かせ
ないし、さらには、県境を越えた自治体間の連携
も重要ではないかと思っております。
三番目に、これまでの医師の自由意思を尊重し
た対策から一歩踏み出し、医師の配置に新しい制
度的枠組みを導入することを提案したことも特徴
でございます。
例えば、地域医療に一定期間携わった経緯を国
が認定する、そのことを一部の医療機関の管理者
要件とするという点、さらには、先ほども申しま
したけれども、地域の医師配置における都道府県
の権限を強化した点等々でございます。このこと
は、いわゆる被保険者の視点からの対応という観
点から、一つの形ではないかというふうに思って
おります。
今後の課題でございますけれども、医師偏在対
策と若手医師の志あるいはキャリアパスに関する
自主性、この両立をいかに図っていくかというと
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ころにあるのではないかというふうに思います。
そのためには、地域の病院の労働あるいは研修
環境をもっと整備する必要がありますし、卒前卒
後の医学教育を通して医師の行動変容を促す必要
があるというふうに思っております。そのために
は、行政、医育機関、大学、医療機関の持続する
強固な連携が不可欠であると考えております。
最後に、分科会では最終合意が得られず、先延
ばしした論点がございます。
一つは、専門研修における地域別定員の設定の
是非であります。二つ目が、認定医師、地域で働
いた医師を認定する認定医師なんですが、それを
管理者として評価する医療機関、この範囲をどう
するかという点が二つ目。それから三つ目、無床
診療所、外来診療所の開設に係る制度的枠組みを
導入することに関する是非、この三点に関しまし
ては、最終合意が得られずに両論併記という形に
なってございます。
これらの論点を含めまして、今回の偏在対策の
効果あるいは今後整備されるデータベースに基づ
き、更に踏み込んだ偏在対策を早急に講じる必要
があるというふうに考えてございます。
以上、医師需給分科会の議論を踏まえた今回の
医療法及び医師法の一部改正案は、本質的かつ実
効性のある医師遍在対策に向けた大きな最初の第
一歩であるというふうに考えております。御審議
をよろしくお願いしたいと思います。
以上です。（拍手）
○髙鳥委員長 ありがとうございました。
次に、三宅参考人にお願いいたします。

○三宅参考人 三宅でございます。
きょうは、医療法及び医師法の改正案に関しま
して、特に医師偏在に絞って、大学の立場から意
見を言わせていただきたいと思います。
この改正案でございますけれども、現状を踏ま
えてよく練られておりまして、その対策も盛り込
まれておりまして、それなりに評価できるのであ
りますが、やはり具体的なことで非常に難しい問
題も多々抱えているように思えます。
私は今まで、大学というところで五十年以上仕
事をしてまいりました。大学人として、いろいろ
な経験を持っております。
昭和四十二年に名大を卒業しまして、しばらく
してからハーバードに三年行きまして、二〇〇五
年に名大を退官しまして、その後、国立病院機構
の東京医療センターの研究所の感覚器センターに
二年おりまして、二〇〇九年から愛知医大に来ま
して、現在、理事長をやっております。来年の一
月からは神戸の理研の直轄のアイセンターの理事
長をすることになっておりまして、ずうっと大学
に近い畑で歩いてまいりました。
一九七六年に、私、ハーバードに三年ほどおり
まして、四十二年前でございますけれども、とも
かく日本の医療と比べて臨床、研究ともにすばら
しいものがあるというカルチャーショックを受け
て帰りましたが、その後、ずうっと日本で研究、
臨床をしておるうちに、日本もこれはすばらしい
ところのある国だということをしみじみ悟ってま
いりました。
実際、一九〇〇年代になりまして日本はぐうん

と発展しまして、御存じのように、医療は、ＷＨ
Ｏの試算によりますと、世界で一番になりました。
それから、医学も、私は眼科でございまして、そ
の論文数、英文のいい論文の論文数でずっと評価
しましたところ、ずうっとアメリカがトップであ
りまして、日本は一九九〇年代には二位に、アメ
リカ、日本、イギリス、そういう順になりまして、
こんな小さな島国、資源もない島国で、どうして
医療が一位で医学が二位なんということがあり得
るかということが欧米で非常に研究材料になった
ような時期でございました。
しかし、これはそんなに長くは続きません。二
〇〇〇年を過ぎますと、特に日本の研究が落ちて
まいりまして、それからいわゆる大学力が低下し
てまいりました。これはいろいろな原因がござい
ます。例えば、経営が物すごく厳しくなって、経
営ということに物すごく重点を置かなければいけ
ない。それから、国からの補助金もぐんぐん減っ
てまいります。消費税もございますし、それから
いろいろな規則もできてまいりまして、規則が厳
しくなる、医療安全であるとか倫理とかいろいろ
なものができてきて、それで、結局、大学でずっ
と研究、診療しながら、それほど魅力を持って、
あるいは生き生きとできないような状態になって
きて、その結果、大学離れが頻繁に起こるように
なりましたし、それから一番顕著なのは、留学者
数が激減しております、今。
このような、大学が低下してくるということは、
これは本当に大事な問題で、僕のように五十年お
りますとはっきりそれが見てとれるわけですね、
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大学力が下がってくると。
それで、今回のキーワードでございます。私の
ここのキーワードは、教育機関である大学が機能
しないことにはきょうのテーマもうまくいかない
のではないか、しかし、大学としての機能はこれ
以上落とせない、こういう二つの問題がキーワー
ドなんです。
まず、地域医療対策協議会。これは、都道府県、
大学、医師会が込みになっていろいろ練るわけで、
これは非常に重要な役割を果たすわけでございま
すけれども、これにも、やはり人を動かすことが
基本になりますので、十分に大学の意見を取り入
れて、大学のことを考慮しながらこの会を進めて
いかなければならないだろうと思います。
それから、医師養成過程。この地域枠は極めて
重要でございますし、現在行われておるのであり
ますが、これも、大学にはできるだけ負担がかか
らないようにしたい。それから、この地域枠自身
も、大学にとって非常に役に立つということでや
っていくことが非常に重要ではないかというふう
に思っております。
それからもう一つ重要なことは、専門医制度と
地域医療の関係でございます。
あえて言いますと、専門医制度というのは、専
門性を持った医師をつくるということと医学とい
う学問のために専門医制度というものはできたわ
けでございまして、これは地域医療のためにある
ものでは必ずしもございません。ですから、地域
医療はあくまで行政の問題でございまして、しか
し、新専門医制度によって地域医療が悪化するこ

とは避けたいというふうに考えておるわけでござ
います。そのためには、専門医機構というものが
非常に責任のある状態になるわけでございます。
現在、先ほども話がありましたけれども、医師
数はずうっと増加しておりまして、十八大学がで
きたことと同じぐらいの医師数が増加しておる、
それにもかかわらず医師偏在はますます顕著にな
っておるということが現状でございまして、これ
は、平成十六年に始まりました新医師臨床研修制
度が地域医療の崩壊に大きな影響をしたのではな
いかということが一般的に考えられております。
臨床研修医と卒業生が都道府県にとどまる率が激
減いたしまして、大学に人が残らなくなったとい
うのが大きな原因でございます。
米国やドイツのように、学会と医会とが一体化
しておりまして、自分たちの権益を守るために、
自浄的に地域の医師と数をコントロール、診療科
をコントロールする、こういうシステムをやって
いる諸外国もございますけれども、これも日本で
は一つの方法として考えるべきであろうと思って
おります。
さて、最後になりますが、医師の偏在、これは、
大学がどのように動くかによって大きく影響され
てまいります。しかし、それによって大学の機能
低下を招くことは、日本の医学、医療にとって更
に深刻な事態になるということを私の締めくくり
の言葉といたしたいと思います。
ありがとうございました。（拍手）
○髙鳥委員長 ありがとうございました。
次に、門田参考人にお願いいたします。

○門田参考人 ただいま御紹介いただきました、
日本医学会連合、医学会の会長をしております門
田でございます。
私は、今のお二方の参考人の方と少し見方を変
えて、医学会ということを、ある学術団体として、
どこかの職能団体というよりも、学術団体として
の御意見としてお話しさせていただきたいという
ふうに思います。
まず最初に、少しだけ時間をいただいて、医学
会連合と医学会という話をしたけれども、何なん
だそれはと多分多くの方が思っていらっしゃると
思いますので、お話だけ簡単にさせていただきま
すと、医学会というのは一九〇二年にスタート、
日本医師会が日本全体の組織になったのが一九一
六年、戦争に負けますまではこのままの状態で並
列してきた。
そして、一九四七年、敗戦後、医師会の方が解
散させられ、我々はそのまま、医学会の方は残っ
ておったということですが、一九四八年、昭和二
十三年に、ＧＨＱによりまして、医師会に学術的
な機能を持たすためということで、医学会が一方
的にこの中に統合されたということでございます。
こういう状態で六十五年続いておったんですが、
二枚目を見ていただきますと、六十五年、真ん中
のこの関係でございましたけれども、しかし、こ
こで私たちが考えたのは、医学会というものは学
術団体であって、必ずしも医師会の中に入り切る
というものではないほかの仕事があるんだという
ふうなことから、一般社団法人化しようというふ
うなことでございます。
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そして、本来であれば独立するような格好の、
上の方に行こうか、こういうふうなことを考え、
しかし、結果的には下のような状態で、一部は医
学会として医師会と一緒に動く、そして一部は医
学会連合としての動きをするというふうな形で、
何とか学術的なことをもっとメーンに発信し、行
動するということになったということを、前もっ
てお話しさせていただきたいというふうに思いま
す。
本日は、専門医制度をどう考えるかというふう
なことを中心にお話しするよう伺いましたので準
備しましたが、簡単にだけ述べさせていただきま
すと、その次に、我が国の専門医制度の歩みとい
うことで、歴史的なことを書いております。これ
はまたゆっくり見ていただくことにして。
問題は、歴史的には、とにかく専門医制度、認
定医制度がスタートする、しかし、それがばらば
らであったのでそれを何とか統合しよう、こうい
う流れがあった。そして、途中で厚生省の方の、
専門医制度というものを認め、そしてそれを広告
できるようにするというふうな感じになったとき
から一気に話がおかしくなってきた、こういうこ
とでございます。
その次の三者懇談会は、これはパスします。見
ていただきたいと思いますが。
その後、平成十一年に学術会議が、本来の専門
医制度とはということを、非常に的を得たまとめ
を出されたということがございます。これは見て
いただくことにしたいと思います。
しかし、その次、専門医資格を認定する団体の

基準ということで、厚労省が平成十四年に出した。
ここで学会の基準を決定したというふうなことで、
専門医の資格ということよりも、認定する団体の
ことが中心に、外形基準と言われますけれども、
こういうものがスタートしたというふうなことか
ら、その次の図を見ていただきたいんですが、こ
れは十年ほど前に自分が関係していた学会の専門
医制度です。ですから、どこまでが、学会さんは
わかるけれども、私たちにかかってくる患者さん
たちにとって、何の専門がどういうことになって
いるのか、それ同士がどうなっているかというこ
とがなかなかわからないというふうな状態が続い
ておったということであります。それには問題が
ある、これは医師会の意見ですが、そういうもの
を出されました。
そこで、当時の、前の機構の方で、専門医制評
価・認定機構というふうな機構の名前でございま
したけれども、前の機構では、あり方委員会とい
う、もう少し真剣にこれを取り組むというふうな
ことから委員会が立ち上がった。そして、そこで
方針としたのは、結局は、質の高い医療を受けら
れる、患者さんにとって質が高い医療が受けられ
るんだ、こういうふうなことが何よりもまさる大
切なことなんだということであります。そういう
ふうなこと、先ほどの三宅参考人のお話もござい
ましたけれども、何はともかく、それがメーンの
目的であるということであります。
それで、その図を見ていただきますと、医師の
育成の過程ではいろいろな段階がある。だから、
どこでどう線を引くかというのは簡単にできるこ

とではないということ。そして、その次の棒グラ
フを見ていただきますと、また病院の状態によっ
ては、こういうふうに外科医の数がとんでもなく
違う。そして、それを一つの専門医という名前で
どうするのかというふうなこと。そうすると、数
の多いところの発想よりも、本当に現場、医療の
現場で働いている人たちがどうあるべきかという
ことを考える必要があるというふうな意見に集約
されつつあるということでございました。
そこで、その次にありますけれども、プロフェ
ッショナルとスペシャリストというのが皆さん混
同してしまっている。学会が育成しているものは
スペシャリストである。それから、制度全体で、
医療制度の中で基盤をなすのがプロフェッショナ
ルであって、スペシャリストとプロフェッショナ
ルというのは一緒にはできないんだという認識を
しっかりすべきだということを打ち出した。
そういうふうなことがございまして、専門医制
度の基本設計に関する提言という提言をまとめた
のでありますが、そこで一から七まで挙げており
ますけれども、一番重要なことは、学会単位の制
度から診療領域単位で学会を超えたものであると
いう形にするならば、それを認定するのは学会で
はない、第三者機関だというふうに、それを中心
に考えていくべきであるというふうなことをやり
ました。当然ながら、学会ではないので、日本国
全体の中で適正数ということを検討していかざる
を得ないじゃないかというふうなことになったと
いうことであります。
そして、医師のインセンティブは何かというふ
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うなディスカッションもございました。今は自由
標榜科となっておりますけれども、やはり標榜科
と専門医領域というのが一致するというのは当然
の方向ではないかというようなディスカッション
等もありました。そういうふうなことから、旧機
構の中ではこの方針が認められたということでご
ざいます。
そして、その次の、小さな字、右に組織図を描
いているのがありますが、これだけではだめだと
いうふうなことから、日本医師会にも加わってい
ただいて、もう一回第三者機関検討委員会という
のを立ち上げたということであります。その委員
長を拝命したわけですが、そういうディスカッシ
ョンをしながら今回の新しい機構のあり方を検討
したということであります。
そういうふうなことで、その次にありますけれ
ども、厚生労働省の中での専門医の在り方に関す
る検討会の中間まとめ、結果的には、先ほど申し
ましたように、第三者機関というものの設立とい
うことでスタートしたということであります。
そういうふうなことで来て、いろいろな紆余曲
折がございまして、今回新たにスタートしたとは
いえ、初期のこういう大きな本当に理念的な考え
方が少し薄れてきている嫌いがあるのではないの
かということを、少し心配しているということで
あります。
そして最後に、先生方皆さん御存じのことを申
し上げて大変失礼ですけれども、福沢諭吉の「文
明論之概略」の第一章のところ、「議論の本位を
定る事」ということは非常に私は大切なことだと

いうふうに思いますので、これを添えておきます。
議論の本位を定めざれば、その利害得失を談ず
べからず。城郭は、守る者のために利なれども、
攻むる者のためには害なり。ゆえにこれらの利害
得失を談ずるには、まずそのためにするところを
定め、守る者のためか、攻める者のためか、その
主とするところの本位を定めざるべからず。利害
得失を論ずるは易しといえども、軽重是非を明ら
かにするは甚だかたし。一身の利害をもって天下
のことを是非すべからず、一年の便不便を論じて
百歳のはかりごとを誤るべからずということを百
五十年ほど前に書かれているということから考え
て、私は、専門医の育成というのは、先ほどの方
と一緒です、育成は育成がメーンなんです。それ
をほかのことで、育成のことを忘れたディスカッ
ションをするということは、私は許されないので
はないかというふうに思っております。
そういった意味で、全体を通して私の考え方を
申し上げさせていただきますと、今、世の中、分
化と統合という言葉がよく使われますけれども、
分化の方向ではだめだ、常に、統合して全体でど
う見るか、統合の方向を目指すということが必要
になります。
そしてもう一つ。氷山の一角と言うことがよく
ありますけれども、氷山の見えるところ、表面と、
それから深部の見えないところで非常に重要なこ
とをやっているということ、その構成をしっかり
見て、我々が何に向かって何をするのかというこ
とが必要ではないかというふうに常に思っており
ます。

例えば、偏在の問題でもそうです。地域が崩壊
してきている、そしてそれから医師の偏在も生じ
ているというバックがあるということを忘れては
ならないというふうに思います。ですから、これ
は社会全体の大きな構成でございます。
また、診療科の偏在を考えますと、例えば診療
報酬だって、高いものをみんな狙いたがります。
そうすると、専門性の高いところとか高い手術と
いうふうなことです。でも、一番必要なことは何
でしょうか。病気の治療も大切ですけれども、予
防の方がもっと大切なんです。社会全体を見る、
地域全体を見るというふうなことに配慮した診療
報酬体制になっているでしょうか。
私は、人間がどういう行動を起こすかというこ
と、確かに個々の問題もありますけれども、その
点についての、そういう方向に対して大きな意味
での政策を打つということをぜひやっていただき
たいというふうに思います。
過去に総合診療部という新設部がありましたけ
れども、残念ながらこれは失敗に終わったという
ことだと思います。ぜひ、全体としてどうあるべ
きか、考えていただきたいと思います。
どうもありがとうございました。（拍手）
○髙鳥委員長 ありがとうございました。
ただいま猪口参考人が到着されましたので、御
紹介をいたします。
猪口参考人におかれましては、御多用中のとこ
ろ御出席をいただきまして、まことにありがとう
ございます。どうぞよろしくお願いいたします。
（拍手）
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それでは、議事を続行いたします。
次に、本田参考人にお願いいたします。
○本田参考人 本日は、大変貴重な機会を与えて
いただきまして、ありがとうございます。十分と
いう時間ですので、皆さんのお手元の資料の順番
に御説明をさせていただきます。
まず、私は十六年前からずっと日本は医師不足
であるということを訴えてまいりましたけれども、
きょうのこの一ページ目、医師不足、正確な診断
が本当にできているのかということをちょっとお
話ししたいと思います。
実は、私が医学生の四十年以上前から、将来医
師は余るとずっと言われていました。四十年間、
医師が余ると言って、今でも医師不足の問題が続
いているということは、正しく診断されていなか
ったのではないかな。例えば、外科で急性腹症、
お腹が痛いという患者さんがいらしたときに、緊
急に手術をしないと助からない方をそのまま四十
年間点滴をしていたらどうなるでしょうかと私に
は見えるわけですね。ということで、それをこれ
から説明していきたいと思います。
主なポイントは、まず、一ページ目にも書いて
おきました。医師をきちんと実働数で把握してく
ださい。頭数はだめです。高齢の医師まで一人は
だめ。
あと、二番目。医師不足、地域の偏在と専門家
偏在、それから高齢者の増加率をちゃんと考慮し
てください。救急医が全くいなければ、一般医が
救急医のかわりもしているわけですね。それでは
その場で働きたくなくなるのは当たり前です。

三番目、実効性ある具体策をとってください。
フィジシャンアシスタントです。欧米では既に導
入されております。これを日本でこそ導入すべき
だということを御説明したいと思います。
あと、四番目、やはり医療機関が赤字で潰れる
ようでは話になりません。埼玉県の私の近くの病
院も赤字で売却になりましたし、先生方御存じだ
と思いますけれども、今、都立病院も赤字で独法
化が迫られています。赤字の病院が悪いのか、診
療報酬の点数が安いのが悪いのか、ちゃんと考え
てもらいたい。それがきょうの私のポイントでご
ざいます。
では、次に二ページ目に移ります。
これは簡単に触れますけれども、二〇〇五年か
ら既にＯＥＣＤも、日本が医師不足になるんじゃ
ないかということをＯＥＣＤが心配してくれてい
るんですね。
この下の下線をごらんください。これもまだ日
本では知らない方が多いんですけれども、世界の
国では必ずしも医学部の定員を決めているわけで
はないんです。日本は医学部定員を決めているん
ですから、不足なく育成する義務があるんじゃな
いでしょうか。どうでしょう。これが私のまず言
いたいところでございます。
次のページをごらんください。
これは全国の人口当たり医師数でございます。
日本では、多くの場合、人口当たり医師数を見て
偏在が問題だと言われますけれども、ごらんいた
だくように、日本の平均は、この黒い線ですね、
今、日本は三十二万人近くいます。これをＯＥＣ

Ｄの単純平均と比較しますと、日本は十万人足り
ません。しかも、日本で一番多い徳島、京都、高
知も、ＯＥＣＤの平均にも追いついていないんで
す。これを偏在だと言うのはちょっとおかしいん
じゃないか。これをまず考えていかなくちゃいけ
ない。
この三十二万人で十万人足りないということは、
今現在、日本の医師は、本来、ＯＥＣＤ平均並み
にいるとすれば、四十二万人いなくちゃいけませ
ん。ただし、先生方御存じのように、日本は世界
一の高齢化社会ですから、本当は平均より多くい
なくちゃいけないんですよ。この四十二万人とい
うことをよく御記憶いただきたいと思います。
次のページをごらんください。
ところが、いろいろな調査機関が試算すると、
三十八万人いるともう余るということになってし
まうんですね。これはどうなっているんでしょう
か。日本の医師だけがどうして少なくて済むのか。
時間の関係で細かいことは割愛しますけれども、
これが今の日本の試算で、四十年前からこういう
試算がなされてきたのではないかなと心配でなら
ないわけでございます。
その次のページをごらんください。
それで、実は、私は、日本の場合、先ほども申
し上げたように、高齢の医師まで一人としてカウ
ントされているんじゃないかということを懸念し
ましたけれども、かつて、二〇〇六年の医師の需
給検討会でも、日本だけが八十歳以上の医師の週
間労働時間のデータを出しておりました。
今回のこのページをごらんいただければわかり
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ますけれども、二〇四〇年、八十歳、九十歳はも
う当たり前で、百歳、つまり亡くなるまで医師と
して働く意思がある人は頭数に入っていて、しか
も、その右上をごらんください、九十歳以上の人
が週に三十時間働くことになっているんですよ。
これだったら、救急外来に来て、九十歳の人が目
の前に来たら、どっちが患者さんなんだかどうか
わからなくなってしまわないでしょうか。これも
ぜひ先生方に考えていただきたいと思います。
その次のページをごらんください。
これが、今申し上げた、二〇〇六年の医師の需
給検討会に出たデータで、右側のグラフをごらん
いただければ、ほかのイギリス、フランス、ドイ
ツが六十歳以上の医師のデータしかないのに、日
本だけ八十歳以上の医師が出て、しかも三十時間
いる。ほかの国では、医師になると、やはり七十、
八十になると引退できるんじゃないかなと想像い
たします。日本の大手企業もみんな引退している
のに、何で医師だけ九十歳以上まで働かなくちゃ
いけないんでしょうか。これが問題だと思います。
続いて、ごらんください。
今、いろいろな方々が医師の労働時間をおっし
ゃっていますけれども、幸いというか残念という
か、今の若いドクターは、当然ですけれども、ワ
ーク・ライフ・バランスを考えながら将来の科目
を選択しようとしています。私も六十歳以上に入
りますけれども、私なんかは、外科が忙しいから
なんて全く考えないで、すぐ移植外科医を目指し
てしまいました。
今、医師の需給を考えて、時間を考えている人

たちは、結構高齢の方が多いんですね。自分が働
かないのに、若手の医師にだけ自分と同じように
働かせるというルールを決めて、皆さん、どうな
るかは、それはもう説明が必要ないと思います。
次のグラフをごらんください。
この二十年間の各科の医師のふえぐあいです。
これがまさにワーク・ライフ・バランスを考えて
いる結果と言えませんか。この二十年間、いろい
ろな診療科がふえているのに、外科も産婦人科も
ふえていません。これで長時間労働したらどうな
るでしょう。若い人は外科とか産婦人科に行くん
でしょうか。これはちょっと考えればわかること
ですね。逆に、ほかの科がふえているのに、ほか
の科が余ったという話は聞かないでしょう。これ
は医師が絶対数不足だからなんですよ。
それは、勤務条件がいいか、教育条件がいいと
ころに行くのは当たり前です。私も、今医者にな
れば、そこから考えますので。それをぜひ検討に
入れていただきたいと思います。
次のページをごらんください。
これは先ほど申し上げた地域別の高齢者増加率
ですね。この丸で囲んだところは、千葉、埼玉、
神奈川などがありますけれども、これは、今既に、
現在、全国で一番医師不足の地域です。ここで高
齢者の増加率が二〇〇％近くになるわけですね。
すると、爆発的な医療需要が増大します。これで
医師を二、三年後から減らすという話が出ている
と聞いて、私は本当にびっくりしているんですけ
れども、こういう状況で大丈夫なんでしょうかと
いうことでございます。

その次のページをごらんください。
これが、私が先ほど強調した実働数でございま
す。年をとっても、医師として働いているという
意思表示さえすれば一人としてカウントするので
はなくて、もしその人が一週間に臨床医として、
これがポイントです、臨床医として十時間しか働
いていなければ、四人足して一人でしょう。週に
四十時間だから。そういうカウントをして考えな
いと、いつまでたっても正しい診断ができません。
診療の現場では、毎日でも、必要だったら血液検
査するわけですから、実働数でカウントするぐら
い、やる気があればすぐにでもできます。これを
やっていただきたい。
その次のページ。幸い、厚労省の検討会などで
も、タスクシフティングと言われまして、フィジ
シャンアシスタントの導入などがうたわれており
ます。
フィジシャンアシスタント、次のページをごら
んください。これは私の東京女子医大の後輩の河
合先生という方からもらったんですけれども、ア
メリカでは、フィジシャンアシスタント、ナース
プラクティショナーなど、医師を補助する職種が
あります。
その次のページをごらんください。
これはちょっと時間の関係で簡単に申しますけ
れども、人口当たり医師数が多いアメリカでさえ、
そのフィジシャンアシスタント、ナースプラクテ
ィショナーがもう三十万人以上活動しているんで
すね。こういう人たちは医師不足の地域から入っ
たと聞いております。すぐにでも医師不足の地域
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にこういう人を補充して、その地域の医師の働き
方を改善しなければ、その医師はそこに定着する
んでしょうか。
その次のページをごらんください。これはフィ
ジシャンアシスタントがやっていることで、ちょ
っと時間の関係で詳細は避けますけれども、こう
いうことをやってくれる人がいれば、医師の労働
環境はかなり激減するというか、すごくよくなる
と思います。
その次のページをごらんください。これは世界
の医師数ですけれども、日本は残念ながらＧ７で
人口当たり医師数は今でも最低でございます。そ
れで、一番左側にドイツ、Ｇ７で一番人口当たり
医師数が多いドイツでも、フィジシャンアシスタ
ントを何と十年前から導入しているんですよ。日
本で導入しないという手はないでしょう。今すぐ
にでもやっていただきたい。これは私、十数年来
活動してきたお願いでございます。
その次、先ほど申しました、都立病院が独法化
されたり、病院が赤字でなくなる。今も西日本で、
府中北市民病院、私は昔行ったことがありますけ
れども、やはりもう急性期病院がなくなる、やは
りその原因も医師不足などなんですね。
一方、日本の薬価、あと薬剤の医療費、院外処
方、あとは損税の問題。病院が経営が赤字だった
ら、皆さん、医師の待遇をよくするために医療秘
書を雇うことだってできないんですよ。病院の経
営を担保してあげなければ、医師の働き方改革な
んか絵に描いた餅でございます。
最後のページでございます。一番上、これは中

国の言葉にあるようですけれども、小医は病を医
し中医は人を医し大医は国を医す。先生方は大医
のお仕事をされているわけですね。やはり我々、
医療現場で必死に医師が過労死まで覚悟して働い
ていても、大医の先生方が日本をよくしてくれな
ければ何にもよくなりません。正確な診断をもと
に実効性ある対策をしていただきたい。
下の四つの項目は、先ほど申し上げました。
一番最後、実は私、生活保護の関係の裁判なん
かも応援しているんですけれども、日本はクール
ジャパンといいますけれども、コールドジャパン
なんじゃないか、冷たい日本じゃないかと。本当
の意味でクールジャパンと言えるように、先生方
の活躍を期待したいと思います。
どうもありがとうございました。（拍手）
○髙鳥委員長 ありがとうございました。
次に、猪口参考人にお願いいたします。
○猪口参考人 全日本病院協会の会長を務めてお
ります猪口と申します。
今、全日病は、二千五百以上の民間病院を中心
とした団体で、全国におります。昨夜、ちょっと
徳島の方で講演をしておりましたので、きょう一
番で帰ってまいりましたが、少しおくれてしまい
ました。申しわけございません。
それで、きょう特に資料を用意していませんけ
れども、全日病として、今回の医療法及び医師法
の一部改正についてさまざまな意見がありました
ので、その辺を集約してお話しさせていただきた
いと思います。
まず、医師の偏在についてです。医師の偏在と

いうのは、地域の偏在だけではなくて、診療科の
偏在、それから専門医の偏在、それからもう一つ
は病院と診療所間の偏在というのがございます。
外来機能の偏在については、今回の法律の方で、
地域の医療関係者等において機能分化、連携につ
いて協議を行うというようなことが書かれており
ます。方向性としてはよいと思いますが、その実
効性について、ぜひ実効性のあるものにしていた
だきたいというふうに考えております。
それから、医師の養成数ですが、二年間変更は
ないということにとりあえずはなっておりますけ
れども、医学部入学において、地域枠、地元枠と
いうものが今回活用されるということで、将来の
医師の偏在是正に対しては非常に有効と考えます
ので、この地域枠、地元枠についてはぜひ進めて
いただきたいというふうに考えております。
それから、医師の需給問題ですけれども、これ
については、専門医制度とか現在今議論されてお
ります医師の働き方、そういうところで需要がど
んどん変化してまいります。したがって、これら
の関連する問題を総合的にちょっと議論していた
だかないと、それぞれ、医師の需給だ、働き方だ、
専門医制度だとやっていますと、どこかに必ずそ
ごが生じてしまいますので、これらは総合的に議
論する必要があると思っています。ぜひそのよう
な方向でお願いしたいと思います。
そして、こういうような弾力かつ実効性のある
医師の偏在対策、これを行わない限り、医師の不
足は今後も続きますので、即効性のある対策がな
い限りは医師の養成数は減らすべきではないとい
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うふうに考えております。
続きまして、専門医制度について少しお話しし
たいと思います。
この専門医制度、ことしからスタートしたとい
うことですが、ぜひ、地域医療をどのように確保
していくかという観点からこちらも考えていただ
きたいと思います。
専門医の育成ということで今スタートしており
ますが、どうしても大学病院とか基幹病院、そう
いうような大規模病院において専門医を育成する
ということが中心になるわけですけれども、専門
医をとった後、その後また更新ということもしな
きゃいけません。このような場合に、地域医療に
おいてさまざまな、必ず皆様が大規模な病院で働
いているわけではないので、地域医療を確保する
という意味では、専門医の更新においては、いろ
いろな方法を使ってそれを認めていくという方法
にしないと、地域の末端にまで専門医が行き渡る
ということが不可能になってしまうのではないか
というふうに考えているところであります。
ぜひ、そのような観点で専門医の認定並びにそ
れの更新について考えていただきたいと思ってお
ります。
さらに、総合医のことについてちょっとお話し
させていただきたいと思います。
今回、総合診療専門医というものもスタートし
たわけですが、現在、とにかく日本は超高齢化社
会であります。超高齢化社会では、非常に多くの
疾患を持つ高齢者、それから要介護、要支援の高
齢者、こういう方がもう既にいっぱいいらっしゃ

います。こういう方に医療を提供するときに、実
は、非常に多科に、多くの科にかかって多くのお
薬をもらっている方が本当に多い。これは、私も
臨床もやっておりますので、実際にリハビリテー
ションなんかで来ますと、もう本当に四科、五科
のお薬が、二十種類というような方がざらにいら
っしゃるわけです。
こういう実態を見たときに、それからあと、救
急の場でも、今、科別に専門医が育っている中で、
例えばそういう方が夜、救急なんかを診ますと、
自分の専門以外は診ない、診れないというような
ことも起きてしまうわけです。そういうことを考
えたときに、今後の高齢社会を考える場合に、ぜ
ひ総合医というものに力を注いでいただきたいと
思います。
このような総合医を、主治医といいますか、一
人の患者さんを診るときに、この医師で大まかな
ことは大体診れるということで、どうしても必要
な場合に専門の医師の方にお願いするというよう
な関係をつくるのがよいのではないかと思います。
例えば、ライフという言葉がありますけれども、
これを患者さんの生命というふうに医学では考え
るのが普通ですけれども、これを、生活とか人生、
それがライフであるというふうに考えて対応する
医師が多く必要だと思います。
そして、今、総合診療専門医が今度制度化され
て開始されたことは喜ばしいことではありますけ
れども、この人たちが非常に多く育って、これが
日本じゅうに配置されてくるには非常に時間がか
かります。そこで、今既にもう経験のある医師を、

これは各科の医師ですが、そういう方を総合医と
して、研修を受けることによって総合医として活
躍できる、そういうものを多く用意するというこ
とによって、かなり総合医というのを多くつくれ
るのではないかというふうに考えているところで
あります。
これに関しましては、全日本病院協会も今回開
始しますし、日本病院会も開始しております。多
くのところでそういう試みが行われると、日本は
総合医というものがどんどんできていくのではな
いかなと思っております。
それで、総合医と専門医との組合せ、言うなれ
ば縦割りと横軸を刺した総合医というものの組合
せによって、日本の医師不足若しくは医師偏在と
いうものをある程度解消できるのではないかとい
うふうに考えております。
また、専門医については、ぜひ国全体で、各分
野の必要数、それから地域での必要数、こういう
ことを把握するような方向に行けないかというふ
うに思っております。もしも専門医と総合医の適
正な配置数、地域における適正な配置数というこ
とが設定が可能であるならば、これは強力な医師
偏在対策になるのではないかというふうに考えて
いるところであります。
また、最後に、今回、地域医療対策協議会、地
対協というものがつくられ、そこで、各都道府県
で医師のあり方、そういう配置等々を考えるとい
うことになっております。
ただ、様子を見ておりますと、都道府県によっ
てかなりの差がある。特に、一県一医科大学とい
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うところではもうそこの医科大学の考え方で大分
変わってきてしまいますので、ぜひ、やはり日本
全体でこれが今どういう状態にあるか、指針を作
成して、地域とともに、全体を見る、中央として
のこの対策協議会が必要ではないかというふうに
考えているところであります。
以上、全日本病院協会としての考えをまとめて
お話しさせてもらいました。
どうもありがとうございました。（拍手）
○髙鳥委員長 ありがとうございました。
以上で参考人の方々の御意見の開陳は終わりま
した。
―――――――――――――
○髙鳥委員長 これより参考人に対する質疑に入
ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許しま
す。安藤高夫君。
○安藤（高）委員 どうも、おはようございます。
自由民主党の安藤高夫でございます。
本日は、五人の参考人の先生方、本当にお忙し
い中、ありがとうございました。
私の方からは、五人の先生方に、最初の段階で
すから、御質問をさせていただきたいと思ってお
ります。
今法案の一番の趣旨は医師の偏在問題でござい
ますけれども、しかし、国民医療を守るためには、
医師の偏在と、それから医師の需給問題、そして
また医師の働き方改革、この三つが絡み合ってい
くことが重要だと思います。
この法案が成立したときには、特にこの医師の

需給問題、医師の働き方改革がどのようなふうに
なっていくのかということと、それを進めるため
にはどういうふうにすればいいのかということを、
先生方お一人ずつからお話をお聞きしたいと思い
ます。
○片峰参考人 先ほども申し上げたと思うんです
が、今、医師の需給予測をする場合に最大のポイ
ントは、医師の働き方がどうなっていくのかとい
うポイントだと思います。そういった意味では、
分科会では幾つかの設定を、予想される設定をい
たしまして需給予測をしたということでございま
す。
今後、本法案が通ってということになると思い
ますが、平成三十一年の三月の段階で、現在の働
き方改革実行計画における医師の時間外労働規制
等に関する最終結論が出るということを伺ってお
ります。その結論に従いまして一つまた予測をや
り直す、それに基づきましてまた対策を検討する。
さらに、今回の改革の実施状況、あるいはその成
果も横目で見ながら、ＰＤＣＡサイクルを回して、
新たな偏在対策に対応していくということになろ
うかと思います。
○三宅参考人 医師の働き方改革と医師の偏在に
関しましては、やはり、私、大学を中心に述べさ
せていただきたいんですけれども、医師の偏在を
防ぐには、大学を中心に人を派遣する必要がござ
います、偏在地にですね。そうしますと、大学の
スタッフが十分に確保されていないと、自分の大
学もちゃんとできないという状態になりまして、
大学のスタッフをそろえて、それでもちろん余裕

があれば地域医療にどしどしと人を送りたいので
ありますけれども、先ほども申しましたように、
そこで大学の機能が落ちるようですと、これは本
当に大変な問題でございまして、その辺を十分に、
まず土台をしっかりそろえて偏在に対処したいと
いうふうに考えております。
働き方改革も、大学のことで働き方改革を述べ
ますとまた随分長くなる、いろいろな要素がござ
いますので一概には言えませんけれども、これか
らどうなるかということをよく見きわめて、大学
サイドとしては地域に人材を送りたいというふう
に、送ったらいいんじゃないかというふうに考え
ております。
○門田参考人 私は、この働き方改革を考えると
きに、考え方として大切だと思うのは、いわゆる
一般企業が、労働者と経営者がいるという一対一
の関係で利益をどう配分するかというふうな形に
考えるというものと、我々のように、労働者とい
うのか医療者と、それから経営サイド、それから
最も大切な第三者としての患者さんという、この
三角の中でどうやっていくかということは意味合
いが違ってくる。方向性はわかるんですが、意味
合いが違ってくる。
当然ながら、いわゆる今の労使の関係を一般企
業で考えるというような形で解決ができないもの
があるという、ほかにも問題が出てくるというこ
と。多くは、先ほども出ておりましたけれども、
やはり、それに伴う費用がどうなっていくか、そ
れを抜きに考えるというのは難しい。一方、医療
は、全て国家統制の診療報酬という決められた形
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の中でやっている。
ですから、私が申し上げたいのは、同じ土俵で
考えるという制度をこのまま続けていくというの
はなかなか解決するのは難しい、これはきれいに
分けて検討する方がいいんじゃないのかなという
ふうに、今の段階でそれが通るのかどうかわかり
ませんが、私は強くそれを要求したいというふう
に思っております。
以上です。
○本田参考人 安藤先生、この医療法に関してで
よろしいんですよね、どう考えているか。（安藤
（高）委員「はい」と呼ぶ）はい。
まず一つは、私、一定の勤務経験、地域で経験
した人じゃないと、簡単に言うと院長になれない
というのを見てびっくりしました。今の若い人が
院長になろうなんて思わないと思いますよ。大体、
医師を集めるのが大変。赤字、何かあったらテレ
ビの前で頭下げなくちゃいけないんですね。私も
外科医だからこの際すぱっと言わせてもらいます
けれども、院長にはなりたいと一切思いませんで
した。あと、この間、東大の駒場の学生さんにお
話したら、将来医師になろうかと思ったら、親に
過労死するような職業にはなるなと言われたと。
さすが東大ですけれども、自分は裁判官になると
いう人がいました。ですので、この文言を見たと
き、いかに実態がわかっていないんだなというこ
とがわかって二度びっくりでした。
あともう一つ、地域にいろいろな権限を与えて
くださる、これはありがたい。ただ、地域に権限
を与えても、必要な医師がいなければできないで

しょう。例えば、入院したときにパズルをすると
きに、半分ぐらいないパズルを一生懸命自分でや
っていいよと言って、ピースがないのをできます
か、皆さん。リソースがないんだから。だから、
お金と医師をちゃんとふやさないとだめというの
が、これを見た正直な印象でございます。
済みません、外科医なものですから、すぱっと
言わしていただきました。
○猪口参考人 では、私の方からは、ちょっと働
き方のことについてお話ししたいと思います。
現在、この議論は進んでいるわけですけれども、
医師だけが特別だと言い切るつもりはないですけ
れども、ほかとはやはりかなり違う職業であるこ
とは間違いない。
特に、応招義務。例えば自分が受持ちになって
いる患者さんが本当に状態が悪くなってお亡くな
りになるときに、果たして、私はちょっときょう
は五時で失礼するよ、後はほかの医師が診るから
というのは、なかなかその家族の心情からして多
分許されない話であろうというふうに思いますし、
例えば手術をした人が夜中ぐあいが悪くなったら、
それはもう診に行かなきゃいけないんだろうとい
うようなことがいろいろあります。
特に、救急の現場とか、あと産科の現場とか、
やはり二十四時間対応がどうしても必要になりま
すし、私どもの全日病の会員からも言われたのは、
北海道の方たちにすごく言われました。今こうい
う流れで、北海道には本当に医師が、札幌以外は
少ないんだ、そういうところにある病院が本当に
応招義務に応えずにいたとすると、少ない医師で

回らなくなったら、もう本当にそこの医療は崩壊
しちゃうよ、本当にそれでいいんだろうかという
お話をいただいております。
ですから、そういうことを考えると、やはり、
よほど慎重に応招義務の件、それからあと自己研
さんにも時間がかかります。これは、ほかの企業
でもそういうことはあると思うんですが、特に生
命を預かるやはり医師として十分な自己研さんを
行わなければいけないと思いますので、そういう
ことを十分に考えて、これからも議論を進める必
要があるのではないかというふうに思っておりま
す。
以上です。
○安藤（高）委員 先生方、どうもありがとうご
ざいました。
地域医療を守っていくためには、もちろん医師
の健康を考えていくことが非常に重要ですけれど
も、この医師の働き方改革というのは非常に大き
なウエートを置いているのではないかなと思って
います。我々厚生労働委員会でもしっかり議論を
していきたいなと思っております。
二番目の質問ですけれども、これは本田先生と
猪口先生にお願いしたいと思っています。
日本の場合は、先ほどの話じゃありませんけれ
ども、医師の長時間労働が行われている。その中
でも、従来だったら、医師じゃなくていい仕事が
いっぱいあると思うのです。また、すごく今書類
類が多いということです。でも、具体的に今出て
いるタスクシフティングを行うため、それでまた
具体的にそれをスムーズにいかせるためにはどん
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な方法があるかということを、先ほどちょっとＰ
Ａのお話もありましたけれども、ちょっと突っ込
んでお話を聞きたいなと思いますので、どうかよ
ろしくお願い申し上げます。
○本田参考人 皆さん、それでは、先ほど私がお
渡しした資料の十四枚目なんですけれども、「勤
務医の負担軽減策」というところで、ちょっとご
らんいただければ、これは「スタンフォード大学
移植外科部門における分業体制」とありますけれ
ども、ここに、病棟における医師補助職、特定看
護師の担う職務というのがございます。例えば、
回診、手術助手、スタッフ、患者、家族への教育、
ガイドライン実施の促進活動、研究活動というこ
とで、日本でしたら医師自身又は若手の医師が全
部やっていることを、向こうではフィジシャンア
シスタントがやってくれるわけですね。
前にも聞いたんですけれども、ある私立大学、
都内の方が私の勤めていた病院に勤めるかどうか
という話を聞くと、まさに都内の若手の又は中堅
ぐらいの医師はアメリカのフィジシャンアシスタ
ントの仕事をしているんですよ。しかも手術は余
りできない。これでは外科医になり手がないです
ね。
ですから、やはり医師不足の地域こそ、厳しい
環境の労働環境の科こそ、こういうフィジシャン
アシスタントを導入して、長くそこで働いている
と若手の医師よりもなれます、だって、同じとこ
ろで働いているんですから。こういう人を一刻も
早く導入していただきたい。ぜひそれをお願いし
たいと思います。

以上です。
○猪口参考人 御質問のタスクシフティングのこ
とですが、考えられることは幾つかあると思いま
す。現在でも、医師事務作業補助者という方がお
ります。大分なれてくると、いろいろな書類とか、
いろいろなことを任せられるようになりますので、
ここら辺を診療報酬上でも強化していくというこ
とは必要かと思います。
あとは、よく言われている、今お話出ましたナ
ースプラクティショナー若しくはフィジシャンズ
アシスタント、ナースプラクティショナーに関し
ては、特定看護、教育を済んだ看護師さんがだん
だんふえてまいりますと、そういうような道がで
きてくるのかなという気がしております。
ただ、ＰＡに関しましては全く新しい資格で、
これをどうつくるかということを考えなきゃいけ
ないんですが、一つ、こういうことはあり得るか
なと思っております。今、救急救命士という方が、
大学が多くできて、資格を持っている方がいらっ
しゃいますけれども、これは消防の救急の場面で
しか今その資格は使えないことになっています。
これを一定の要件のもとにＰＡのような仕事をし
ていただくというようなことは可能になってくる
のではないか。
そういうさまざまな方法を使ってこのタスクシ
フティングを行っていかなければいけないと思い
ますし、それからあともう一つは、書類とかがや
はりどんどんどんどんふえております。これを、
例えば診療報酬上似たような書類を一本にして、
少し簡素化していくということも実は非常に重要

なのではないかなというふうに考えております。
以上です。
○安藤（高）委員 どうもありがとうございまし
た。
今お話を……（本田参考人「関連して」と呼ぶ
）はい、じゃ、よろしいですか、本田先生。
○本田参考人 今、ＰＡに救急救命士さんがいい
という話があって、私もそれは賛成なんですが、
もう一つ、すごい候補があるんです。臨床工学技
士さんです。
今実際、臨床工学技士さんという方は、一九八
六年ですか、法制化されて現場で活躍しているん
ですけれども、御存じのように、看護師さんと違
って、病院に何人いなくちゃいけないというのが
決まっていないみたいなんですね。ですから、彼
らは院内で働いていて更に活躍したいという希望
を持っているということを、この間、私はある臨
床工学技士の学会で聞いてまいりました。ですの
で、そういう職種さえつくっていただければ、手
を挙げてくれる人はたくさんいると思います。
あと、ナースプラクティショナーもいいんです
けれども、うまくいっているところはいいんです
けれども、御存じのように看護師さんは不足して
おりますから、現場の看護師さんに何回もそれは
やめてということをあちこちで聞いていますので、
爆発的にふやすのであればフィジシャンアシスタ
ントがいいということをちょっと追加させていた
だきます。
ありがとうございます。
○安藤（高）委員 どうもありがとうございまし
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た。
今お話を聞いていても、各職種の需給問題、そ
れからまた業務分掌の拡大も含めて、さまざまな
規制緩和というものをきちっと整備していく、そ
してそれに対する予算もつけていくということが
重要ではないかと思います。そこら辺もきっちり
また我々で頑張っていきたいなと思っております。
時間もないので、最後ですけれども、猪口先生
の方に、先ほど総合医のお話がございました。本
当に、特に医師の少ないエリアでは一人の医師が
さまざまな診療を行うということが必要になって
くると思うんですけれども、先生の全日本病院協
会で今やろうとされている総合医の研修の内容に
ついて、ちょっと詳しくお話をしていただければ
と思います。よろしくお願いします。
○猪口参考人 どうも御質問ありがとうございま
す。
全日病では、ちょうど実はあすが開始日になる
んですが、ことしから総合医研修というのを始め
ました。
総合医といっても、どこかに集めて一年間教育
するというのではなくて、それぞれの病院に勤務
しながら、土曜、日曜を使っていろいろなことを
学んでいただきたいということで、一つは、いろ
いろな科のエッセンスをケーススタディーを中心
にやっていくということはもちろんあるんですけ
れども、そのほかに、これにつきましてはプライ
マリ・ケア連合学会若しくは筑波大学の方に実は
お願いをしておりまして、筑波大学でつくってい
るノンテクニカルスキル、いわゆるテクニックだ

けを学ぶのではなくて、もっと医師として、若し
くは、医師はやはり職場ではそれぞれの方を引っ
張っていく立場にもありますので、そういうよう
な、ある程度の中間管理職若しくはその上として
どういうようなスキルを身につけるか、そういう
ところも実は学んでいただくというようなコース
になっております。時間がある方が一生懸命やる
と一年間で終えることはできますけれども、なか
なか普通は勤めながらだと難しいので、二年ない
しは三年かかってでもコースを修了していただく
というようなことを考えております。
また、そういう方が徐々にふえることによって、
それぞれの病院でもいろいろと受け持つ範疇、あ
とそれから、病院は今、地域では、例えば介護職
とかケアマネジャーとか、ほかの施設との連携と
いうのが非常に重要になります。ともすると、医
師は余りそういう連携に一生懸命ではない方も多
いんですけれども、そういうことも学んでいただ
いて、多職種の地域における連携、こういうこと
も少し学んでいただくということも考えておりま
す。
そういう多面的に総合医を育てたいというふう
に考えておりますので、よろしくお願いしたいと
思います。
○安藤（高）委員 どうもありがとうございまし
た。
よく聞く話では、私も経験していますけれども、
医師に問題があってチーム医療が保てなくなる、
あるいは、特に医療と介護の連携、ケアマネジャ
ーさんとの関係が壊れてしまうということをよく

聞きますし、あることですから、医師が組織のマ
ネジメントの能力を持つということは、これは非
常に地域の医療と介護の連携にもいいのではない
かな、そう思っております。ぜひよろしくお願い
したいと思います。
では、これで私の質問を終わらせていただきま
す。どうもありがとうございました。
○髙鳥委員長 次に、吉田統彦君。
○吉田委員 立憲民主党の吉田統彦でございます。
本日は、参考人の諸先生方にいろいろお話をお
伺いしたいと思います。
まず、三宅参考人にお話を聞かせていただきた
いんです。
医師の偏在、診療科の偏在が極めて大きな問題
になっています。その一因として、先ほど参考人
もおっしゃいましたが、日本の大学医学部の危機
的な状況があるわけであります。ピンチではあり
ますが、これをチャンスに変えていく、そういっ
た工夫が必要だと考えます。
最も大きな問題として私が考えておりますのは、
さっき本田参考人から院長のなり手がいないとい
う話がありましたが、同様に、教授になることや、
大学の研究者、そして大学の勤務医であることに
魅力がなくなってきていると考えられますけれど
も、大学に長くいらっしゃった三宅参考人の御意
見を、なぜその魅力がなくなってしまったのか、
どうすればいいのか、教えていただければと思い
ます。
○三宅参考人 先ほどのスピーチでも申しました
ように、一九九〇年代というのはすごい時代でご
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ざいまして、医療も医学も本当に日本は輝いてお
りました。
二〇〇〇年にヒラリー・クリントンが、どうし
て日本は、こんな小さな国で、島国で、資源もな
いのに、こんなすごい医療、医学ができるのかと
いうことを調べに来たことがございまして、彼女
がたしか国務大臣のときだったと思いますけれど
も、二、三日おりまして、さすが彼女は頭がよく
て、こういう言葉を残して帰りました。彼女が最
後に言った言葉は、ザ・ジャパニーズ・メディカ
ル・ケア・システム・イズ・メーンテーンド、維
持されている、バイ・ザ・セイントライク、聖職
者のような、セルフ・サクリファイス・オブ・メ
ディカル・ワーカーズ、要するに、聖職者のよう
な自己犠牲のメディカルワーカーによって支えら
れていて、これはとてもアメリカではできないと
いうことで帰られたんですね。まさによく見てい
たと思うんですね。
それで結局、大学人というのは、自分が充実し
てやれることがありますと、そんな働き方改革な
んか関係なく働きまくるんですね。それが、やは
り僕は一九九〇年代の日本であったと思うんです
ね。それにはやはり、いろいろ、やれば満足でき
るということを大学でそろえないといかぬわけで
す。
今、ちょっと僕が危機感を感じるのは、そうい
うことが順番に順番になくなってきて、それは大
事なことではあるけれども、余りおもしろくない
ことがいっぱい出てきますと、これは、大学の給
料は高いわけでは全然ありませんし、危険なこと

はいっぱいあります、訴訟もあります。そうする
と、大学に残っていなくて、外の病院、例えば開
業したり外の病院の方が、日本の場合は、給与も
いいし、いろいろいいわけです。
また、今、学会で、結構開業しておる人でも学
会活動が十分にできている人がいっぱい出てきま
した。そうしますと、ますます大学の魅力が低下
してくるわけで、それを何としても、これを立て
直さないといけないなというふうに思っておるわ
けでありますけれども、言うのは簡単なんですけ
れども、なかなか難しいんです。ただ、お国の方
々も、結局、大学というものが崩れるともう全て
がだめになって、大学が崩れたのを直すというの
はそう簡単じゃないんです、これは一遍崩れます
と。
例えば、研究にしましても、当時は、眼科です
と世界で二位だ、それが、もう今は中国にも負け
る、インドにも負けるというような状態になって
きておるわけですね。そんな民族じゃないという
か、一九九〇年代は、要するに日本人が、お金と
かそういうことじゃなくて、満足で頑張った時代
だと思うんですね。それがまた頑張れる環境があ
ったということだと思いますね。
ですから、これからも、何としてもそれを模索
して、地域医療も物すごく大事であることはわか
りますので、そういうことをやりながらも、大学
で満足感が得られる環境をつくりたいということ
で、それにはやはり、いろいろ政府からの補助、
例えば運営交付金にしてもそうですけれども、私
立医科大学は経常費補助金なんか非常に下げられ

ていますし、今、国立に比べますと、私立はもう
本当にわずかです。本当に微々たるもので、その
微々たるものがまた下げられている。本当に、そ
れでどうやって満足が得られるかということなん
ですね、今の大学は。本当に恐るべきことですよ、
これは。留学もほとんど、今本当に減りました。
まあ、そういうことですね。
○吉田委員 ありがとうございます。
今、少しもうお答えをいただいたんですが、医
師が減少している診療科、特に、外科、産婦人科、
小児科、救急の医師をふやすためにどのような政
策をとるべきか。こういった不足する診療科の医
師、特にアカデミアに所属する医師や勤務医師の
処遇を改善するために政府が何をすべきかという
ことを、では、本田参考人、門田参考人、そして
三宅参考人に一言ずつお伺いしたいと思います。
お願いします。
○本田参考人 二言話そうと思ったんですけれど
も、一言にいたします。
まず、やはりマンパワーをきちんとふやすとい
うこと。先ほど申しましたように、医師がふえて
も、ふえている科とふえていない科があるという
のは、絶対数が少ないからなのですよ。
あとはもう一つ、やはり少なくて大変なところ
にはそれなりの処遇をする。ただし、日本で海外
のように、例えば外科にすごく高給を与えるとい
うのは難しいですね。だったら、そういう科にフ
ィジシャンアシスタントをぱっとつけてあげる、
医療秘書をつけてあげる。その分のお金の補填を
ちゃんと国が面倒を見る。アメリカでもそういう
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ところからフィジシャンアシスタントが導入され
ております。ぜひそれを学んでいただきたいと思
います。
○門田参考人 私は、広い見方をする必要があろ
うかというふうに思います。
今話題になっています産婦人科にしろ外科にし
ろ、大変なお仕事だと。ほかと比べて厳しい状態
の中で働いていること。
そうすると、今そういうところへ行く人が少な
いのが、何かの制度の問題なのかということも一
つですが、もう一つ考えておく必要があると思う
のは、やはり医師を目指す人たちがどういう目的
で医師を目指し、何をしたいかというあたりが問
題ないのか、前と変わっていないのかというあた
りを考えていくと、入試制度の問題もあったりし
ますけれども、私、教授のころの若い連中に話を
聞いたことがありますけれども、多くの若い人た
ちに、大阪大学のときですが、医学部に行くよう
になった理由は何ですかということを、本当に正
直なところを聞かせてほしいと。世の中には、成
績がいいから行けと言われた、進路の先生にとい
うふうな話を聞くことがあるので、あえてそうい
う質問をしたときに、やはり手を挙げそうになる
んですね、半分ぐらいの人たちが。驚いたことが
あります。
そうすると、じゃ、今度、最終的に自分の専門
職をどう選ぶかというふうになったときに、厳し
いところよりもほかを選ぶだろうと想像できるな
という感じがしました。
ですから、いろいろな具体的な対策もあると思

うんですけれども、教育そのもの、医学教育ある
いは受験制度、あるいはもっと小児のころからの、
本当に幼児教育から我が国は見直す必要があるの
かもしれないというふうに思っております。
以上です。
○三宅参考人 ただいま、例えば精神科とか眼科
とか、医師数がふえておるというふうに一般的に
言われておるんですけれども、確かに眼科は、私、
眼科でございますけれども、最近、年間百五十人
ぐらい医師数がふえています。
しかし、皆さん、年間、視覚障害者の数がどれ
ぐらいふえるか知っていますか。二万人ふえてい
るんです、年間。というのは、高齢化社会になれ
ばなるほど視覚障害者の数はふえ続けるんですね。
ですから、百五十人か百六十人ふえて、患者さ
んが二万人ふえて、それをふえていると言われる
のもこれはおかしいわけで、医師がふえるという
ことを論ずる場合にそういった背景もよく調べて
いただきたいなと思っております。
○吉田委員 田村先生も眼科はすごく診療にお詳
しいですけれども、今、眼科のお話もありました。
では、先ほど少しお話に出ましたが、全ての医
療機関の開設者の要件として、過疎地域での診療
を義務づけることを検討すべきという意見があっ
たと先ほど参考人の先生の意見陳述の中でござい
ましたが、ここはどのようにお考えになるかとい
うことを猪口参考人にお伺いしたいと思います。
○猪口参考人 過疎地域での、医師少数地域です
か、そこでの経験を持って公立医療機関の院長に
というお話ではなかったかなと思いますが……（

吉田委員「なので、私が言ったのは別の意味です
」と呼ぶ）はい。
それで、確かに、恐らく、大学にいて、そのま
ま開業する、若しくは民間の医療機関に勤めると
いうことになると、少数地域では全く医師をやっ
た経験がないという医師が多分大多数だと思いま
す。ですから、そういう経験はした方が多分本人
のためにもいいと思いますし、視野も広がると思
いますので、悪いことではないと思います。
ただ、それを本当にルーチンにするかどうか、
それから、その経験をした後、いつごろ院長にま
たなるのかというようなことを考えると、なかな
か制度としてスムースに動くにはちょっと時間が
必要かなというふうには思いますが、その経験自
体が悪いことだとは思いません。
○吉田委員 では、同じ質問を門田参考人にもさ
せていただきたいと思います。
○門田参考人 余り経験がなくて、考え方だけ申
し上げますと、私は、そういうふうな資格づくり
で物事を規定する形式論ということは、決して物
事をうまく展開しないだろうというふうに思いま
す。
そういう意味において、そこに行った経験があ
ればというふうな話で、経験さえすればいいんだ
な、こういうことになっていくわけですよね。
ですから、私は、もっともっと大事なところの
人の評価ということが出てくるべきであって、何
とかの条件ということで一つのところに入れて、
それさえ満足できればできるというのは、問題の
解決にはつながらないだろうというふうに思いま
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す。
○吉田委員 そうすると、門田参考人の今のお話
だと、やはり医療法自体も、今回、そういった、
今、門田参考人がちょっと批判的におっしゃった
内容が多々含まれていますよね。そうすると、参
考人としては、医療法の内容自体もやはり型には
めていっている部分がかなり多いですよね、今回
のもの。やはり否定的なのかなということを思い
ながら今聞いておりました。
それでは、次の質問に移っていきたいと思いま
す。
専門医制度なんですが、この専門医制度という
ものの責任の所在というのが非常に今回の混乱で
不明確になりましたですよね。
本当に責任を持っているのが、今回、各、五都
府県のシーリングなんかを見ても、厚生労働省が
責任を持っているのか、それとも日本専門医機構
が責任を持っているのか、もう不明確になってし
まっています。これは非常に私は問題だと考えて
います。
参考人の諸先生に、ちょっと時間の問題もある
んですけれども、一言ずつ簡潔に答えていただけ
ればと思うんですが、一つ目の問いは、まず、こ
の専門医制度の全責任を負うのは専門医機構であ
るべきか、それとも厚生労働省であるべきか。そ
してもう一つは、日本専門医機構というのは、専
門医の質の維持や向上を図ることを第一義とすべ
きなのか、それとも専門医の全国的な配置を第一
義として考えてやるべきなのか。
この二点に関して、先生方から一言ずつお願い

できますか。
○片峰参考人 専門医機構のあり方、一つあると
思うんですけれども、基本的には、やはり、これ
までいわゆるプロフェッショナルオートノミーと
いう言葉がございまして、お医者さんのマターは
医者が基本的に決めるのがいいという考え方がご
ざいましたですよね。ここをどう考えるかという
のが一つだと思います。
やはり、今回の我々の分科会の意見の中では、
公益を考えた場合に、ある一つの制約の中で、プ
ロフェッショナルオートノミーあるいは若手のお
医者さんの意思、職業選択の自由等というのは十
分図れるのではないか、しかもその二つを両立す
べきではないかということですよね。
そういった意味では、専門医機構か厚生労働省
か、これはもうなかなか答えづらいんですけれど
も、基本的には、大枠はやはり厚生労働省なり国
がきちっとつくった上で、その中でプロフェッシ
ョナルオートノミーを機能させるというのが今の
ところの妥当な考え方ではないかなというふうに
思っています。
それから、配置の問題か、要するに、プロフェ
ッショナルとしての資質の議論の問題か、ここも、
両論、どっちかという話ではないんだろうと思う
んです。両方を両立させる意味がある。そういっ
た意味では、先ほど申しました、地域で専門研修
をやってもそれだけの実が上がるような、やはり
その対策を講じていくというのがどうしても必要
なんだろうというふうに思います。
○三宅参考人 専門医機構、どちらが責任をとる

かという話なんですけれども、責任ということは、
私は権限が伴うと思うんですね。権限を持つ方が
責任をとるし、責任をとる人は権限を持たなきゃ
いかぬ。ですから、誰が権限をとるかということ
になると、私の個人的な考えとしては専門医機構
がとるべきで、厚労省というのは調節役とでもい
いますかな、そういう立場がいいんじゃないかと
いうふうに思っております。
○門田参考人 非常にシンプルです。
厚労省が責任ということをいうのは、制度とし
ての責任はありますが、個々の問題については機
構が当然のことだと思います。また、そういう形
で機構を育てていかなければ、永久に機構が育た
ない。私は、プロフェッショナルオートノミーと
いうことを本格的に鍛えなければだめだというふ
うに思います。
それから、医療の質を高めるというのは、これ
は言うまでもないことだというふうに思います。
ですから、それは、ここの機構あるいは専門医と
いうことで考えるのではなくて、ほかのところで
検討すべきこととこれを混同したらだめだという
ふうに思います。
○本田参考人 私も基本的には専門医機構がとる
べきだと思うのと同時に、専門医機構又は各学会
にぜひ期待したいことがあるんですよ。
各地域の専門医の実働医師数を明らかにして、
公表してほしい。これがないといつまでも偏在の
是正にもならないんですね。この地域では救急医
がいない、法医学がいない、病理がいないという
ことをオープンにすれば、もしかすると若手の医
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師が、将来あそこに行けば働きやすいということ
になるかもしれません。そういう情報開示を、厚
労省のデータと協力して、ぜひ各専門医学会が各
地域の医療の質を上げてもらうことを期待したい
なと思っております。
○猪口参考人 先ほどの最初の意見でもちょっと
私の意見を言わせていただきましたけれども、専
門医に関しては、その質を上げるということは、
やはり各学会が責任を持って質を上げていくので
あろうと思っています。専門医機構は、それらを
まとめて、レベルを同一化していくというところ
に責任があるんだというふうに思っております。
ただし、先ほども言いましたけれども、全国的
に専門医がどれぐらいの数が必要であり、それか
ら地域にどれぐらい必要であるかというような統
計、そういうことはやはり国の方でバランスをと
る必要があって、その両者のバランスの上で、こ
れから進めていくべきではないかというふうに思
っております。
○吉田委員 専門医の質の担保と専門医の適正配
置というのは、参考人の先生方のお話はごもっと
もなんですけれども、時として、本田先生はおわ
かりですが、相反する状況になってしまう、相反
関係になることはやはりあるということは事実で
すので、そういったところに関して、多分、本田
参考人が一番いいと思うんですが、本田参考人、
やはりそういうことは往々にしてありますよね、
医師を適正配置しようとするそのクオリティーの
維持が難しくなること。
現場でずっと外科医をされてきた御経験が、そ

この辺はどうするといいと思われますか。
○本田参考人 先ほど、アメリカのクリントン大
統領夫人の話が出て、私も興味深くその話は聞い
ているんですけれども、クリントン大統領は日本
の医師の過重な労働環境を聞いて、本当、聖職者
意識さながらで働いている、すばらしいと言った
後に、クレージーだと言ったというんですね。
やはり、医療関係者がもっとこういうことを関
心を持って声を上げていかなければ。医療制度が
悪ければ患者さんを助けられないわけでしょう。
専門医の配置もそうですよね。だから、本当にや
はり医療関係者がもっといい意味で社会的なこと
を考えてもらいたい、それは私、本当に切に訴え
たいと思います、貴重な機会ですので。
ありがとうございます。
○吉田委員 ありがとうございます。
引き続き、女性医師の問題に関して御意見をい
ただきたいと思います。
女性医師、特に不足診療科の女性医師に関して、
やはり出産、育児等のライフイベントがあるわけ
で、特段の配慮をしていかないと。
三宅参考人はよく御存じだと思うんですけれど
も、入学者の半分が女性になって、半分以上とい
う大学もある中で、どういったことを政府に対し
て、女性医師を育成していく立場の大学病院とし
て、政府に求めるものとしては何があるのかとい
うことを三宅参考人にお聞かせいただきたいと思
います。
○三宅参考人 女性医師の問題、特にうちの大学
は女性医師の数が東京女子医大に次いで二位、で

すから、普通ですと一位になるわけですけれども、
それぐらい女性がおりまして、真剣に考えておる
わけでありますけれども。
米国の女性医師というのはものすごく数が多い
んですよ。五割以上女性医師なんです、米国は。
それで、さぞかし先生方は、米国ですから、女
性に対して待遇がよくて、いろいろなことをやっ
ているだろう。確かに、保育園とか保育所とかい
ろいろなことは整備されていますけれども、ずっ
と調べてみますと、要するに、プロモーションと
いいますか、上の方に行っている女性というのは
物すごく少ないんですね。それで、それともう一
つの特徴は、やめない、女性が医師を。ずうっと
続けているんです。
僕は、政府に頼むといっても、これを頼むとい
ったら、結局、大学大学ができるだけ女性に対し
て細かい配慮をするということが大事で、政府が
動くということよりも、やはり、日本の女性の医
師が、やはりこれだけ高い税金を払って医師の、
あるいは続けておるという。まず自分が働かなき
ゃ、皆さん一生懸命やっておられることはわかっ
ているんですけれども、そういう気持ちを持って、
それでどのモチベーションを持つか。
ともかく、ガラスの扉を突き破るようなモチベ
ーションを持つんじゃなくて、医師というのはい
ろいろなことが重要なわけで、それを自分がどう
やったら、自分がこれだけ高い税金ももらって、
それから大学の授業料も高くて、そういうところ
で医者になった、医者一人をつくるのに一億円か
かっていますから、そういうことを頭に入れて、
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生涯を通して何らかの格好で働いていただくとい
うのが、女性問題に関しては一番解決になるんじ
ゃないかと。
もちろん、大学としては、いろいろなケアとい
いますか、補助、その他サポートをすることは当
然でございますけれども、女性の考え方というこ
とが、僕は、まだちょっと日本とアメリカと違う
ような気がしてしようがないんですね。
○吉田委員 時間となりましたので終わらせてい
ただきます。
ありがとうございました。
○髙鳥委員長 次に、岡本充功君。
○岡本（充）委員 国民民主党の岡本でございま
す。
きょうは、それぞれの先生方、大変お忙しい中、
急にお願いをしたにもかかわらず、当委員会にお
越しをいただいて意見を述べていただき、大変あ
りがとうございます。
本当に、それぞれの先生方、それぞれの分野で
さまざまな知見をお持ちでありますが、論点が多
岐にわたる今回の法律ですけれども、私が一つ大
きな関心を持っているのが、専門医制度というの
はどうあるべきなのかということであります。
非常に難しいなと思ったのは、きょう門田参考
人からお配りをいただいた資料の我が国の専門医
にはどの水準が求められているのか、こういう話
だと思います。
きのうも、きのうでしたか、水曜日ですね、私、
ここで政府に質問したわけですけれども、学会の
会員数と専門医の数はどうなのかと。八割とかい

う学会があるわけですね、会員の数の八割が専門
医だという学会もある。一方、じゃ、本当に専門
医として更新制度や、また先ほどもちょっと話が
ありました、どういう評価をしていくのか、ここ
についてまだ十分ではないのではないか、こんな
話もしたわけであります。
そこで、まずお伺いをしたいのは、きょうはそ
れぞれの先生方、分野はいろいろですし、片峰先
生はウイルス学だということでありますけれども、
長崎大学の学長もされておられましたし、いろい
ろな地域の実情もごらんだと思いますけれども、
どういう専門医が日本の医療には求められている
か、若しくは、どういう専門医が必要とされてい
るのか、片峰参考人から順番に全ての参考人の方
々にお答えをいただければと。
専門医は患者さんから見たらどう見えるのか、
もちろん医師から見てどうなのか、そういうのが
ありますけれども、制度としてどういうものがふ
さわしいというふうにお考えなのか、お一人ずつ
お答えをいただきたいと思います。
○片峰参考人 長崎県の場合もそうなんですけれ
ども、今、人口減少の局面にございまして、特に
離島、僻地というところが非常に極端な人口減少
が進んでございます。その中で、都市部あるいは
そういった地方、医療のあり方というのは当然違
ってくるんだろうと思うんですね。
やはり、いわゆる専門的な高度の医療を提供す
る施設というのは、ある程度、やはり県内の中で
集約していく必要があるんだろうと思います。そ
ういった中では、そういった病院が非常にレベル

の高い、専門性を持ったお医者さんたちがそこに
集積してくるということじゃないかなと思います。
しかしながら、それ以外の部分に関しましては、
どの程度の専門性が要求されるかというのはまた
違う議論なんだろうと思います、先ほどからも議
論があります総合医の問題、家庭医の問題も含め
まして。
そういった意味では、専門医機構の中で、先ほ
ど門田先生も言われましたように、専門医とは何
なのか、そのレベル感というのはどこに置くのか
という値の議論が、きちっとやはりやられた上で、
地域として医師の配置、専門医も含めまして、そ
ういう計画をきちっと立てて、それに向けて実施
を行っていくということが重要じゃないかなとい
うふうに考えています。
○三宅参考人 専門医の定義、私はちょっと変わ
ったことを言うかもしれませんが、最近、私の大
学で学是をつくれということで、私、学是に具眼
考究という言葉をつくったんです。具眼というの
は、伊藤若冲という画家がいますね、彼が言い始
めた言葉で、物事の真髄を正しく見るということ
なんですね。
結局、今ほど超高齢化社会で患者さんの価値観
が多様なときはないと思うんですね。患者さんに
よって全て、自分はこうしていただきたいという
ことがかなり異なっている。長生きがしたい人も
いるし、痛みを取っていただきたい人もいる。そ
こを見て、患者さんが最も満足する医療を突き詰
めるというのが具眼なんですね。
ですから、科によってそれは違いますけれども、
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そういう専門性、そういう目を持つ、専門性を持
つというのが私の専門医でございます。
○門田参考人 私、先ほどの話の途中で、スペシ
ャリストとプロフェッショナルという単語でお話
ししましたけれども、世の中全体が混乱している
というふうに思います。
専門医、我々がここで言っている、あるいは医
療制度の中に定着すべき専門医というのはプロフ
ェッショナルというふうに考えています。プロフ
ェッショナル、すなわち、ある学会が、研究会が、
あるいは特殊な技術がというものでは決してなく
て、我が国の中で受診行動を起こしていくときに
どういうふうな形で患者さんが専門科に近づいて
いけるのかということで、患者さんが、あるいは
それを担当する医療者たちがわかるような形のも
のであるというふうに思います。
そういった意味で、我々が検討したころは、標
準的な医療を確実にできるということがまず最初
だというふうな合意事項で話を進めてきました。
ところが、それで学会単位になってきますと、ス
ペシャリスト的な発想が多く出てくるというので、
そこのところを使い分けをきちっとしていくこと
によって物事は整理できるのではないのかなとい
うふうに思います。
○本田参考人 私は、自分の経験から考えますと、
やはり専門医ということを考える上でまず基本に
なるのは、かかりつけ医だと思います。
キューバに三回行ったんですけれども、キュー
バは、千人ぐらいのところにドクターと看護師さ
んがいて、その家族ごとのカルテを全部把握して

いるんですね。だから、生まれたときからずっと
ワクチン接種まで含めて把握しています。そうい
う上に更に専門の場合はというところで、病院を
ちゃんと選択するようにしています。
ところが、日本ですと、私が例えば胃がんの手
術をした方が風邪でも水虫でも私のところに来る
というようなことが実際珍しくないんですね。皆
さんも、例えば床屋さんに行くときに、やはりな
れたところに行った方が何か安心感がないですか。
それが、そのなれたところがなくて、急にぼんと
総合病院に行くものだから、両方困っているわけ
ですね。
だから、ぜひお願いしたいのは、これから人口
構成を含めれば、この地域には救急医が何人要る、
胃がんの手術をする人が何人必要だ、わかるはず
なんですよ。そうすれば、本当に何人足りないと
いうことがわかるわけで、それを一切なくして専
門医だけどうするといってもしようがないので、
やはり、どれぐらい必要とされているのか、その
基本にはかかりつけ医があるということをぜひ検
討いただきたいと思います。
以上です。
○猪口参考人 専門医の問題ですが、今、国民か
ら見て、国民も、やはり専門医にどうしても診て
ほしいという声が非常に高くなっているわけです。
ですから、専門医というのは、そこの領域のある
一定のレベルを常に、これは医学がどんどん進歩
していくわけですから、それをちゃんとわきまえ
て治療できる、それが専門医の一応基準ではない
かなと思います。それを、専門医機構を通じて各

学会の専門医のレベルを統一化していくというよ
うなことでよろしいかなと。
ただ、実際には、特に外科系ですと、更にその
上の専門がまたいるわけですね。特殊な手術で、
やはりここにお願いしないとできないというよう
なことが実際、現実的にありますので、それはま
た別の意味でも、更に上の専門医がまだ存在する
んだというような感じで私は見ております。
以上です。
○岡本（充）委員 それぞれの参考人の方からお
話を伺いましたが、総じて言うと、私自身も感じ
ているんですけれども、患者さん側から見たとき
の専門医の見え方と、そして医師として、また専
門医としてお仕事をされている側から見たときの
専門医の問題、そしてまた実際に地域医療をやっ
ている先生方の目線とあるんだと思います。そこ
をどう統一していくかということになるわけです
が。
一方で、もう一つ私、専門医の制度で大変課題
だと思っているのは、最初この議論、ちょうど門
田参考人が取り上げたころ、平成二十三年のころ
でありますけれども、これを取り上げたころの課
題は、非常に多くの専門医制度が乱立をしていて
よくわからないという状況。もっと言えば、診療
科がどんどん細分化していけば、これは実は医師
不足に拍車をかけるのではないかと私は個人的に
当時思っておりまして、門田参考人がおっしゃる
ように、領域をまたがる形で専門医制度若しくは
診療科のくくりをつくっていくということをしな
いと、これはもうどこまで行っても医師不足にな
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るのではないかと私は感じたわけであります。
そこでちょっとお伺いしたいんですけれども、
門田参考人に改めてこの専門医制度、先生お示し
をいただいたこの絵ですけれども、先ほど同僚委
員と話しておりましたけれども、子供の描いた絵
と言ったら失礼ですけれども、こういう絵を描く
子供もいるなと思うぐらいこれは、よくわからな
いぐらい、もう本当に小さな子供さんが線を引い
て遊んだのかと思うようなぐらい、本当にややこ
しいんです。この状況がやはり今の専門医制度の
現状をあらわしていると思いますが、この問題点
とやはり解決するべき道について、お話をいただ
ければと思います。お願いします。
○門田参考人 ありがとうございます。
これは、こういうことが起きたのは、私が考え
るのは、先ほども申しましたように、学会中心に
専門医というものを描いていくとこうなってくる。
しかし、一患者さんがどういうふうな病院の受療
行動を起こしていくかというふうな話になるもの
とは全く違うところにある。だから、スペシャリ
ストとそれからプロフェッショナルとの違いだと。
だから、我々が今つくらなきゃならないのはこ
ういうものじゃなくて、もっともっと整理された
ものをつくっていく、それが本当の意味で今我々
が求める、国民が求める専門医制度というものだ
というふうに思います。これは学会が、それぞれ
の領域の人たちが更にその道のプロを高めていく
という意味においてやられるということは否定す
ることも全く必要ないです。
ですけれども、余り、そういうものを制度の中

に入れるかどうかというのは話は別だと思います。
私は、一階部分、二階部分、今は三階部分まであ
るかもしれないなというふうな話がありますけれ
ども、それは、これからいけば、どんどんどんど
ん専門性の細分化というのが進んでいっているわ
けですから、難しくなればなるだけそこの専門家
というのは非常に狭い領域になります。だけれど
も、それはその制度としてのものでは決してない
という認識を持つべきだというふうに思います。
○岡本（充）委員 ありがとうございます。
そこで、やはり日本専門医機構がどういう役割
を果たすかということが次の論点になるわけであ
りますけれども、今回の法案では、厚生労働省が
専門医機構に対して、いわゆる箸の上げ下げ、多
岐にわたって指示できるというたてつけにはしま
せんでした。
しかし、今お話しになられましたように、専門
医機構が、これから先こうした学会がそれぞれ、
先ほどの先生のお言葉をかりれば、スペシャリス
トを評価をしていくという考え方と、プロフェッ
ショナルとしてどうあるべきなのかということを
分けて考えていく中で、この機構がきちっと職責
を果たしていくということが求められると思いま
すが、門田先生から見たこの機構の役割として期
待するべきこと、それから、例えば、今より更に
こうあるべきだというようなことがあれば、お話
をいただければと思います。
○門田参考人 先ほどから申し上げているような、
繰り返しになりますけれども、スペシャリストは
もう研究会、学会に任せたらいいので、制度では

ありませんと私はそういうふうに割り切りたいと
思います。ですから、プロフェッショナルとして、
先ほども言いましたけれども、本当に一階部分、
二階部分、三階部分と言うているものが、本当に
どこまで制度として必要なのかということのディ
スカッションは必要だと思います。
それからまた、それをどういうふうに消化器の
領域でも、私のこの図を見ていただければわかり
ますように、いろんなものが重なっているわけで
す。一人の患者さんが、ある病気といっても、こ
この中でいうといろんなところがかかってきてお
りますから、こういうことをやったのでは、国民
のための、患者さんのための制度とは決して言え
ない、プロフェッショナルではないと言うべきだ
と。ですから、そういった意味では、そういう制
度構築を本格的にやるべきだというふうに思いま
すね。
ですから、そういった役員構成を考え、そして、
もっともっと、この今回一年おくれることによっ
てばたばたっといろんなことが決まったみたいで
すけれども、やはり一気にいいものというか完璧
なものをつくるというのは易しくありませんので、
やはり時間がかかっても徐々に変わっていくとい
うことを許してやるべきではないかというふうに
思います。
○岡本（充）委員 そういう意味では、確かにこ
れから始まるわけでありますけれども、一つ、や
はり気になるのは、先生のきょうのお話でスペシ
ャリストの話が出ました。
スペシャリストを学会学会がきわめていくとい
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うことになると、誰がスペシャリストかというの
をやはり患者さんは気にすると思うんですね。そ
れで、要するに、プロフェッショナルとしてこう
いう専門医があるのとは別に、学会がもし別にス
ペシャリストということで、この人たちはスペシ
ャリストですよということを公表するような仕組
みをつくると、患者さんの目線はどちらかという
とスペシャリストに行ってしまう可能性はないん
でしょうか。
そこの点について少し懸念をするんですが、そ
うならないような仕掛けを、アイデアをいただけ
ればと思うんですが、いかがでしょうか。
○門田参考人 アイデアがあるというわけではご
ざいませんけれども、先ほどから出ていますよう
に、やはり、プロフェッショナルという意味にお
いて、我々が、どういう形であるべきだ、社会の
組織として、システムとしてどうあるべきだとい
うことを制度化していくということを言うている。
そういう意味においては、上の組織、あるいは更
に専門性の高まったところを患者さんが選ぶとい
うことではない、私はそう思っております。
ですから、それはプロフェッショナルのぎりぎ
りのところまで行って、そこから先は医師からの
紹介でもって上に上がっていくんだというふうに
割り切るべきで、また、逆にそういうふうに、今、
最初から専門医に行きたいというふうな国民がた
くさんいらっしゃるという話もありますけれども、
そういう制度というのは、許していけば本当に複
雑怪奇、先ほど岡本先生がおっしゃられるような
形になるわけですから、私は、そのあたりが、制

度化していくということをだんだんとやっていく
必要がある、そうしないと整理はつかないんじゃ
ないかと思います。
○岡本（充）委員 おっしゃること、わかります。
やはり、きちっとしたシステムをつくって、患者
さんが受診をするまでの間に幾つかの段階があり
スペシャリストにたどり着く、こういう仕組みを
きちっとつくっておくことが重要だ、こういう御
指摘だと思います。私もそのとおりだと思います。
なかなかそれが必ずしもうまくいっていないと
いうのが大学病院にいたときの私の感想でもあり
ますし、今でも覚えています。私が外来をやって
いて、患者さんが来て言われるんですね。何で来
たんですか、いや、一番近いんだから、それはす
ぐ隣に住んでいるんだから、私は名古屋大学です
けれども、名古屋大学に受診しますよ、こう言わ
れて、はあという気になった記憶があるわけです
けれども。
いずれにしても、こういう問題意識を持ちなが
ら、私、やはり医師の養成はどうあるべきか。時
間が限られていますから、地域枠の点について最
後にちょっとお聞かせいただければと思います。
今、地域枠が、本当に各都道府県が設定をされ
ていて、必ずしも自分の都道府県出身じゃなくて
もいい、どことは名前は出しませんけれども、あ
る県の大学が遠く離れた県の地域枠を設定し、そ
して、その地域枠に通う生徒は、もちろん、その
後その県に縛られることにはなるわけであります
けれども、本当にその県に愛着があるのかわから
ないというような形になっている地域枠もありま

すし、また、地域枠の問題といえば、選抜の仕方
にもあります。最初から地域枠で入るというのも
あれば、入学した後に、肩をたたいて、君、地域
枠はどうだと、こういう話もあるわけですね。こ
れで本当に地域枠としてうまくいくのかというの
はすごく思うわけですが。
きょう、いろいろな地域からそれぞれお越しの
先生方でありますけれども、こうした地域枠のあ
り方、長崎県もそうなんですよ。長崎県も、県か
ら離れたところの、ある医科大学に地域枠を設定
をされています。もちろん、長崎県の小学校か中
学校を卒業しておいてくださいという、こういう
前提はつくわけですけれども、こういう地域枠の
設定のあり方などについて御意見があれば、それ
ぞれの委員からお聞かせいただいて、終わりたい
と思います。
○片峰参考人 御承知のとおり、地域枠、十年前
からどんどんどんどん今ふえてきもしていまして、
彼ら卒業生が実際に研修、二次研修も終わりまし
て社会に出ていくというのは今からなんですよね。
そういった意味では、彼らがどういう行動をとる
かというのは、非常に、やはり偏在対策上、最重
要の問題になってくるんだと思います。
しかしながら、これまでのデータを見る限り、
やはり大学の地元出身者の卒業生は、地元で研修
する割合が他県から来た学生に比べてはるかに高
いですよね。さらに、研修後も地域に残って医療
に携わる割合も物すごく高い。そういった意味で
は、地域枠の学生だから地域に残ることを義務づ
ける、強制するということは恐らくなかなか法律
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的に難しいんだと思うんですが、現状でも、地元
出身者は確実に高い頻度で、長崎も含めまして、
残っているということだと思うんですね。
そういった意味では、今後、医学部の教育等々
も含めまして、そういったところを強化していく、
あるいは地域の医療に触れる機会をもっとふやし
ていく、そこにやりがいを感じさせる等々の取組
の中で、地域枠は十分に恐らく機能していくんだ
と思います。ただ、他県の問題に関しましては、
もうちょっと恐らく分析が必要なんじゃないかな、
他県の大学に行く地域枠ですよね、と思います。
○三宅参考人 ただいまの御意見に僕も同じなん
ですけれども、うちの大学も外からは採っていま
せんで、地域の方が地域枠を使っていますけれど
も、うちは、できるだけ地域枠で採った方は地域
で働いていただくと同時に、それが大学にとって
も非常にメリットがある。大学で出すべきところ、
出した方がいいところをそういう人が持ってくれ
る、そういうことで、随分、地域枠の人もそれな
りに貢献していただいておるように思います。
○門田参考人 私は、深く直接自分の仕事として
考えたことはございません。まず最初に申し上げ
ますが。
ただ、働く側の医師がうまく、先ほども問題に
なっておりましたけれども、医学、医療をおられ
る大学病院に残って研究し、何とかというふうな
形に人間が育つのはどういうことかというと、や
はりそういう夢を持ち、そしてやる気を持ってや
る人がそういう場に与えられることというのが基
本だろうというふうに思います。

そういった意味で、余り、制約をするために、
ここからこうしてこうするというふうなことは、
医師の立場、その人たちを伸ばしていくという意
味では果たしてどうかというふうな疑問を感じる
というのが正直なところです。
ただし、今現在の問題点をとりあえず解決する
一つの方法であるというのも理解はできますけれ
ども、私は、長期的には、もっと全国レベルでど
うかというふうなことでカバーするようなことを
考えるということの方が大事ではないかというふ
うに思います。
以上です。
○本田参考人 私は青森県の弘前大学卒業なんで
すけれども、やはり地域枠自体は、私は、地元に
定着するという意味では有効性があるのではない
かと思います。
ただし、問題は、北風と太陽ではないですけれ
ども、その後、そこで働こうかな、働きたいなと
思えるような環境を整えられているかどうかとい
うことですね。
先ほど大学のスタッフが忙しいというお話があ
りましたけれども、私のかつて調べたときには、
東大、京大クラスでも、アメリカの医科大学の、
スタッフが五分の一だと聞いたことがあります、
医師の数ですね。しかも、ですから、その少ない
数で診療、研究、教育をやっているわけでしょう。
そうすると、地域のところは、大学病院の方も、
教えることも余裕がないという現状があるんです
ね。
ですから、その地域で、若手の医師が残っても

いいな、教えてもらえるな、ワーク・ライフ・バ
ランスがとれるなという環境も同時につくってい
かないと、北風で、おまえは一億円かかっている
んだからだめということを言っていたのでは解決
しないんじゃないかというのが私の意見です。地
域枠は、そうすれば有効だと思います。
○猪口参考人 現状ですと、地域枠というのは、
本当に地元から入る枠、それから他県から来る枠
とか、いろいろな使われ方がされています。やは
り一番有効なのは、地域枠の中の地元枠なんだろ
うと思います。それは地元にも定着するというの
はもうデータで出ていますので、これを進めるこ
とはいいと思うんです。
ただ、一つ気になるのは、やはり、十八、九で
大学に入り、二十四で医師になって、私はこうい
う医学をやりたいとか、少し外国に行ってこうい
うことをしてみたいとか、若しくは、基礎のこう
いうことをやってみたいんだというような希望が
大学の途中で湧いてきたときに、それを果たして
とめるべきなのかどうか。そうじゃなくて、あな
たは地域枠、地元枠で入ったんだから、ここでこ
ういう医者になりなさいよということだけでいい
のかどうか。そういう、ここはやはりもう少しい
ろいろなケースを考えながら決めていく必要があ
るのではないかというふうには思っております。
○岡本（充）委員 大変貴重な御意見、ありがと
うございました。
終わります。
○髙鳥委員長 次に、伊佐進一君。
○伊佐委員 おはようございます。公明党の伊佐
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進一です。
まず、五人の参考人の方々には、本当にお忙し
い中でこうして足を運んでいただいて、また、そ
れぞれにそれぞれの立場から示唆に富んだお話を
いただきました。まず心より感謝申し上げたいと
思います。
私の方から、まず片峰参考人に少し質問をさせ
ていただきたいと思っております。
今回どういった議論があったかということです
が、この国会の審議の中でも、これまでこの偏在
是正というのはずっと言われてきたんだ、七十年
間ずっと言われ続けてきて、結局できなかったじ
ゃないかというような質疑もございました。今回
は何が違うのかというところなんです。
相当、これまでの偏在対策についても恐らく振
り返られて、いろいろ分析もされたんだろうとい
うふうに思いますが、その中の一つで、参考人が
おっしゃったのは、医師の自由意思から一歩踏み
込んだという発言がありました。これは、医師の
志、あるいはキャリアパスに対する自主性、こう
いうのももちろん大事だ、ところが、これまでの
反省、これまでの経緯を踏まえて、やはり医師が
不足している地域で被保険者がこうむり続けるよ
うな不利益があるんだ、これを是正するんだとい
うことで一歩踏み込んだということでした。
そういう意味では、私は、これは社会のシステ
ムのつくり方として最低限の調整は必要なんだろ
う、それが今回の法案の一つなんだろうというふ
うに思っておりますが、いま一度、医師の志とか
キャリアパスに関する自主性のところと、そして

偏在対策の両立という点でどういう議論があった
か、確認させていただきたいと思います。
○片峰参考人 まさにその点が分科会における最
大の議論の一つであったというふうに考えており
ます。
これまで、医師数はふえたにもかかわらず、や
はり医師不足感がなかなか解消しないということ
ですよね。その一つの原因が、お医者さんの行動
変容、地方に向けた行動変容というのがなかなか
やはりできてこなかったというところがあると思
うんですね。そういった意味では、今回初めて、
お医者さんの職業選択、あるいは、要するにその
配置等のところに、ある程度の、一定の制約をか
けるという大きな一歩を踏み出したというところ
は大きいと思います。
しかしながら、それだけではなくて、医師の行
動変容を促すべく、きちっとデータベースを整理
して、どこにどんな医者がいるかとかということ
も含めまして、それをきちっとお医者さんたちに
提供するということ、さらには、県知事等々の御
努力によりまして、そういう地域の労働環境、あ
るいは研修環境を整備していくということも一体
として、恐らく今回の法案になっていると思うん
ですね。
そういった意味では、先ほど申しましたように、
その制約のあり方に関してはたくさんの議論があ
って、最終的になかなか合意が得られない部分も
あったんですけれども、最小限のところで今回は
一歩を踏み出したという考え方で、次の経緯を見
ながら、更に踏み出すかどうかということになろ

うかと思います。
○伊佐委員 もう一点お伺いを片峰参考人にさせ
ていただきたいのは、医師偏在指標についてなん
ですが、今回の法案では、二次医療圏ごとに医師
偏在指標というのを国が示す。それで都道府県が、
ここは医師少数区域ですよ、ここは医師が多いで
す、医師多数区域ですというふうに決めていくわ
けですね。
これをやるに当たって、私は非常に注意しなき
ゃいけないのは、これがレッテル張りになっちゃ
いけないなというふうに思っております。つまり、
地域地域で、単に少数多数じゃなくていろいろな
恐らく実情があって、その実情の中で、例えば多
数と言われていても、診療科によっては少数の医
師しかいないとか、相当丁寧にこれはやらないと
いけないと思うんですが、この点についても伺い
たいと思います。
○片峰参考人 極めて重要なポイントであると思
います。
人口十万人単位当たりの医師数だけでは、地域
の医療の多様性というのははかれません。そうい
った意味では、もっと多種多様な指標をもってそ
れを判断した上で、過剰地域、不足地域という区
分けをしましょうと。その方が成果が見えやすい
ということがありますよね。
ただし、地域地域で非常に特殊な事情もありま
す。先ほど申しましたように、離島地域なんかと
いうのは非常に特殊な状況ですよね。そういった
ところも勘案しながら、その意思決定を国ではな
くて地域に移譲するというところがもう一つのポ
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イントなんですね。そういった意味では、地域の
医療行政能力がいかに向上して適切な施策が講じ
られるかが最大のポイントになろうかと思います。
○伊佐委員 ありがとうございました。
次に、三宅参考人と門田参考人に伺いたいと思
います。専門医の話についてです。
三宅参考人の先ほどのプレゼンテーションの中
でもおっしゃっていて非常に印象に残ったのは、
専門医制度はあくまで学問のためなんだ、地域医
療のためじゃないんだ、ただ、それが地域医療に
影響を与えるようなことがあれば、そこは考えな
いといけないね、恐らくこういう趣旨のことをお
っしゃったと記憶しておりますが、先ほど来議論
になっておりますプロフェッショナルオートノミ
ー、これも、私も今までいろいろ議論を聞いてい
て、結局、プロフェッショナルオートノミーって
何かというと、そこは、専門家の中でどういう医
療が標準なのかというところを専門的な見地から
示していこうというものであったはずだと思いま
す。
だから、それに対して、ある意味国が何でもか
んでも、箸の上げおろしまで言っていくのはそれ
はかなわぬということだと思うんですが、ただ同
時に、当然、医療というのは国民のための医療と
いうわけであります。住民のための医療というこ
とでありますので、こういう観点から、やはり国
民が不利益をこうむるようなことがあってはいけ
ない。
そこでお二人にお伺いしたいのは、今回、厚労
大臣が専門医機構に対して意見具申できるという

ことになっております。これはどの程度ぐらいの
ものをお二人は想定していらっしゃるのか、ある
意味、どれぐらいだったら許容範囲だと思われる
のか、伺いたいと思います。
○三宅参考人 厚労大臣の方からの指示は、さっ
きも言いましたように、この地区にどのぐらい、
この地区にどのぐらい、どの辺がいるかというよ
うなことを調べてそのデータを出していただくと
いうことで、実際的な人を配置するのはやはり学
会あるいは大学でございますので、それに基づい
て適材適所の配分をする、そういうバランスでい
いんじゃないかと思うんですけれども。
○門田参考人 私は、同じことをずっと繰り返し
ますが、やはりこれは学術的な意味でもって、学
術的に、科学的に評価し、そしてそれをちゃんと
やっていくというのが基本だというふうに思いま
す。
しかし、結果としてどうなっているか、それを
国民がどう感じているかということを、大臣の方
から意見として出てくることは当然あることだと
思いますが、細かい指示云々ということは全く想
定はしていない。そこまで想定すべきでないだろ
うというふうに思います。
○伊佐委員 ありがとうございました。
それでは、次に本田参考人に伺いたいと思いま
す。医師の働き方改革ということです。
労働時間の短縮としては、先ほどおっしゃって
いただいたタスクシフティングですね。医師がで
きるような仕事、また、もしほかの職種ができる
のならそこにシフトしていこうということですが、

確かにおっしゃるとおりで、ではどこにシフトす
るかというと、多分今もどこもいっぱいで、さっ
き御紹介いただいた看護師にといっても、看護師
としても、ちょっとそれはもうやめてくれ、もう
ただでさえ人がいないのにということだと思いま
すが。
そこで、ＰＡ、フィジカルアシスタント、ナー
スプラクティショナー、ＮＰというところを紹介
していただきました。米国で合わせてもう三十万
人ぐらいいるということですが、ちょっと伺いた
いのは、これは、いずれにしても、やろうとして
もすぐできるものじゃないと思うんです。やはり
短期間ですぐそういう人が育つわけじゃなくて、
当然、養成していくためには一定の時間も必要で
しょうし、あるいはそれの裏づけとなるような財
源というのも恐らく要るだろう。そういうところ
もちゃんと診療報酬上評価してくれないと、そも
そもこの制度は広がらないわけで、そういう意味
では、このＰＡあるいはＮＰに対して、どういう
道筋でやっていけば本当に定着していくか、広ま
っていくかということについて、詳細に伺いたい
と思います。
○本田参考人 ありがとうございます。
私がそこを追加して説明したかったところで、
本当にすばらしい質問に感謝いたします。
まず、私の今の受けている感じでは、既に病院
によっては、例えば、臨床工学技士さんと一緒に
手術をしたりであるとか、心臓カテーテル検査を
したりしているとか、もうアメリカのＰＡに近い
働き方をしているところは恐らくあると思います。
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一般のクリニックでも、やはりＰＡのように働い
てもらっているというような報告を読んだことも
あります。ですから、医療現場にはもうＰＡの素
質を持っている方が実際いらっしゃるんですね。
既にもうそれに少しずつ移行して、そうじゃない
とやっていけないわけです、忙しいですから。
ですから、そういう方たちにまず協力していた
だいて、先ほど申し上げた、例えば、今、院内で
私が思いつくのは、一番それに適していそうなの
が臨床工学技士さんであるとか、場合によっては
リハビリの方とか、放射線科の方とか。というの
は、ＰＡはそれぞれの分野で働くわけですね。例
えば、心臓カテーテル検査は放射線科の技師さん
が常に脇で見ているわけですから、その人がぱっ
と手伝ってくれればすぐできます。という形で徐
々にふやしていって、ある程度法律その他が通っ
てきたら、いよいよ、ＭＥさんが通ったように、
育成の学校もつくっていくという。
恐らく、臨床工学技士さん、放射線とかそうい
う方は、医学部と違って縛りがないんじゃないか
と思うんですよ、今、育成の定員の。ですから、
そういう方たちにこちらにシフトしてもらって、
今既になれている方に手伝ってもらえば、もうす
ぐにでも各地域で助かっていくわけですから、そ
ういうやり方をすれば、かなり実現性がある。
先ほど申し上げたように、臨床工学技士さんも、
先日、横浜で開かれた技士会で私は講演させてい
ただいたんですけれども、非常に前向きで、ぜひ
そういうのにも参加したいなという声も聞いてま
いりました。

以上です。
○伊佐委員 次に、猪口参考人に伺いたいと思い
ます。
病床数の話なんですが、今回の法案の中でも、
病床数の必要量が既存の、今ある病床数を下回る
場合には、だから、既にもう必要量を超えている
という場合には、新規開設あるいは増床について
は、いや、それはだめよと、許可しないというこ
と、あるいは、民間に対しては勧告という制度が
ビルトインされるということになりました。
ところが、でも、実情は、多くの地域ではもう
既に、そもそもこの基準病床数をも上回っている
ところが多分ほとんどじゃないかと思うんです。
そういうところは、もう今既に、新規に申請も当
然受け入れられないわけですし、難しい、同じよ
うにこの勧告を受けるわけですが。
こういったマクロの病床数の捉え方と、やはり
地域をずっと回ると、ミクロでの感覚というのは
大分乖離があるなと思っていまして、つまり、例
えば救急病院の方々に話を聞くと、本当は受け入
れたいんだけれども受け入れられない、ちょっと
今もう病床がいっぱいでと言って断る。ところが、
基準は超えているんです。基準を超えているんで
すが、実際には、もうちょっとうちに病床数があ
ればこういう方も受け入れられるのにというよう
な状況になって、結局たらい回し、以前は本当に
大きな問題になりましたが、やはりこういうこと
を依然、私は伺うんです。
そういう意味では、マクロの世界で病床数が超
えていますよという話と、実際に現場レベルでは、

ちょっとどうしてもやはり不足しているところも
あるんじゃないか。この差をどういうふうに解釈
すればいいのかという点について伺えればと思い
ます。
○猪口参考人 どうも御質問ありがとうございま
す。
この病床数の問題というのは、本当に複雑でわ
かりづらい部分があります。
というのは、まず診療報酬等々の制度が変わっ
ていくんですね。そうすると、例えばＤＰＣとい
うのがあって、毎年、一日、〇・五日ずつぐらい
平均在院日数が減っていっているわけです。そう
すると、それによって、かなり高度な急性期、七
対一とよく言われますが、そこの病床は今実はか
なりあいております。大体、利用率がもう八割ぐ
らい、若しくはそれを切ろうとしているわけです
ね。ですから、病床数がこれ以上多ければ多いほ
どいいのだという考え方は少し違うのかなという
気がします。
それに伴って、今度は、今、病床機能報告制度
では回復期というのがあるんですけれども、これ
がまだいま一つ、制度自体がなじみがなくて、各
地でいろいろと困難があるという状況です。
そこの方も、わかりやすく言うと、急性期以降
のリハビリテーションとか、それから急性期まで
いかないけれどもある程度の入院が必要だとか、
そういう方が対象になるんでしょうが、まだそこ
のところも、制度上の固めが少し、私から見ると
いまいちで、各地で調整会議とか地域医療構想を
組み立てていく上で、まだ少ししっくりといって
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いないなというようなことがあります。実際に本
当に病床が少なくて困っているのか、患者さんが
受け入れられないという状況が今あるのかどうか
というと、これは地域によって多少の差はあるか
もしれませんが、今言ったような事情でかなり、
病床の利用率というのは少し下がりつつあるよう
な気もします。
ですから、そういう実態を踏まえながら、これ
からも病床のあり方ということを十分に議論して
いく必要があろうかと思っておりまして、今の制
度で今後も全てうまくいくんだという状態ではち
ょっとなくなっているような気がいたします。
○伊佐委員 ありがとうございました。
また少し片峰参考人に戻って質問させていただ
きたいと思いますが、先ほどの本田参考人の話の
中で、そもそもの医師数が、マクロとしても果た
して日本は足りていると言えるのかどうかという
問題提起がございました。一つの観点としては、
高齢者のお医者さんが一としてカウントされるの
は果たしてどうなのかという問題提起がありまし
たが、この辺については分科会の中で議論があっ
たんでしょうか。
○片峰参考人 これも物すごく重要なポイントだ
と思います。
今まで、医師が足りているか足りていないか、
一番重要な指標というのは、人口十万人当たりの
医師数。そこに書いています、先ほども示されま
したが、ＯＥＣＤの平均に達していないわけです
よね。だけれども、要するに、そういったマクロ
の指標だけでは、もっと細かいところでやはり見

ていく必要があるというのが我々の分科会におけ
る需給予測の考え方です。もちろん、先ほどから
議論になっている偏在問題があります。
それともう一つ重要なポイントは、お医者さん
ではなくて、人口の方の年齢構成ですよね。恐ら
く、今の日本で老齢化がどんどんどんどん進んで
いますから、あと二十年もたてば、僕ら団塊はい
なくなるわけですね。そういった状況の中で、先
を見据えてどういう予測をするか。
それともう一つは、やはり、僕が医学部に入っ
たころは、十八歳人口二百五十万で、四千人が医
学部定員。現在は百万人に近づきつつありますね。
それで一万人近い医学部定員がある。昔は六百人
に一人、今は百人に一人。しかも、最も優秀と言
われておる連中が医学部に行っているという状況
ですね。だから、将来の人口構成の中で、今の若
者たちの中でそれだけ医者がつくられていくとい
うことをどう考えるかというのは非常に重要な問
題だと思います。
それともう一つは、やはり先ほど言われた、医
師の年齢構成の中の働き方も勘案しながら今回の
需給予測もやっているわけですよね。それでもな
かなか、やはり近い将来、医師過剰の時代が来る
ということは恐らく確実なんだろうと思います。
それと、もう一つ言わせていただくと、先ほど
も申しましたが、非常に大きな問題は、千八百名
近い地域枠の学生たちが今、社会に出ていこうと
しています、医師たちが。彼らがどう行動してい
くかが非常に重要な問題ですよね。それとともに、
医師がふえると医療費も恐らくふえてくるという

非常に重要な問題もあります。
そういったさまざまな問題の中で、その際、前
提として、偏在対策、これはもう喫緊の課題であ
るというふうに考えております。
○伊佐委員 ありがとうございました。
最後に、猪口参考人に伺いたいと思います。
せっかくわざわざ徳島から急いで駆けつけてき
ていただいたので、せっかくですので、控除対象
外消費税、この年末に向けて、恐らく、いわゆる
損税と言われているこの消費税の話が議論になっ
てくるだろうというふうに思っております。
医療機関が仕入れの消費税を負担しているとい
う問題も、これまで診療報酬で補填しようという
ような形でやってきたわけですが、恐らくいろい
ろ御意見もあるんじゃないかと思いますので、最
後、一分もないと思いますが、思いのたけをぶつ
けていただければと思います。
○猪口参考人 この消費税の問題も非常に難しく
て、一分でしゃべるといってもなかなかしゃべり
切れないんですが。
簡単に言いますと、日本はもう三十年間、医療
は非課税ということでずっと来ました。ですから、
これを大枠で変えるというのはとても大変な話だ
ろうなというふうには思います。思いますが、今、
やはり消費税をいっぱい払っている、特に、大型
で急性期の病院は消費税をいっぱい払っているた
めに、多くの控除対象外消費税を生んでいるわけ
です。
ということは、この消費税を診療報酬で補填す
る、マクロでは補填されていると言われています
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が、細かなところまで、それぞれの病院の事情が
違う中でそれを補填していくというのは、多分、
診療報酬でやるのはちょっと不可能ではないかな
という気がしております。
ですから、今後、ことしじゅうに結論を出すわ
けですから、さまざまないろいろな可能性につい
てこれからディスカッションが必要であるという
ふうに今思っております。
○伊佐委員 なかなか一分では思いのたけは全部
言い切れないところもあろうかと思いますが、し
っかり、きょういただいた御意見、審議に役立た
せていきたいと思います。
どうもありがとうございました。
○髙鳥委員長 次に、高橋千鶴子君。
○高橋（千）委員 日本共産党の高橋千鶴子です。
五人の参考人の皆さん、本日は、お忙しい中御
出席をいただき、また貴重な御意見をいただきま
した。本当にありがとうございました。
聞きたいことがいっぱいあるので、早速質問さ
せていただきたいと思います。
まず、片峰参考人なんですけれども、医師の需
給分科会座長として務めていらっしゃいます。今、
分科会は、中間取りまとめが第一次、第二次、第
三次と出ているわけですけれども、中身といいま
すか形といいますか、大分違いますよね。その第
二次のところで、今回の法案の土台となる中身が
書かれているのではないかと。
それで、第一次の中間取りまとめのときに、働
き方ビジョンの検討会をやりますということが突
然入って、一年ぐらい休止といいますか、そうい

う状況があったと思います。そのこと自体が、分
科会としては、聞いていないよみたいな混乱があ
ったのではないかと伺っておるところなんですけ
れども、これをどう思うのかということと、本来
であれば、ビジョンですとか、ビジョンの後に今
度働き方改革検討会もまたやられておりますし、
そういうところとちゃんと連携をとりながら、お
互いに議論するというんでしょうか、それでまと
めていくというのが本来の姿じゃないのかなと思
うんですが、先生はどのように思っていらっしゃ
るでしょうか。
○片峰参考人 そのとおりだと思います。
さまざまな、医師の働き方、需給等々、検討会
が存在しますよね。その横のつながりがどうかと
いうと、座長をやっていましてもなかなかそれが
見えないところがある。もちろん、複数の検討会
に所属されている委員もおられますので、そうい
ったところ、あるいは厚生労働省の事務局の方か
らいろいろな情報。
今回、御指摘いただきましたけれども、第一次
中間まとめをやりまして、二十八年の五月か六月
だったと思うんです。その後、本格的に偏在対策
に取り組もうというところで、御紹介のとおり、
働き方ビジョン検討会という新たな検討会が立ち
上げられている。その後、その結果を待つという
ことで一年近いブランクがあったんですね。その
流れの中で働き方改革の話もあった。その過程は、
座長としてはかなりじくじたる思いでございまし
た。
そういった意味では、今後、そういった検討会

間の連携を進めるべきだと思いますが、今から振
り返りますと、ビジョン検討会で初めて全国規模
のお医者さんに対するアンケート調査を実施して、
実際何を思われているかというのを少し把握でき
たこともありますし、あと、やはり働き方改革の
非常に大きな要因ですので、それも横目で見なが
ら我々の検討会も進めなきゃいけないということ
だと思っております。
○高橋（千）委員 じくじたる思いだったという
ことでおっしゃっていただいて、ありがたく思っ
ております。
確かに、検討会がいっぱいあって、全部追っか
けられないくらいで、これはどこが所管している
のかなと思ったりするような中であります。
ただ、先生今おっしゃった、十万人を対象とし
た医師の調査、一万五千人弱しか集まってはいな
いんですが、ただ、そのチャレンジというんです
か、貴重なデータを出していただいたのかな、こ
のように思っております。ありがとうございまし
た。
それで、次に三宅参考人に伺いたいと思うんで
すけれども、大学力という表現をされました。す
ごく興味深い表現だなと思っております。やはり、
先ほど本田参考人もおっしゃったんですけれども、
大学病院などは、臨床、教育、研究、それぞれ三
つの役割があって、兼ねる大変さというのがある
んだけれども、しかし、どれもやはりそれぞれに
とって大事な総合的な力があるんじゃないか、こ
ういうふうに思っております。
それで、伺いたいのは、私、自分でも質問した
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ことがあるんですが、地域枠をふやしてきました、
ただ、ふやしたといっても、要するに、講義室に
ちょっと学生がふえるよというのでは済まない、
それを受け入れる体制というのは物すごく大変だ
ったのではないかなと思うんですけれども、そこ
に、本来の所管は文科省かもしれませんが、どう
いう思いをいたすべきなのかということで、もし
御意見がありましたら、伺いたいと思います。
○三宅参考人 地域枠の学生をどのように迎えた
かということですか。それほど難しいことはない
と思いますね。
それで、さっき、ここでディスカッションがあ
りましたように、地域枠だからこの地域に残って
ずっとやれという規則は一応あるんですけれども、
その途中でやはりいろいろ、大学におりますと、
いろいろなことを知って、いろいろなことがやり
たくなる人があるんですね。そういうときに、そ
れをフレキシビリティーを持ってやらせるという
のが、実は本当の意味の地域枠じゃないかと思う
んですね、がんじがらめにするわけじゃなくて。
ですから、それも、やはり最初に、地域枠の学
生をとったときに、そういうこともあったら言っ
てほしいということを言うべきじゃないかと思っ
ておりますし、実際、そういうことを言う人もい
ますけれども。ただ、中には、地域枠でとったら
やはり頑張ってもらわぬと困るんですよ、落第す
る人もいたり、いろいろしまして。そういう対策
というか対処も非常に難しいことがございます。
○高橋（千）委員 ありがとうございました。
結局、縛れないですよね、そこは。おっしゃる

とおりじゃないかなと思っております。その上で、
魅力をどうつくっていくかということでは、やは
り大学と行政が力を合わせていかなければならな
いのかな、そこが求められているのかなというふ
うに思っております。ありがとうございました。
次に、門田参考人に伺いますが、先ほど来、専
門医のことで皆さんから質問が集中しているわけ
なんですが、先ほど岡本委員が紹介した先生の図
を見て、私は全く違うことを思ったんですけれど
も。
というのは、私は、自分が質問してきたいろい
ろなテーマの中で、ある方から、学会をつくって
くれと厚労委員会で質問してくれと言われたこと
がありまして、それは化学物質過敏症の問題だっ
たんですけれども、いや、それは議員の仕事じゃ
ないだろうと思ったんですね。
ただ、じゃ、どうやって学会ってつくるんだろ
うと、そもそもわからなかったものですから。そ
のときに、意外にファジーなものだなというふう
に思ったのと、ただ、学会があることによってい
ろいろな学術論文が出されて、そのことによって、
標準医療にまだたどり着かないいろいろな疾患の
方たち、難病とも呼ばれていない方たちもいらっ
しゃるわけで、そういう意味での学会の役割とい
うのはあるのかなと。
ただ、そこに、さっき先生おっしゃったように、
標準医療が大事だというのは私はそのとおりだと
思うし、枠をはめてというのはまた違うのかなと
思うんですが、そういう趣旨に対して御意見がも
しありましたら伺いたいと思います。

○門田参考人 学会はどういうふうにしてつくる
かということは、本当にこれはファジーといいま
すか、任意団体としてスタートしているわけです
から、別に何もありません。
それと、今できていないことに対して、新しい
ところを開いていくときにどうかということでご
ざいますけれども、これは、あくまでも学術とい
う組織とそれから専門医制度というところとは別
ですということを私は何度も繰り返していますが、
ですから、それは自由にいろいろなことをやって
いって、そして、将来的にそれがもう本当に標準
的なものとなり、制度の中に入れていくというこ
とになれば改めてディスカッションすればいいと
思うんですが、最初に制度ありきということはま
ずあり得ないというふうな前提で考えていくべき
ではないのかなというふうに思います。
時々刻々、これはもう新しい、進歩をどんどん
繰り返していって、どんどん広がっていくわけで
すから、限りなく広がっていくんだろうと思うん
ですけれども、じゃ、限りなく制度をつくるかと
いうと、それはできません。患者さんができるわ
けじゃないわけですから、私は、もうそこではっ
きりと線引きをすべきであると。
どういうふうにやっていくか、将来的に上がっ
たり下がったりというのはあると思うんですが、
それは、考え方とすれば、はっきりしておく必要
があるだろうと。
○高橋（千）委員 ありがとうございます。
限りなく広がっていくであろうと。そこに基準
ですとか評価をするということ自体が難しいこと
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なんだろうと思って、やはり制度とは分けるべき
だという指摘はそのとおりかなと思って伺ってい
ました。ありがとうございました。
それでは、本田参考人に伺いたいと思いますが、
外科医らしく、切れ味のよい御意見をありがとう
ございます。
いっぱいあるんですが、まず、働き方改革の、
医師の働き方改革は結論が出ていませんよね。そ
れで、七年後、あと二年で新しい医師の働き方は
どうあるべきかという方向を出すんですが、しか
し、七年間猶予が、結局、施行日までとその後五
年間、猶予があります。じゃ、その間どうするの
かということが決まっておりません。
そうすると、今の労基法のままですと、過労死
ラインどころか、三六協定があれば青天井を認め
てしまう、それを、じゃ、当てはめてもいいのか、
七年も待つのかということがありますので、私は
むしろ、医師は、新しい方法と言わずに、今まで
どおり、労基法の、一般的な労働者と同じ世界で、
どうしても難しい部分だけを整理するというのか
な、それが必要だと思うし、むしろ、夜勤がある
仕事であるから同じでなくてもよい、つまりもっ
と短くてもよい、そういう考え方もできるんじゃ
ないのかなというふうに思うんですけれども、御
意見を伺いたいと思います。
○本田参考人 ありがとうございます。
私、かつて大学病院で働いているときに、友人
から言われたことがあります、同じ医師の仲間で
すけれども。その友人が、奥さんからこう言われ
たというんですね。あなた、家族も幸せにできな

いで、どうして患者さんを幸せにできるのって。
私、それは正論だと思います。やはり医師自身が
歯を食いしばって寝不足で治療していて、患者さ
んには害を与える危険性さえあるんですよ。そこ
を考えないと。とにかく診療していればいいとい
う問題ではないんですね。
トラックの運転手さんも、人の命を預かるから
ということで、かなり厳しく、ちゃんと見ようと
いう時代でしょう、バスの運転者さんも。何で医
師だけが長時間労働をして、過労死ぎりぎりで。
しかも、過労死しても余り報道されないんですね、
医師の場合は。ほかの業界は報道されるんですけ
れども。
ですから、おっしゃるとおりで、きちんとやは
り見ていく方向に持っていかないと、先ほど申し
ました、若手の人が医師になりたがるのかどうか。
特に、厳しい診療科、あと、医師不足のところで
は働いてくれないと思いますよ。それをそうしよ
うと言っている人は、みんな六十代以上の、ちょ
っと今、口が滑りましたけれども、中堅以上の方
がおっしゃっているわけで、やはり若手の気持ち
も考えながら物事を運ばないと。
先ほども言いました北風と太陽ですけれども、
太陽の方も少し考えてやっていただきたいなとい
うのが私の願いです。
○高橋（千）委員 ありがとうございます。
今の質問に関連して、猪口参考人と本田参考人
に同じ質問をしたいと思います。
この働き方改革で、やはり非常に医師が長時間
労働であり、また過労死もある。問題意識はそこ

から出発しているんですが、応招義務がある、医
師法の。これが最後のおもしになって、やはり無
理よねみたいな議論になっているわけなんです。
ですが、もちろん、手術を途中でやめろというわ
けにはいかない。でも、それ以外の部分では、例
えば、誰もが夜勤をするわけでもないし、また、
地方に行くと、医師がいないからといって、救急
も指定を返上している、そういう状態もあります。
ですから、むしろ深刻なのは大病院であろうと。
そうすると、やはり患者さんの受持ちを減らすた
めに、医師をふやす以外にないのかなみたいなこ
とを思うんですが、この応招義務の問題について、
お二人に伺いたいと思います。
○猪口参考人 応招義務、これは先ほどもちょっ
と言いましたけれども、やはり医師で、今までの
感覚ですと、自分が受け持った患者さんに何かあ
ったときというのはやはり見に行くという、半常
識的な問題が一つあります。
ただ、この問題が非常に厳しい方に向かった場
合には、もうそういうことも言っていられなくな
るのかなというような気もしますが。現実に、今
大きい病院と言いましたけれども、小さい病院で
も、例えば日勤をやって、夜勤もやって、また日
勤だというのは、早く言うと、日本の病院では結
構当たり前に行われてきたという面があります。
その夜勤の部分が、これが夜勤なのか、そうで
はなくて日当直なのかということがやはり非常に
大きい問題、つまり、どれだけ忙しいかなんです
ね。ですから、そこで、応招義務はありますけれ
ども、そういう日当直若しくは夜勤、ここのよう
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な区別をどうつけていくのか、そういうことが大
きい問題になっていくと思います。
ただ、これを今すぐ厳しくするということで、
二年といっても、もう来年には決めなきゃいけな
いので、実際には来年までに片をつけて、あと五
年間でどう整備するかという問題ですから、これ
は大きく変わるとすると、日本の医療提供体制そ
のものを変えてしまいかねない問題なんです。で
すから、十分にここからまだ先、議論しなきゃい
けないと思います。
そうはいっても、無理をして過労死しても困る
わけですが、片一方では、私は一生懸命いろいろ
な症例を見て、いろんな手術に入って、いろんな
救急患者さんの体験をして、自分のために自己研
さんをしていきたいんだという若い医師も片一方
ではいて、やはりそういう方の、何というか、労
働でもあるかもしれませんが、自己研さんをする
ということに対して、これを歯どめをかけるとい
うのもいかがなものかなという気もしております。
ですから、そこら辺のバランスをとりながら今
後の議論が進んでいくというふうに思いますので、
これもいろいろな意見をうまく集約する必要があ
るかなというふうに思っております。
○本田参考人 まず、私は、応招義務は、個人の
医師ではなくて医療機関が受けるという形にすべ
きだと思います。
あと、もう一つ。かつて三重県の松阪に行った
ときに、私、見たんですけれども、今はどうかわ
かりません。その当時は、三重県松阪にある、た
しか済生会と日赤と県立か市立ですかね、三つが

交代で救急をしていて、この日はどの病院、例え
ば、私の済生会にかかりつけの人でも、この日は
別な病院に行くという形で、地域で応招義務。
そういうふうに、要は、患者さんからすれば、
どこかでちゃんと診てもらえればいいんですよ。
それを、あんたが応招義務は外しているからだめ
とかいったらもう無理です、今の日本では。それ
をやっていくことによって、地域で本当に医師数
がカウントしたり、先ほどのフィジシャンアシス
タントを導入したり、いろいろ知恵が湧くと思い
ます。
応招義務を個人から地域、又は医療機関、少な
くとも、そうすべきだと思います。
○高橋（千）委員 ありがとうございました。い
い知恵をいただいたと思います。
さっき猪口参考人がおっしゃった自己研さんに
歯どめをかけるというのは、そうなのかなと、少
し考えなければならないかなと。
ただ、民間の個人病院でも、応招義務と言わな
いかもしれませんけれども、いわゆるみとり、先
ほどどなたかがおっしゃったと思うんですけれど
も、結局、それというのは二十四時間なんですよ
ね。いつでも呼ばれるし、たった一度のみとりに
自分が、かかりつけの患者さんに会えなかったが
ために、ずっと家族から責められて、それがすご
くつらいということをおっしゃっていました。こ
うしたことも本当に全体として考えていかなけれ
ばならない課題なのかなというふうに思っており
ます。
最後に、一言で、本田参考人に伺いたいんです

が、これから医師少数区域と多数区域を決めて、
そこを経験した医師に認定を与えるとなるんです
が、その少数区域をどうやって決めるかがまだ決
まっておりません。
ただ、青森県でいいますと、三市以外は全部少
数区域だとみんな思っています。北海道でいえば、
旭川と札幌以外は全部少数区域だ、そう思ってい
ますよね。その中に更に区分するんだろうか、そ
うなったときに何が起きるんだろうかと不安に思
っておりますが、もし御意見がありましたら伺い
たいと思います。
○本田参考人 ありがとうございます。
実は、私、青森県で二年間働いておりまして、
平内町立病院というところでも働きました。医師
不足で、外科で行ったんですけれども、ほとんど
手術がない病院。ただ、一生、医師としての経験、
いい経験をいたしました。地域で御高齢の方をみ
とりに行ったり、往診で亡くなるところを見に行
ったり。
ですから、そういうふうな意味では、地域医療
を経験するということは、長い目で見ると、医師
にとって非常にプラスな面が多いと思います。た
だ、それと、院長になるかどうかを結びつけてい
いのかということ。
あと、もう一つ。医師の養成についてですけれ
ども、先ほど来、医師になってからいろんな希望
が出てきて地域枠がうまくいかないこともあると
いう話が出ましたけれども、私は以前から、ぜひ
アメリカのメディカルスクール型の導入を日本で
も考えるべきだと思います。
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アメリカのメディカルスクールは、普通の大学
を卒業してリベラルアーツをある程度学んだ人が、
医師になりたいといって、四年間で学ぶんですね。
日本の場合は、私もそうでしたけれども、リベラ
ルアーツを全く学ばないで医師になってしまいま
した。ですから、世の中がわからないんですよ。
そうすると、やはり、忙しいところへ行きたくな
いとか、地域に行きたくない。初めから、自分は
そういうところでも働きたいという人をメディカ
ルスクールで教育した方が効率がいいと私は考え
ますけれども、皆さんはいかがでしょうか。日本
でもメディカルスクールをぜひ導入すべきときだ
と思います。
○高橋（千）委員 時間になりましたので、これ
で終わります。
五人の参考人の皆さん、本当にありがとうござ
いました。
○髙鳥委員長 次に、串田誠一君。
○串田委員 日本維新の会の串田誠一でございま
す。
本日は、五人の参考人の皆さん、本当にありが
とうございます。
最初に、猪口先生にお聞きをしたいんですが、
先ほど総合医のお話がありまして、ライフという
言葉は、命という言葉もあるけれども、生活とい
う言葉も補って総合医というものを活用するとい
うお話がありました。
そういう意味では、医師の偏在というような部
分で、もちろん、それが偏在がすぐ解決できれば
いいんですけれども、そうでない場合に、総合医

というのは非常に有効な手段じゃないかなと。一
つの診療科の中で、ないと医師が不足していると
いう、そういう非常に細分化されているというこ
とではなくて、総合医がいればとりあえずは何か
対応できるというような、そんなふうにもちょっ
と私は受けとめたんですが、認識としてはそれで
いいのか。
そしてまた、総合医というのは、病院に行って
総合医という科目が、私はちょっと、もっと見れ
ば実はあるのかもしれないんですが、ちょっと聞
きなれないというような認識もあるんですけれど
も、現在の総合医としての育成というか、医師が
それを選択しているとか、そういう現状を教えて
いただければと思います。
○猪口参考人 今、現時点ですと、大学病院でも
総合診療科というのがだんだんできてはきました
けれども、まだ確実に機能しているというところ
までは行っていないのではないかなと思います。
あと、一般の病院でも総合診療科というところ
を上げているところがありますが、従来、科別で
内科とか外科とか、若しくはもっと細かい、整形
外科、リハビリテーション科等々と並ぶような形
で総合診療科というものが今でき上がっているわ
けではないと思います。
ただ、実態として、例えば日本医師会のかかり
つけ医、その教育も実はここに通じていくものだ
ろうと思っておりまして、診療所のレベルでも、
一つの診療所で、ある程度のことが賄えるという
ようなことがこれから高齢化社会の中では特に必
要だということが、まず、診療所レベルで言える

と思いますね。
あと、病院でも、実は、総合的に診る医師がい
るということは、病院にとっては非常に診療がし
やすくなります。それぞれの専門だけいますと、
この患者さん、どっちが診るんだとか、そういう
話になるんですが、まず総合的に診る医師がいる
ことによって、まあ、とりあえずは自分がやるよ、
で、ここの部分については、じゃ、今度、こっち
の科でやろうかなとか、そういう入り口の、間口
が非常に広くできるということが一つあると思い
ます。
あと、夜間の救急等におきましても、やはり総
合的に診る目を持った人間が当直することによっ
て、急患を断らずに、まずこれが必要なんだとい
うことがわかって、必要に応じてまた翌日に専門
医の方につなぐというようなこともできるように
なりますので、我々にとってもそうですけれども、
患者さんにとって非常に利便性があるということ
で、総合医はこれからどんどんふやすべきだろう
というふうに思っております。
あとは、専門医ばかりで固めるとやはり医師不
足が顕著になりますので、それを横軸で、少しで
も医師不足を解消するためにも、総合医は役に立
つのではないかというふうに思っております。
○串田委員 ありがとうございました。大変わか
りやすく御説明いただきました。
次に、本田先生にお聞きをしたいんですけれど
も、フィジシャンアシスタントの件なんですが、
私も、神奈川県が選挙区なので神奈川県の話を聞
くことがありまして、ついこの前も、神奈川県知
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事の黒岩知事が救急救命士のことを大変詳しくて
教えていただいたんですが、救急救命士というの
は毎年たくさん生まれているんだけれども、すご
く働く場所が限られていると。それと、消防士と
の関係というのが消防士ではないのでできないん
だというような部分と、フィジシャンアシスタン
トということですから、医師の指示がないとでき
ない分野に救急救命士というのが活躍していくと
いうことができるのかどうかとかというところも
含めまして、ちょっとそこら辺、私も理解不足な
ので、補っていただければと思います。
○本田参考人 まさに救急救命士さんは、今の日
本の法制の中ではフィジシャンアシスタントのよ
うには働けませんけれども、いろいろ、点滴をと
ったり、場合によっては、挿管もたしか、いろい
ろ、心臓も除細動とかもできるということで、救
急の現場まで一緒に入って働いている分野だと思
います。
そういうふうな意味では、救急救命士さんが病
院で働いてくれるということ、フィジシャンアシ
スタントとして、そういう道をつくるということ
は私は非常に有効で、やはりそれぞれ、ステップ
アップというんでしょうか、さらなる別なところ
も目指して勉強できるという面では非常にいいの
ではないかと。
あと、先ほど来出ましたけれども、医療関係者
は少ないですから、ほかの分野で医療関係で働き
たいと思う方、さっきのメディカルスクールがま
さにそうですけれども、救急救命士をやっていて、
病院で患者さんを助けたいと思う人がフィジシャ

ンアシスタントとして入ってくれれば、こんな大
歓迎なことはないと思います。
○串田委員 次に、門田先生にお聞きをしたいん
ですが、先ほど、予防、診療報酬制をちょっと変
えなきゃいけないということがあったんですけれ
ども、そこの部分と、例えば、先ほど、今回の地
域の偏在化ですね。その予防医学と地域の偏在化
というのが何か関連性があるのか、あるいは診療
報酬制との兼ね合いで予防医学に関して、こうい
う診療報酬に問題があるのかというようなことも
含めまして御説明をいただければと思います。
○門田参考人 ありがとうございます。
偏在の中で、地域による偏在と、それから診療
科による偏在ということで考えて、二つのことを
申し上げたんですが、地域による偏在と、この予
防あるいは治療、あるいはその辺の診療報酬とい
うふうなことがちょっとつながらないかもわかり
ません。
ですから、私があのときに主にお話ししたかっ
たのは、今どちらかというと、この問題の出てい
る問題点をターゲットにディスカッションし、そ
れをどうするかという話にどうもなることが多い
ということをお聞きしていますので、私とすれば、
その問題がある、それの、そこの問題は何なのだ
と。そういう場合は、ステップでここだけの問題
ではないというのがほとんどの場合なので、そこ
のところを見ていただきたいというふうなことで、
一つの例としてお話しさせていただきました。
若い医師たちが何をどういう勉強をしていくの
か、ただ好きなことというのはあるかもわかりま

せんが、それと同時に、診療報酬がやはりいい仕
事、高い仕事、だから、高いものはいい仕事とい
うふうなことに今はなっているんだろうというふ
うに思います。そういった意味で、本当に国民を
幸せにする、あるいは病気から守るというふうな
ことになっていくとするならば、予防、あるいは
場合によったら、その予防だけではだめだったら
検診というふうな形になりますけれども、今、簡
単な話、検診は保険はききません。
そういうふうなことで、そちらの方が本格的に
やればもっともっと変わってくる医療の現場を、
診療という、もう対価を払うということに日本が
なれてきているということを申し上げたかったん
ですね。
ですから、そのあたりを含めて大きく今の全体
の問題を見るべきではないでしょうかというとこ
ろの一つの例として挙げました。よろしいでしょ
うか。
○串田委員 今のお話を聞きますと、検診に保険
がきかないということですが、地域の偏在化とい
うのはお医者さんがいないから困るということで
すから、検診を受けると病気を予防できるという
意味では、偏在している部分を補うという部分も
確かにあるのかなと思ってお聞きをさせていただ
きました。
次に、三宅先生にお聞きをしたいんですが、専
門医は地域とは関係がないという部分、基本的に
は、そういうお話という中で、私もそうだなとい
うふうに思いつつ、なおかつ、働き方意識調査と
いうのがお医者さんに行われたときに、二十代の
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人は、地域では、少数地域では専門医の資格取得
が困難だから少数地域に行きたくない、そういう
こともあって、そこが非常に、何というか、矛盾
しているというか難しい部分があるかと思うんで
すけれども、そこについての先生のお考えをお聞
かせいただきたいと思います。
○三宅参考人 いい御指摘だと思いますけれども、
私がさっき言いましたのは、基本的に専門医と地
域医療とは別に考えるというか、別々で独立して
やっていかなければいけない。ただ、さっきも言
いましたように、専門医制度というものがしっか
りすると、地域医療に妨げになるようなことはで
きるだけ避けていくということなんですけれども、
今はそれは妨げになっていますから、その例は。
ですから、それは直さなきゃいかぬと思います。
もう一つだけいいですか。ちょっとこの話題じ
ゃないんですけれども、さっき本田先生が言われ
ましたヒラリーの話ですけれども、確かにヒラリ
ーは、日本の医療を見てクレージーと言いました。
だけれども、あのクレージーという言葉は、狂っ
ているという言葉じゃないんですよ。クレージー
というのは最大限の賛辞なんです、これは。とて
もまねができないほどすごいことだという意味で
言っておるわけで、ただ、日本のやったことはす
ごいと思います。
ただ、いろいろこれから、働き方改革、これも
大事ですよ、それから、いろいろな地域医療、こ
れも大事、それをやっていって、日本の最も自慢
するところが普通になる可能性は十分あるんです。
今、飛び抜けておるんです、その一九九〇年で。

それが普通になってもいいという覚悟を持ってや
ってほしいということですね。普通になる可能性
はあります。
○串田委員 次に、片峰先生にお聞きをしたいん
ですが、エビデンスというのが非常に重要視され
るということで、私も一昨日の質問のときに、検
証というものが行われないでずっとやっていって
も、戦後七十年間、偏在解決がつかないんじゃな
いかという部分で、非常にエビデンスというのを
大事にしていかなきゃいけないというようなこと
もあるんですけれども、先生にとっては、今後、
偏在を解決するに当たって重要視したいエビデン
スというのをもし御披露いただければと思うんで
すが。
○片峰参考人 どういう趣旨を取り上げるか、い
ろいろ考え方はあると思うんですよね。
少なくともやはり、地域別に非常に細かいエビ
デンスというのは必要になってくると思います。
そのときに、やはり、医者の数だけではなくて、
その地域ごとにニーズが異なるわけですから、ニ
ーズに基づいたエビデンスですね。
それと、例えば、お医者さんも、数だけではな
くて女性の比率であったり、それこそ年齢構成で
あったり、もちろん診療科別のお医者さんの数な
ど、さまざまなエビデンスがあると思います。そ
の中で、やはり、そういったもの、それから、い
まいち踏み込むことはできませんでしたけれども、
外来診療の状況ですよね、開業医の先生方の分布、
そういったもののきちっとエビデンス。
基本的には、三師調査というものがありますか

ら、そういったもの、あるいは、各都道府県が得
るエビデンス、そういったものを統合してという
こと、データベースをつくっていってということ
になろうかと思いますが、この部分はやはり国が
責任を持ってそういったデータベースをつくって
いく、ここは国のもう重要な役割なんだろうなと
思います。
これを都道府県にしかるべき形で提供する、あ
るいはお医者さんにも提供する、職業選択の意味
でですね、そういった中で行動変容を促していく、
そういうイメージだと思います。
この指標に関しましても、今からいろいろなこ
とをやりながら、その成果を見ながら、そこもや
はり手を加えていくというＰＤＣＡサイクルを回
すというのは物すごく重要だと思います。
○串田委員 次に、本田先生と猪口先生にお二人
にお聞きをしたいんですが、一昨日質問させてい
ただいたときに、今回の法案も偏在解決に果たし
て機能するかどうか、ちょっと心もとないなとい
う気の中で提案させていただいたのは、国家公務
員枠、要は、増員というのは何年か維持されるよ
うですけれども、そこの中に国家公務員枠をつく
って、ある一定の期間は地域だとかというのを指
示できるような体制というのもどうだろうかと提
案させていただいたんですが、加藤大臣からは余
りいい感じの答えはいただけていないんですけれ
ども。
現在、自治医科大学、防衛医科大学、それと産
業医科大学でしょうか、九年間義務があって、そ
の間におやめになり、そこの義務を果たさない場
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合には、いろいろ、授業料を返済するというよう
なこともあると思うんですけれども、何かそうい
う増員部分の中である程度強制枠みたいなものを
つくったらどうかというような部分が、私として
はちょっと提案としてさせていただいたんですけ
れども、お二人の先生に、この提案は、いや、そ
れは無理なんだよというか、こういうふうな方法
もあるんじゃないか、そんなことをお聞かせいた
だければと思います。
○本田参考人 ありがとうございます。
実は、それは私、先ほどメディカルスクールで
ちょっと言い足りなかったところなんですけれど
も、なぜアメリカがメディカルスクールを導入し
たかというと、高校三年生卒業の時点で自分が医
師として適性があるかどうかを判断させるのは酷
だ、難しいというのが基本にあるんですね。逆に
言えば、メディカルスクールで自分はそういう地
域で初めから働きたいという人がいれば、恐らく
そのやり方は成功すると思います。
ただし、今のように、とりあえず、成績がいい
から医学部に入ろうかなという人にそれを適用す
るというのは非常に問題があるんじゃないでしょ
うか。
そういう意味では、メディカルスクールをつく
って、それをされると非常にスムーズなんじゃな
いかと感じました。
ありがとうございます。
○猪口参考人 医師の養成についてはこれからま
だまだ議論しないとなかなか難しいし、とりあえ
ずは医師の働き方をどうするかというところから

始まっていると思うんですね。
ですから、その後、少数のところに医師をどの
ような形で行くようにするかというのは、そうい
うお考えもあってもよろしいかと思うんですけれ
ども、私は、先ほど本田先生も言われているよう
に、実際の医師、それも科別に分けて、どの地域
にどれぐらいいるのかということをやはり早急に
調べていただいて、では、患者の発生数、疾患の
発生数から考えて、どれぐらいが、各科の医師が
いるのが妥当であるかという、やはり相当いろい
ろなところから見た指標が必要であろう。それに
よって、医師が不足のところはわかるわけですか
ら。そこのところにどういう手当てをしていくか
ということをもう少し具体的にやっていかないと、
ただグロスで、医師が足りる、足らないだけでは、
これからはなかなか難しいなというような気がし
ております。
○串田委員 三宅先生にお聞きをしたいんですが、
先ほど諸外国もコントロールをしているというお
話があって、偏在という問題は日本だけの問題で
はないのかなとも思いつつ、諸外国がどんなこと
で解決をしているのかだけ、ことの部分を説明い
ただきたいと思います。
○三宅参考人 先ほど申し上げましたが、アメリ
カの例なんですけれども、例えば、要するにアメ
リカは、この科はこれだけの枠しかないと枠を決
めるんですね。それから地域も枠を決める。それ
に勝とうとしますと非常に、主権ですね、一種の、
聖域じゃない。
例えば、私はハーバードにいましたけれども、

眼科は物すごく人気があるんですよ、アメリカは。
眼科はいろいろな意味で。それで、ハーバードの
トップテンのうちの何人かは必ず眼科を志望する
んですけれども、なかなか眼科医になれない、競
争が厳しくて。そういうことをずっと昔からやっ
ているものですから、今言ったような地域の偏在
とか科の偏在とか、そういうことは余り起こって
いないようです。
ただ、日本でもしそれをやるとしますと、まず
僕が頭に浮かぶのは、開業医の先生方がかんかん
に怒りますね。
例えばうちの大学には開業医の息子が物すごい
多いです。そうすると、自分の病院を継がせよう
と思って医学部へ入れたのに、自分の希望の科に
行けないとなると、これはとんでもない話だと言
うんですけれども、僕は反対なんだ。ただ、医学
生が自分のお父さんの病院を継ぐために医者にな
るなんということは、どうでもいいことはないで
すけれども、それよりやはり人類に、日本人民に
貢献するために医者になるという気持ちで医師に
なってほしいわけですよね。
ですけれども、その辺は必ず問題になると思い
ますけれども、これは行政のしっかりした組織づ
くりがあれば、僕はできると思いますね。地域と
か科の偏在をなくする一番具体的な、しっかりで
きる方法はそれじゃないかなと僕は思っています。
○串田委員 時間の関係で、最後の質問をさせて
いただきますが、門田先生に。
先ほど社会全体を見ていかなきゃいけないんだ
という、大変すばらしい、そういったお話をさせ
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ていただいたんですが、厚労委員会というか、今
回の医師の問題も含めまして、社会全体的な観点
から、先生から、こういったところを重視してほ
しいというようなものがありましたら、御披露い
ただきたいなと思います。
○門田参考人 非常に難しい、答えるのに難しい
という感じがするんですが、私、きょう一番申し
上げたかったのは、いろいろなディスカッション
の中で、今回のテーマであるということというこ
とで限定はされているんだと思うんですけれども、
その限定の中で、本当に一番目指すところは、き
ょう福沢諭吉の議論の本位という話をさせてもら
いましたけれども、本当にそれは、今、地域医療
なのか、あるいはいい医師の育成なのか、あるい
はそれとも患者さんの何とかなのかという、その
具体的なディスカッションの前に、そこの大きな
ポイント、本位と言うていますが、そこのところ
は何なのかということを迷わないようにしていく
というディスカッションが必要なんじゃないのか
なということを申し上げたいと思うんです。
内容によっていろいろありますけれども、私は
先生方に、そこのポイントのところのディスカッ
ションを最初にやっていただいて、そして話を詰
めていっていただきたいという感じがします。
以上です。
○串田委員 大変参考になりました。どうもあり
がとうございました。
○髙鳥委員長 以上で参考人に対する質疑は終了
いたしました。
この際、参考人の方々に一言御挨拶を申し上げ

ます。
本日は、貴重な御意見をいただきまして、本当
にありがとうございました。委員会を代表して心
から御礼申し上げます。ありがとうございました。
（拍手）
午後一時から委員会を再開することとし、この
際、休憩いたします。
午後零時十六分休憩
――――◇―――――
午後一時一分開議
○髙鳥委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
引き続き、内閣提出、参議院送付、医療法及び
医師法の一部を改正する法律案を議題といたしま
す。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として総務
省大臣官房審議官沖部望君、文部科学省大臣官房
審議官信濃正範君、厚生労働省医政局長武田俊彦
君、労働基準局長山越敬一君の出席を求め、説明
を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませ
んか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○髙鳥委員長 御異議なしと認めます。よって、
そのように決しました。
―――――――――――――
○髙鳥委員長 質疑の申出がありますので、順次
これを許します。阿部知子君。
○阿部委員 立憲民主党の阿部知子です。
モリカケ、カジノだった内閣委員会から、久し
ぶりに厚生労働委員会の質疑の機会を得て、感謝

を申し上げます。
と同時に、今、西日本災害が大変深刻な状況、
特に加藤厚生労働大臣のお地元の岡山も大変状況
が厳しい中、この場で御答弁いただくのも心が痛
む、もう日々たくさんの復旧や、あるいは被災者
の捜索、そして暑くなってまいりましたから感染
症対策など、厚生労働行政がかかわらねばならな
い部分は大きいと思います。
野党といたしましては、こういうときですから、
休戦という形で、各大臣には被災地のことに専念
していただきたいですが、きょうは設定された枠
ですので、御質問をさせていただきます。
まず、きょう議題となっております医療法、医
師法の関係におきましては、いわゆる地域枠とい
うものが本格的には平成二十二年から始まってお
りまして、例えば、平成二十九年度においては、
九千四百二十人の医学部定員のうち千六百七十四
人と、一七・八％、二割近い方が地域枠で学ばれ
るという状況を迎えております。
私は、この地域枠が専ら医師不足、医師偏在、
医師の配置という問題から語られることはあって
も、医学教育という点においては、果たして、こ
の地域枠で入られた方に十分な教育を保障してお
るだろうか、それはその人の将来の役割モデル、
ロールモデルも含んだ上での教育になっているだ
ろうかということでお尋ねをいたします。
質問の一点目ですけれども、いわゆる地域枠で
入られても、途中で離脱をされるという方がおら
れると思います。これを義務違反者という呼び名
で呼んではおりますが、私は、その約束した義務
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には違反しているかもしれないけれども、もしか
して、そこには理由があり、御本人の問題だけで
なく、仕組みの問題もあるかもしれないと思うも
のでありますので、加藤大臣にお伺いをいたしま
す。
厚生労働省として、こういう離脱者についての
現状、あるいは、これまでの地域枠の経過の中で、
どんな問題意識を地域枠として入った学生が持っ
ているかなどについて、何かお調べになったり、
あるいはお考えがあればお願いをいたします。
○加藤国務大臣 阿部委員にこうして厚生労働委
員会で答弁をさせていただく、ありがたいと思い
ます。
平成二十年度より、地域枠医師を中心に、段階
的に医学部定員を臨時に増員をしているわけであ
りますが、大学が特定の診療科や地域で診療を行
うことを条件とした選抜枠を設ける地域枠、これ
は平成二十九年度は七十一大学で千六百七十四名
いるわけであります。
こうした地域枠の効果を検証するため、平成二
十九年に、全都道府県に対して、奨学金を貸与し
た地域枠等に関する調査を実施し、その結果、奨
学金を返済したことによる離脱者の割合、これは、
二年目の臨床研修段階で二％、三年目の専門研修
段階においても八％、こういう状況であります。
しかしながら、一定枠の学生医師が地域枠を離
脱してしまっているということ、また、地域にお
ける医師確保に責任を持つ都道府県が希望するだ
けの地域枠を確保できていないということ、また、
大学によってでありますが、医学部入学後に地域

枠の希望者を募り、十分に希望者が集まらず、地
域枠の学生が確保できない結果、実質的な一般枠
として流用されてしまっている、こういった課題
があるというふうに認識をしております。
したがって、そのため、この法案においても、
地域枠等の医師が、国内外の留学など、本人の希
望に応じて多様なキャリア形成が図られるように、
一定期間各都道府県が指定する区域での勤務を行
えること、これは前提としつつも、各都道府県に
キャリア形成プログラムを策定することなどを盛
り込んでいるところでございます。
このほかも、都道府県、大学に対して、特に臨
時定員増員に係る地域枠については、一般枠とは
別の選抜枠を設けること等によって地域枠の学生
を確実に確保していくことを求めること、また、
地域枠の適切な運営がなされるよう、臨床研修病
院が研修医の採用を行う際には、研修希望者の従
事要件と研修プログラムにそごがないように確認
をしていく、調整をしていく、そういったことに
ついて情報提供を行う、こういったことの対応も
行っているところでありますので、委員御指摘の
ように、地域枠という形で地域で従事をしていた
だく医師を確保していくというその趣旨と、そし
て、もともとの、医師として、その質を十分高め
ていただく、そのことのむしろ両立をしていきな
がら、実効的な偏在対策になるように取り組んで
いきたいと考えております。
○阿部委員 今、大臣の御答弁の中にもありまし
たように、研修の一、二年次、初期研修では離脱
者二％、三年次で八％、四年次で一二％。年次が

上がるほどに離脱者がふえてくる。
これを必ずしも返済をすればいいという、私は、
ことでもないし、また、縛るものでもない。何が
キーワードかと申しますと、冒頭申し上げました、
地域枠の皆さんの教育の内容を、もう一度この時
点で虚心坦懐に見直してみるべきだと思うんです。
と申しますのも、昭和四十年代後半に、自治医
科大学といって、各自治体からの拠出によって、
また各県が何人かそこに出して、医師を教育して
また戻すという仕組みでできた大学がございます。
私も二〇一〇年にも視察に行かせていただきまし
たが、そこにおいては、理念としては総合医、地
域医療ということを重んじた教育カリキュラムが
一貫して組まれております。
もちろん、卒後の義務年限があったりはします
が、結局、そこで学ぶ医師たちが、自分が将来ど
んな医者になるか、総合医という言葉でくくられ
ておりますが、それは何なのかということを、学
生段階からあらゆる教育機会に触れて学んでいっ
ているんだと思います。
一方の今の地域枠は、正直申しまして、大学に
よる差はあろうかと思いますが、地域枠の皆さん
と一般枠の皆さんは同じ土俵で教育をされており
ます。その中で、果たして十分にこうした期待さ
れる総合医像というものが伝わっていっているだ
ろうか、ここに疑念を抱いております。
大臣のお手元にも、また皆さんのお手元にも、
自治医科大学医学部のカリキュラムで、一年から
三年、あるいは四年から六年と書いたものがござ
いまして、ここ、各学年で総合医療と称するもの
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を座学で学び、なおかつ、いろいろな実習、研修
においても、地域医療ということが組み込まれて
おります。
そして、一枚おめくりいただきますと、「自治
医科大学における教育ミッションと実現戦略」と
書かれて、学生教育の獲得目標が明確にされてお
ります。
ここには、他者の苦悩に心を寄せることができ、
人間としての涵養ということ、それから、総合医
及び総合的能力を持つ医療人に必要な基本的能力、
あるいは、地域連携のあり方、保健行政における
リーダーシップ、直面する問題を分析し、解決す
る能力を養う。私は、教育というのは、目標があ
って、それをきちんと伝えながら若い人たちをい
わば育て上げていく仕組みなんだと思うんです。
下には、自治医大における地域医療教育という
ものが、一年から六年までの一貫した地域医療教
育、保健所の実習、介護福祉実習、ベッドサイド、
もう非常に患者さんのすぐ在宅の近くまで行くよ
うなもの等々、こういうカリキュラムが組まれて
いるということであります。
きょう、文科副大臣にお越しいただいておりま
すが、果たして、文部省として、各地方の医科大
学で、地域医療枠の学生にどのような理念とどの
ような教育体系を持ってやっておるか、お調べに
なったことがおありでしょうか。
○丹羽副大臣 お答えいたします。
少子化が進展する我が国におきまして、医学教
育の中で地域医療について学ぶことは大変重要で
あると考えております。

昨年の三月に医学教育モデル・コア・カリキュ
ラムを改訂した際にも、地域医療に係る学習目標
を充実したところでございます。
特に、地域枠の入学者に対しては、他の学生よ
りも地域医療に関して充実した教育を行い、将来
にわたって地域医療に従事するというキャリアビ
ジョンを明確にし、地域を守るという使命感を持
った医師を育てることが重要と考えております。
また、地域枠による定員増員を認可する際には、
文部科学省といたしましても、地域医療に関する
プログラムをしっかり作成しているか確認してい
るところでもございます。
委員のおっしゃるように、例えば長崎大学とか、
また岡山なんかでも、そのような形で地域医療を
実際的に一年次から早期体験学習などでやるとい
ったことも行っております。
一方で、委員の御指摘のとおり、自治医科大学
においては、地域医療に貢献する医療人を養成す
ることをミッションといたしておりまして、一年
次より、早期体験学習、地域医療学総論といった
系統的な実習や講義を開始されておりまして、五
年次の臨床実習におきましては、出身都道府県等
の卒業生が勤務している第一線の現場で臨床実習
を体験させるなど、各学年を通じて、将来の地域
医療、地域医療のリーダーとしてふさわしい医師
になるための要素を習得させるカリキュラムとな
っているということは認識いたしております。
各大学の地域枠の学生に対して、取組を自治医
科大学の内容と比較させていただきますと、地域
医療を担う医師を養成するための教育については、

入学後、早期から地域医療を体験させ、系統的な
講義を行うなど、共通点がある大学もある一方で、
系統的な講義が開始される時期など取組状況が異
なっている大学もあるということも認識いたして
おります。
今後、文部科学省といたしましても、この各大
学の地域枠学生の六年間の教育を通じて、地域医
療の意欲や使命感を涵養する取組が行われるよう
に、しっかりと取組を促していきたいと考えてお
ります。
○阿部委員 今、文科省からの御答弁のように、
実はボリュームにおいても非常に差があります。
一泊二日くらいの実習だけで、失礼ですが、お茶
を濁しているところもあると思います。そういう
中で、地域に逆に縛られるという意識しか学ぶ人
が持てなくなったとしたら、それはそもそも、私
は、この地域枠を設けた結果の失敗なんだと思い
ます。
自治医科大学のように、そこで目的意識を持っ
て、プライドを持って、余人をもってはかえがた
い私たちは地域医療のエキスパートなんだと思っ
てくれるような医師を育てられるかどうかは、ひ
とえに文科省と厚労省のコラボで、本当に一つ一
つ丁寧に大学の教育を見直してみられるべき時期
だと思います。
加藤大臣にお伺いいたしますが、岡山には川崎
医科大という大学がございます。川崎先生がこれ
も昭和四十年代につくられて、当初、総合医、そ
して、いつでも、誰でも、どこでもという理想に
燃えてつくられた大学で、昔は家庭医の講座とい
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うものも大学でお持ちでありました。ところが、
やはりだんだん専門分化する中で、逆に家庭医の
講座というものが認められなくなって、今のよう
な臓器別再編に流れていって、今日再び総合医、
全人的医療、それが時代の大きな大きな要請だと
私は思うんです。
加藤大臣は、医師不足を何とか配置しなければ
という観点をどうしても背に背負っておられます
けれども、ぜひ、岡山の歴史、岡山の福祉も医療
もすぐれていると私は日ごろから、公衆衛生もで
す、思ってまいりました。まさに、地域を担う医
師とは、公衆衛生のノウハウ、全人的医療、地域
を愛する心、それを涵養することでありますので、
ぜひ、きょう、今文科の副大臣、お答えでありま
すが、大臣の目から見て、各大学の地域枠の学生
の教育内容をごらんになってみて、改善すべき点
が多々あると思いますから、これを今回の質疑を
きっかけにぜひやっていただきたいが、いかがで
しょう。
○加藤国務大臣 今委員おっしゃったように、今
でも川崎医大は、地域で医療する方ということを
育成していきたい、そういう思いを理事長始め皆
さん思っておられるというふうに私は認識をさせ
ていただいておりますけれども、そういった意味
で、ある意味では地域包括ケアの中心を担い、医
療、介護等の他職種と連携することを目指す地域
枠医師については、委員お話しのように、臓器別
ではなくて、幅広い領域の疾患等を総合的に診る
ための総合診療領域を目指していただくこと、こ
れは大変大事だと思っております。

今回の法案においては、地域医療対策協議会で
の協議を踏まえ、総合診療領域を含めたキャリア
形成プログラムを策定、活用することによって、
総合診療専門医の取得を希望する地域枠医師の適
切なキャリア支援を実施することができるように
なっておりますし、また、厚生労働省としては、
総合診療専門医の養成を支援するため、平成三十
年度予算において、これは、日本専門医機構に対
し、総合診療専門医プログラム責任者養成のため
の経費や、僻地、離島等において研修を行う医療
機関に対する旅費等の財政支援も行っております。
また、加えて、都道府県ごとに、人口動態や疾
病構造の変化を考慮して、将来の必要な医師の見
通し数を、平成三十年、できるだけ早期にその見
通しについての検討を始め、平成三十二年には国
が情報提供することを予定しております。
この見通しを踏まえた地域枠の専攻医の適切な
プログラム選定に資すること、こういった施策を
考えているところでございますので、今委員お話
がありますように、単に地域枠を設けるというこ
とだけではなくて、地域枠の方々がそれぞれまさ
に地域においてその力を発揮していただく、そう
した技能というんでしょうか、そういったものを
身につけていただく。そういった意味においては、
今は専門医のことを中心に申し上げましたけれど
も、学部等においてもしっかりとそうしたことを
身につけていただく、あるいは基本的なものを身
につけていただくということは非常に大事なこと
だというふうに思います。
引き続き、こうした点についても、文科省とよ

く連携をとらせていただきたいというふうに思い
ます。
○阿部委員 先ほども申し上げましたが、地域枠
の学生が卒業後四年目の研修で一二％離脱すると
いうのにはわけがあると思うんです。そこで専門
性を学びたくても、例えば、専門医の、今度は平
成三十年から専門医ですが、自分のやりたい科が
ないなど、あるいは臨床研修においても非常に研
修病院が限られているなどとなると、もちろん、
一方で総合医になる希望は持ちながらも、自分の
医師のキャリアパスの中で学びたいことを学びな
がら自己研修、自己研さんしようと思っているわ
けで、大臣にお伺いいたしますが、果たして、地
域枠の学生にとって、研修のチャンス、専門医の
そうした研修を受けるチャンスは十二分に保障さ
れているとお思いですか、それともまだ課題があ
るとお思いですか。あわせて、もう一万人近い地
方枠の学生がいるわけですから、ぜひ、全員、皆
さんにアンケートなり意見聴取なりをしていただ
きたいと思います。
いかがですか。
○武田政府参考人 済みません。私の方からちょ
っとお答えをさせていただきたいと思います。
地域枠の学生でございますけれども、地域枠に
入られた学生の方々、大変地域医療への高い志を
持って入学をしているものと認識をしております。
その後、入学当初のモチベーションを維持するた
めにも、例えば都道府県におきまして、主に地域
枠医師を対象として、地域医療に従事する医師の
キャリア形成上の不安解消等を目的としたキャリ
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ア形成プログラムの策定、こういった取組も大変
重要になってきております。
また、医学部の在学中におきましても、地域医
療の現場における実習などを通じて、地域医療の
やりがいを学ぶような取組を行っている都道府県
も多数あると伺っておりまして、地域枠医師の離
脱率が少ないのはこうした取組の果たすところが
大きいのではないかと考えております。
一方、御指摘もございましたが、地域枠の医師
又は学生が医学教育を受け地域医療に従事する中
で、地域医療以外の領域に関心を持つということ
も十分にあり得ることではなかろうかと考えてお
ります。
地域医療の経験といいますのは、将来的にいか
なる領域に進む場合においても、医師の基礎的な
素養を育む観点から極めて重要になると考えてお
ります。例えば、卒後、僻地医療等に従事するこ
ととなっている自治医科大学卒業生についても、
義務年限終了後、基礎医学、社会医学、国際保健
の領域において多数活躍しているのが現状という
ふうに伺っております。
したがいまして、地域枠医師についても、義務
年限終了後に、地域医療にとどまらず、その経験
を生かし、あらゆる領域で活躍することを私ども
としても期待しておりますし、都道府県の策定す
るキャリア形成プログラムにおきましても、その
ような多様な学生又は医師のニーズに応えられる
ようなものであるように考えていきたいというふ
うに思います。
○加藤国務大臣 今、実際、地域枠を活用して学

部を卒業した方々が現在どういう形で働いておら
れるかということを、これは都道府県がそれぞれ
把握をしておりますから、都道府県を介して今実
態把握をしているところでございます。
加えて、今委員からお話がありました、これは
まだ、どこで働いているかということで、では、
それぞれの医師、今医師として活動されている方
が地域枠として研修したことがどうであったかと
か、そういったことについて必ずしもまだ把握し
ているわけじゃありませんので、その辺、どうい
うやり方があるか含めて少し考えていきたいと思
います。
○阿部委員 ぜひよろしくお願いしたいと思いま
す。
私は、四年次で一二％の離脱率というのは低く
はないと思います。多いと思います。その原因は、
必ずしもお金を返せば自由でいいんだろうという
のではないと思います。キャリアパスの関係かも
しれませんし、いろいろ、学生時代に逆に十分な
モチベーションを持てなかった教育の結果かもし
れませんから、丹念にフォローしていただきたい
です。
特に、何度も比べて恐縮ですが、自治医科大学
にあっては、卒業生のアフターフォローも含めて、
きちんとやはり私はフィードバックしていると思
います。その長年の取組が今日の自治医科大学を
つくっているわけで、これを日本全国に開いたは
いいけれど、果たして教育はどうか、その後のフ
ォローはどうかというのは、もうこれは政治の課
題、厚労省の、あるいは文科省の課題だと思いま

す。よろしくお願いしたいと思います。
引き続いてお伺いいたしますが、お手元にござ
います、開いて資料三ページ目。これは、内閣委
員会、法務委員会等々でも取り上げさせていただ
きましたが、昨今、医師によって引き起こされた
集団暴行事件がございます。東邦医大、二〇一六
年四月、千葉大学、二〇一六年九月、いずれも複
数の学生あるいは医師が、女性、それも若い女性
にお酒を飲ませて、マンション等々で暴行に及ん
だという事件であります。
これは全体、大学生による集団暴行事件として
表をつくってございますが、私は、自分が医学部
の出身でもありますので、医学部の学生が、ある
いは医師がこういうことに手を染めるというか起
こすということは規範の雪崩現象だと思いますし、
安穏としていられないと思いますが、文部科学省
といたしましては、こうした事態が現実に起きて
いることについてどのように認識しておられるの
か、原因は何なのか、そしてどう対策するのか、
教えてください。
○丹羽副大臣 お答えいたします。
平成二十八年ごろ、医学部の学生による性暴力
事件が複数回発生したことは、まことに大変遺憾
だと考えております。
これらの事件の要因につきましては一概には言
えないものの、医学教育においては、一般社会倫
理も含めた高い倫理観や人権意識の醸成が重要で
あるというふうに考えており、事件後、各大学に
おいては、これらの教育が強化されたというふう
に承知いたしております。
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また、このような事例や医療を取り巻く社会的
要請を踏まえて、平成二十九年三月、先ほども申
しましたが、医学教育モデル・コア・カリキュラ
ムを改訂した際には、新たに、医師としての尊厳
と責任を自覚し人格を高めることや、法規範の遵
守及び法秩序の形成に努めることが明示された医
師の職業倫理指針に関する規範を概説できるとい
った項目を盛り込むなど、医の倫理にかかわる学
修目標を充実いたしております。
また、今後、各大学における性暴力や女性の人
権も含めた倫理に関する教育の状況等につきまし
て、実態把握を行うことも考えております。
さらには、医師としての職責や倫理に関する教
育がより充実されるように、各大学に対して促し
ていきたいと考えております。
○阿部委員 第四次男女共同参画基本計画の中に
も、性暴力に対してきちんと医療者について認識
を持たせることと書いてあるんですけれども、果
たして何がなされたか、学校教育の中で。
性暴力とは何かということが学校の場で教えら
れているとお思いでしょうか。私は丹羽副大臣に
伺いたい。教えられていると学生に聞いてみてく
ださい。改めて、性暴力とは何かということが教
えられているとお思いでしょうか。
私は、今の御答弁はすごく総括的なんだと思い
ます。実際には、世界じゅう、今、ミー・トゥー、
私も私もと女性たちが声を上げています。女性の
人権への、あるいは性暴力というのは子供にも男
の人にも行われますから、相手の意に沿わない性
的行為は全てその方に対する暴行として、これは

断じて許されるものではないのだと具体的にやら
ないと、この間も起きたいろいろな、新聞記者さ
んに対してのセクシュアルハラスメントについて、
女性の側がハニートラップしたんだみたいなこと
を言われる閣僚すらあるわけです。
情けない国になっているし、まして医学部の学
生に、私はきちんと、こういう事件をきっかけに、
これはきっかけがあってよくなかったことだけれ
ども、そこから起こしてしまっている事実を踏ま
えて、教育の中に取り込んで、教えて、伝えて、
人権を本当にしっかり持てる医療にすべきだと思
います。
加藤大臣、そもそも、医師法並びに医療法の中
で、医師たちが身につけるべき素養ということで、
私は、やはりこの問題というのはとても看過でき
ない。例えば臨床研修制度の中には、「医師が、
医師としての人格をかん養し、将来専門とする分
野にかかわらず、医学及び医療の果たすべき社会
的役割を認識し」云々となっているんですね。
とても社会的な役割から逸脱していますよね、
暴行をしたり、それもお酒を飲ませて無抵抗にし
て。こういうことが研修制度を受けた医師にも起
きているということはどうお思いでしょう。
○加藤国務大臣 今の、セクハラを始めとしたさ
まざまなそうした課題、これは別に医師にかかわ
らず全ての人、者に対して、もちろんきちっとし
ていかなきゃいけないということ、その前提の上
で、やはり医師という仕事において、やはり患者
さんからもしっかりとした信頼を受けていく、そ
ういった上においても、そういったことはあって

はならないというふうに思うわけであります。
そういったことを今具体に大学等でどういうふ
うに教えておられるかはちょっと私は承知をして
おりませんけれども、セクハラ等にかかわる担当
の大臣としては、やはりそういった問題点等につ
いて、それから、やはり場合によっては管理者に
なることもあるわけでありますから、管理者とし
ての対応も含めて、しっかりそういった知識や対
応とかそういったこと、それをしっかりと身につ
けていただき、そうした場合があったときにもし
っかり対処していく。そして、自身がそういうこ
とを起こさない、これはもう当たり前の話であり
ますけれども、そういったことは医師においても
しっかり身につけていただきたいというふうに思
います。
○阿部委員 今の社会は、当然過ぎるほど当然の
ことがなされていないという意味で、社会倫理規
範が崩壊してきているんだと思います。その中で
も、わけても医師になる人は、御病気の人に寄り
添い、誰よりも人権感覚を鋭く持ち、社会的な存
在としての人間に接していかなきゃいけない。も
うこれは医学、医療の基本だと思います。
私は、何度も申しますが、これだけ大学生の暴
行事件があるというのは、世の中全体おかしい。
だけれども、その中でも、やはり医療者がそれを
少なからず担っているということは、もう非常な
危機感を持って文科省にあっても厚労省にあって
も取り組んでいただきたいと思います。
お手元の資料の四ページ目。
私は、六野党の皆さんと御一緒に、さきの国会

- 41 -

a

衆議院厚生労働委員会議事速報（未定稿）
平成30年7月13日

もまた今国会も、性暴力に対する病院拠点型のワ
ンストップ支援センターというものを提案してま
いりました。性暴力が、警察等々に駆け込んで犯
罪性を問われる以前に、とにかく、被害を受けた
当事者がどこにすがっていいかわからない、とに
かく守ってほしいと思う気持ち、あるいは場合に
よっては避妊の処置が必要な場合もある。
病院というのは、例えばぜんそくなどで苦しい
ときでも、駆け込むだけで守られてほっとしたと
いう感じで、救急に来られる患者さんがよく言い
ます。受け入れてもらっただけで本当にちょっと
ほっとすると。そういう特別な機能を持ったとこ
ろです。
私は、この間ずっと、各委員会で質問しながら、
この病院拠点型のワンストップ支援センター、ぜ
ひ日本の中でもつくるべきだ、そういう法案を出
させていただいております。
加藤大臣にも以前にお話ししたかもしれません。
大阪の阪南中央病院や沖縄の県立中部病院には、
この病院拠点型のワンストップ支援センターがご
ざいます。これができることによって、下に書い
てございますが、やはり多くの人たちがそこに行
くことができる、病院を通じてまた児童相談所や
いろいろなカウンセリング機関などにも紹介し、
場合によっては警察にも紹介できる。
今多く日本でやっておりますのはコールセンタ
ー、これは男女共同基本計画、先ほどの四次の中
で、各都道府県一カ所という、主にはコールセン
ター機能でやっておりますが、病院との連携、あ
るいは、とにかく病院に行くということがもたら

す安心感とはちょっと距離がございます。
そこで、きょう、お二方おられますので提案が
あります。
まず、文科副大臣には、各大学病院は必ず産婦
人科をお持ちです。産婦人科のない大学病院はあ
りませんので、ワンストップ支援センターを各大
学に設置していただきたい。それは、学生に性暴
力とは何かということを身近に教育するチャンス
でもあります。
あと、加藤大臣には、特定機能病院、これは高
度な機能を持って、医療そのものを推進していく、
日本の中の基幹病院です。こうしたところにワン
ストップ支援センター、窓口を持っていただきた
い。
本当は、もっともっとたくさん、国連の勧告で
は二十万人の女性に対して一カ所ですから、とて
も今私が申し上げた数でも賄えないけれども、こ
ういう事態、事件を受けて、一歩前に進むための
検討をしていただきたい。お二方から御答弁を求
めます。
○丹羽副大臣 お答えいたします。
性犯罪や性暴力の被害者に対して、被害直後か
ら総合的な支援を可能な限り一カ所で提供してい
くということは非常に重要であり、また、その被
害者の心身の負担を軽減し、精神面を含め、その
健康の回復を図っていくということは物すごく重
要なことでもございます。
そういった中で、緊急医療や産婦人科医療等の
専門的な医師等による診療体制が整備された大学
病院を拠点としてこのような事業が実施されるこ

とは、性犯罪や性暴力被害者の心身の負傷状況に
適切に対応する観点から、とても意義があるもの
と考えます。
御指摘の事業につきましては、例えば、和歌山
県におきましては、和歌山県立医科大学病院内に
県が運営するセンターが設置されております。
今後も、文部科学省といたしましても、性犯罪、
性暴力被害者のワンストップ支援センターは、こ
れは文科省だけではできませんので、厚生労働省
とも一緒に連携しながら、またこの取組の事例を
幅広く大学病院にも周知していきたいと考えてお
ります。
○加藤国務大臣 私自身が、今の厚労大臣をやる
前に、こうした問題も担当させていただき、たし
か阿部委員からお話があったからだったというふ
うに認識をしておりますが、ＳＡＣＨＩＣＯにも
直接行かせていただいて、そこで働いている医師
の方からもお話を聞かせていただき、そこで担っ
ている役割の重要性、そして特に、医療機関とし
てすぐに対応できるということ、特に証拠の採取
等、そういった問題、そういったことにも迅速に
対応できるというお話と、なかなかまだ予算が厳
しいです、こういうお話も伺ったところでありま
す。
ただ、センターの設置形態は、もう御承知のよ
うに、この病院拠点型だけではなくて、相談セン
ター拠点型等、それぞれの地域の中に応じて展開
をされておられるということなので、これでなけ
ればならないということはないんだろうというふ
うに思って、それぞれ地域の実情に応じて検討さ
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れていく必要があると思います。
特定機能病院の要件にするというのはちょっと
あれだと思いますが、ただ、地域において、そう
した対応が特定機能病院に求められているという
ことであれば、それは積極的に対応していただけ
るように我々の方からも支援をさせていただきた
いというふうに思います。
○阿部委員 求められているのであればじゃなく
て、どこでも求められております。
そして、加藤大臣には、男女共同参画を担当し
ておられるときもおありでしたし、韓国はこの病
院拠点型のワンストップ支援センターを非常に充
実させております。私は、こういうタイプもある、
ああいうタイプもあるではなくて、やはりなぜ病
院拠点型が必要とされるのかということで、ＳＡ
ＣＨＩＣＯを見てなおかつまだまだであれば、次
は韓国にぜひいらしていただいて、取組をごらん
いただきたいと思います。これは国家的な問題で
す。女性の人権や、性暴力がどのように根絶され
ていくかということで、非常に進んだ取組です。
あと、丹羽文部科学大臣には、確かに和歌山県
立医大はやっておられます。それを広めていただ
けますよう、県と大学と地域と協力してやってい
ただく。そのことによって、実は、学生の教育の
質も変わってまいります。
私自身は、ちょうど学生時代に、水俣病を始め
とするいろいろな公害の結果、お体を害された患
者さんたちと多く会うチャンスを得ました。そこ
から、医療とは何かとか、多くを学ばせていただ
きました。学生であるというその貴重な時間に、

人権、女性の立場、病者、弱者、そこをしっかり
と自分の経験の中におさめていくことが全人教育
になると思いますので、加藤大臣にも、丹羽副大
臣にも、重ねてお願いをいたします。
さて、次は、がんの画像診断の報告の見落とし
についてお尋ねをいたします。
お手元にございます新聞記事、これは六月二十
六日の読売新聞のものでございますが、多くのと
いうか、たくさんの大学、慈恵医大、名古屋、横
浜市立、千葉、兵庫県立がんセンター、横浜市立
などなどで、画像診断上がんがあっても、例えば、
自分の専門の臓器でないので、見落とした。がん
は、心臓のお医者さんが、心臓の病気は見るんだ
けれども、たまたまオーダーして、腎臓にもがん
があったんだけれども、それが結果報告を見落と
したという、これは具体例ですが、そうした事案
が数多く日本医療機能評価機構に上がってきてお
ります。
画像診断は長足の進歩を遂げております、画像
も非常に鮮明になって。ところが、こうした事件
が。早く発見すればがんで死ななくて済んだと、
御家族がどんなにか悔しい思いをしておるかと思
います。
私は、大きな原因、二つあると思います。一つ
は、医師が臓器別再編の中で専門化していて、自
分の専門の、自分の専門分野しか見なくなって、
全体のその患者さんの不調というところに目が及
ばないような臓器別再編医療の結果。もう一つは、
今、医療は長足のスピードでＩＴ化されていて、
オーダーすれば全ての検査ができ、そこにストッ

クが結果も含めてされるのですが、呼び出さなけ
れば、やったまんまずっと忘れられて、結局、気
がついたときには手おくれという。医療のＩＴ化
に伴って、多種多様の検査がそのＩＴの中に入っ
て、重要性がなかなか喚起されないという、二つ
の構造があると思います。
まず、文部科学省にお伺いいたしますが、こう
した事案を受けて、医学教育の中で改善すべき点、
おありでしたら、お願いいたします。
○丹羽副大臣 今般の画像診断の報告ミス等を起
因としまして患者が亡くなるという重大な事案が
発生していることを踏まえますと、チーム医療や
安全管理に加えて、医師は、みずからが専門とす
る臓器のみだけではなくて、全身を総合的に診療
することについて学ぶことも非常に重要というこ
とを改めて認識いたしております。
医学教育におきまして、学生が卒業時までで身
につけておくべき必須の実践的診療能力の学習目
標を提示いたしました医学教育モデル・コア・カ
リキュラムにおきまして、患者中心のチーム医療
に関する項目が従来からも盛り込まれております。
また、平成二十九年三月にこちらのモデル・コア
・カリキュラムを改訂いたしまして、委員おっし
ゃられましたヒューマンエラーの防止や制度・組
織エラーの防止など、安全管理に関する記載をよ
り具体化するとともに、新たに、医師として求め
られる基本的な資質、能力といたしまして、全人
的、実践的能力に関する項目を記載するなど、全
身を総合的に診療するための教育を充実させると
ころでもございます。
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文部科学省といたしましても、今般の事案を教
訓といたしまして、このモデル・コア・カリキュ
ラムの改訂の趣旨を踏まえて、より一層教育が充
実するように、各大学に取組を促していきたいと
考えております。
○阿部委員 やはり、きちんとこうした事案の一
つ一つを学生教育の中でも学生に伝えて、自分が
起こさないようにする、そういうリピート、繰り
返し繰り返しなんだと思います。
加藤大臣には、ＩＴ化された今の医療の診療の
中で、こちらが呼び出さなければ情報があっても
死蔵されてしまう、このことについて、厚生労働
省として何かお考えとするところ、改善点はある
か、教えてください。
○加藤国務大臣 まず、そうした事態が、特にと
いうか、大規模病院においても起きているという
こと、これは本当に遺憾だというふうに思います。
厚労省としては、同様の事例が続いていること
も受けまして、昨年の十一月十日に、全国の医療
機関宛てに画像診断報告書等の確認不足に対する
注意喚起の事務連絡を発出して、先月十四日にも
改めて発出をいたしました。この事務連絡では、
画像診断報告書等の確認不足対策として、画像検
査の依頼、主治医による画像診断書の確認と患者
への説明といった流れを整理し、業務工程を確立
するよう取組例の紹介をし、今後、全国の医療機
関において、医療関係者の方々に適切に対応して
いただけるよう、引き続き周知に努めていきたい
と考えておりますが、その上で、今おっしゃられ
た、いわゆるＩＣＴ化が進んでいく中で、どうこ

の情報伝達ミスを効果的に防いでいくことができ
るのか、やはり、院内の適切な情報システムの構
築といった面も含めて、専門家に今検討をお願い
しております。その成果について、全国の医療機
関で共有され、周知を図っていきたいというふう
に思っております。
この検討では、全国の病院システムに組み込ま
れている医療安全に資する機能、どういうものが
あるのかということを把握し、そして、将来、あ
らゆる医療機関において適切な情報システムを選
択、導入する環境を整えていく、そうしたことを
目指していきたいと思っております。
○阿部委員 厚労省が電子カルテガイドラインと
いうものもつくっておられますので、そうした中
で注意喚起をなさるとか、これ、一例、二例じゃ
ないわけです。二〇一五年から一八年までにかけ
て、わかっただけでも三十七例、二〇一五年の一
月から二〇一八年の三月までで三十七件、わかっ
ただけでですから、非常な量だと思います。
やはり、起こりがちな構造をとっているという
ことなんだと思いますので、電子化されたことに
伴うある種の、人は、自分がオーダー、手に書い
てしたり、結果が物で返ってくれば、いや応なく
目にするんですけれども、そのＩＴの中に入って
いるというものは呼び出さないということが多々
あって、今は患者さんにさわらないお医者さんも
いるくらいですから、非常に私は深刻な事案だと
思っていますので、かといって、電子化そのもの
を引き戻すわけにもいかないので、このガイドラ
イン等々できちんと、例えば重要な事項が読まれ

ていなければアラームが鳴るでもいいんです、あ
るいはクラークさんがそれをチェックして、ちゃ
んと医師に伝えるでもいいと思います。本来は全
人医療です。だけれども、そう言っている間にも
犠牲が起きますので、よろしくお願いします。
最後の質問とさせていただきますが、大臣のお
手元に、この間のいわゆる紹介事業者による紹介
手数料が医療財政にどのくらい影響を与えている
かということで、医師、看護師の職業紹介手数料
の推移というペーパーを置かせていただきました。
平成二十六、二十七、二十八の三年がございます
が、年々、医師の紹介手数料は、平成二十八年で
百七十四億、看護師の方が三百十九億、その他の
医療業種を合わせると六百億というようなお金が
診療報酬の中から介在する事業者、紹介事業者に
落ちていき、それはどんどん上がってきています。
本来は、医療行為に対して診療報酬が支払われて
いると認識しておりますが、これはもう医療業界
では大変大きな問題になっていて、かといって、
紹介業を使わない、もう半数以上が使ってお医者
さんや看護師さんの紹介を受けているということ
があり、しかし、ここが大変に大きくなっている
と思います。
このような事態に対して、厚生労働省として、
医療費削減云々言われている中ですが、私たち医
療者は、医療現場に、現場でやったことに報酬を
いただきたい、どこかで紹介だけした業者さんに
流れていくというのは、もうとてもやり切れない
と思います。大臣のお考え、そして対策を伺いま
す。
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○加藤国務大臣 有料職業紹介事業というそのも
の自体は一応認められている仕組みでもあるわけ
でありまして、その中でより適切な、医師でいえ
ばお医者さんを集めて自分の病院に来ていただく、
そのためのコストということになるわけだと思い
ます。
診療報酬自体は、提供されるサービスの対価で
あり、そしてそのサービスを提供するに当たって
必要な費用ということを賄うということで医療機
関に支払われているものでありますから、医療機
関がどういう形でそれを使われるのか、それはも
ちろんよりよい医療サービスの提供につなげてい
ただきたいというふうに思っているわけでありま
すけれども、最終的にはそれぞれの判断というこ
とになります。実際、今、各医療機関は、それぞ
れの状況に応じて、自主的な判断のもとで民間の
有料職業紹介事業者を利用されているんだろうと
いうふうに認識をしております。
また、利用する際にも、みずからのニーズに合
った適切な職業紹介事業者を選択できるようにす
ることは重要でありますので、本年一月一日から
施行されております改正職業安定法においては、
職業紹介事業者に対し、手数料等の情報を厚生労
働省の運営する人材サービス総合サイトに掲載す
ることを義務づけておりますので、医療機関も含
めて、安心して職業紹介のサービスを受けていた
だけるように取り組んでいきたいというふうに考
えております。
また、職業紹介事業者が紹介した求職者に早期
離職を促すような行為を防止するための対応とし

ても、職業安定法に基づく指針を定めさせていた
だき、例えば、紹介した求職者に対する転職奨励
を二年間にわたって禁止するなどを内容に盛り込
んでいるところであります。
○阿部委員 紹介業に頼りたくて頼っているわけ
ではありません、現場は。このことも含めて、引
き続き質疑させていただきます。
ありがとうございました。
○髙鳥委員長 次に、長谷川嘉一君。
○長谷川委員 御指名いただきました長谷川嘉一
でございます。
きょうは、質問の機会をお与えいただきまして、
まことにありがとうございます。
また、冒頭ではございますが、西日本の大変な
豪雨によって犠牲となられた多くの皆様方に、心
からの哀悼の意を表したいと思います。また、遺
族を始め、まだまだ被災されて大変な現状にあら
れる皆様方に対しましても、心からお見舞いを申
し上げたいと思います。また、これに対して懸命
の復旧作業に当たられる国を始めとして多くの皆
様方に、心からの敬意とまた感謝を申し上げたい
と思います。
では、通告に従いまして、順次質問をさせてい
ただきます。
まず最初ではありますけれども、本日は冒頭に
参考人の意見陳述及び質問が行われました。
そのときに、愛知医科大学理事長の三宅養三参
考人からこんなお話がございました。今回の医療
法の問題に絡めてでありますけれども、平成十六
年度に医師派遣制度が改正され、今日の地域の医

師の偏在の大きな原因になっている、このことを
冒頭指摘を受けました。また、それと同時に、大
学病院の機能が派遣も含めて大変厳しくなってい
る現状を含めて、大学病院をもっと大切にすべき
ではないかという御指摘もいただきました。
これは、一昨日、最初の質問で三ッ林裕巳委員
がおっしゃられた、長年の大学病院等の勤務経験
から、地方の病院へ出向し、さまざまな経験を経
て大学に戻ってくる、そしてさらにそこで研さん
や教育に当たり、さらにまた次の派遣に行くとい
う、こうしたキャリアアップのシステムが今崩れ
てしまっている、そういったことも指摘をされ、
その中で、大変示唆に富んだ御指摘としては、三
宅先生と同じように、大学病院を中心に据えたテ
ィーチングホスピタル制度を国は活用すべきであ
るというふうにおっしゃられたことが、大変私は
感銘を受けた次第でございますし、当局におかれ
ましてもこの辺は十分御認識いただけたというこ
とで、私は質問に入らせていただきたいと思いま
す。
最初でありますけれども、今回の医師法、医療
法の具体的な影響がさまざまなところで出てくる
と思いますが、まず一番目でございます。
これは医師少数区域で勤務した医師を評価する
制度ということで、国は、少数地域で一定の勤務
経験を持つ医師を厚生労働大臣が認定し、一定の
病院、これは恐らくは地域医療支援病院のことを
指していることと思いますが、の管理者の要件と
して当該認定医師を位置づけることにしたという
ふうにお聞きをしております。

- 45 -

a

衆議院厚生労働委員会議事速報（未定稿）
平成30年7月13日

医師偏在を解消するために医師少数区域への誘
導策は重要なことでありますが、これが本当に、
医師全体にとって病院の管理者になるものが本当
にインセンティブとして働くかは甚だ疑問が残る
ところでございます。これについての御認識をお
伺いいたします。
○加藤国務大臣 この法案では、医師少数区域等
において一定期間以上の勤務経験を有する医師を
厚生労働大臣が認定をし、その認定医師は、今お
話がありましたように、地域医療支援病院等の一
定の病院の管理者として評価をする、また、認定
医師であることを広告することを可能にしていく、
さらには、経済的インセンティブを対象とする、
具体的な中身はこれから検討させていただきます
が、ということを考えております。
この認定制度を創設することによって、医師の
少ない地域等での勤務に対する社会的評価を高め、
そういった地域での勤務を後押しをしていくとい
うこと、また、認定を得た医師を雇用又は支援す
る医療機関にインセンティブを設けることで、医
療機関にも認定医師を雇用又は支援する誘因とな
っていく、そうしたことの結果として医師の地域
偏在解消に寄与することを強く我々としては期待
をしているところであります。
いずれにしても、こういったインセンティブ等
も含めて、医療関係団体を始めとする関係者から
の御意見も聞きながら、実効性の上がる仕組みに
なるように、平成三十二年の四月に予定している
制度の施行までにしっかりと検討を重ねていきた
いと考えております。

○長谷川委員 ただいまの大臣の答弁は私が思っ
ている内容と違っておりまして、私は、インセン
ティブとしては、地域支援病院の管理者になるた
めの要件としてこれは明確になってきているので
はないかと思いますが、その他の点についてはこ
れからということでありますが、まず、この部分
についてインセンティブとしてどのくらいの波及
効果が得られるか、参考人で結構でありますけれ
ども、お聞きをしたいと思います。
全国にこの地域支援病院が何カ所ぐらいあり、
また、具体的には、私の場合は群馬県出身であり
ますけれども、群馬県においては何カ所の病院が
その指定対象になるのか、お答えいただきたいと
思います。
○武田政府参考人 お答えいたします。
今回の認定制度におきましては、医師の少ない
地域での勤務を促すために、医師の少ない地域で
の勤務を不安と感じる原因となる障壁を取り除く
環境整備を進めることに加えまして、医師の少な
い地域での勤務を希望する医師等を後押しする施
策、これを講じるということで医師偏在対策を進
めてまいりたいということでございます。
この施策の一環といたしまして、本法案におき
ましては、新たに医師少数区域等の勤務を一定期
間経験した医師を厚生労働大臣が認定する制度を
創設いたしまして、地域医療支援病院のうち、医
師派遣・環境整備機能を有する病院の管理者とし
て評価する方向としているところでございます。
この地域医療支援病院につきましては、現在、
全国で五百四十三病院でございまして、群馬県の

状況につきましては、十三の地域医療支援病院が
あるというふうに認識しております。
〔委員長退席、渡辺（孝）委員長代理着
席〕
○長谷川委員 ありがとうございました。
全国で五百四十三でしょうか、私の資料では五
百三十カ所となっているんですが、若干の差はあ
ると思います。群馬県内では十三病院、これが本
当に群馬県内の医師の偏在を是正するための医師
全体のインセンティブになるとは到底思えないわ
けであります。
今大臣がおっしゃられたように、このインセン
ティブについては協議中ということであろうかと
思いますが、具体的に更にこういったものも検討
しているというものがあれば、この機会にお聞か
せいただきたいと思います。
○武田政府参考人 お答えいたします。
この大臣認定の仕組みが実質的にインセンティ
ブとして効果を発揮できるように、私どもとして
も関係者の方々と議論を重ねていきたいと思って
おりまして、具体的な詳細設計につきましては、
医療従事者の需給に関する検討会医師需給分科会
で検討してまいりたいと思いますけれども、法案
の中にございます一定の地域医療支援病院の管理
者要件といいますのはインセンティブのうちの一
つでございまして、今後、私ども、予算措置の中
でも、実際に地域で働く医師の方々に実感を持っ
て評価をされていることが伝わるようなインセン
ティブについてぜひ検討させていただきたいと思
っております。
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○長谷川委員 具体的な例はまだこれから、お示
しになる段階ではない、ただ、まだこれから十分
に検討の余地ありというふうに承りましたので、
この辺は期待して、次の質問に移らせていただき
ます。
二問目は、医師の偏在指標、医療法の部分での
これについてでありますが、今回の法改正により、
新たに国が定める医師の数に関する指標、括弧し
て、医師偏在指標を踏まえた医師の確保数の目標、
対策を含む医師確保計画を、今度はこれを都道府
県が策定することとなっているようでございます。
したがいまして、医師の数に関する指標の算定
に当たっては、都道府県がその後策定する問題と
も絡みますので、各都道府県の実情が十分に反映
されてこなければいけないわけでありますので、
これは、いつごろから策定に入り、いつごろまで
に完成するものなのか、最初にこの辺を明確にし
ていただきたいと思います。
○武田政府参考人 お答えいたします。
ただいま御指摘のございました医師偏在指標で
ございますけれども、これは、二次医療圏ごとの
医療ニーズや人口構成、患者の流出入などの要素
を勘案いたしまして、医師の多寡を示し可視化し
ていく指標とすることを考えております。
具体的には、これまでのような単なる人口十万
人当たりの医師数では表現することのできなかっ
た性別や年齢による医療ニーズの違い、具体的に
は、高齢化の進んだ地域と高齢化が進んでいない
地域のこういった医療ニーズの違いを加味できる
指標にすることなど、より実情に即した医療ニー

ズ当たり医師数を指標化し、さらに、医師の高齢
化の状況を可視化したものを想定をしているとこ
ろでございます。
この医師偏在指標の詳細な設計については、法
案成立後速やかに、医療従事者の需給に関する検
討会医師需給分科会の場での議論の後、結論を得
て、平成三十年度中に医師確保計画の策定方法を
都道府県にお示しする中で明らかにしていく予定
としております。
○長谷川委員 この法案が決定し次第ということ
で、三月ということになりますと、残す期間が八
カ月ということになります。
現在の県の状況を見ると、表にお示ししてござ
いますが、資料一、二をごらんになっていただけ
ればと思いますが、偏在指標の導入ということで、
可視化をするということでありますけれども、そ
の前提として、県の状況は資料二にございますが、
まず、医療計画における医師確保関連の記載が都
道府県ごとにばらつきがあり、法定地域対策の医
師確保策も十七県でまだ未策定となっているとい
うふうなことであります。また、地域医療対策協
議会は、西村智奈美委員の質問のときにも示され
ましたが、七県で未開催、こんな状況であるわけ
であります。さらに、医師確保に関する各協議会
が乱立をしているのが、それぞれの県の状況とい
うふうなことで示されております。
したがいまして、医師確保対策について、都道
府県が主体的、実効的に対策を行うことができる
体制をまず十分整えていくことが、必要、前提条
件となると思いますが、この辺についての御認識

をお伺いいたします。
○武田政府参考人 お答えいたします。
ただいま御指摘をいただきました各都道府県に
おける医師確保に対する取組状況でございますけ
れども、現行の医療法におきましても、各都道府
県は、医師確保対策について、地域の医療関係者
と地域医療対策協議会において協議することとさ
れておりますけれども、現状の課題といたしまし
ては、その開催頻度が低く十分に機能していない、
都道府県によってもかなり差はございますけれど
も、一般的にもそういった傾向がございますし、
地域医療対策協議会を含め、医師確保に関する会
議体が複数存在して効率的な運用がなされていな
い、こういった、今御指摘をいただいたような課
題が存在をしておりました。
したがいまして、今回の改正案の中で、こうい
った課題への対応といたしまして、まず、医育大
学や医師会、主要医療機関等を構成員とする地域
医療対策協議会を、医師確保計画に定められる医
師確保対策の具体的な実施のための協議を行う場
として法律上位置づける、こういうことで位置づ
けを明確にするといったこと、それから、地域医
療センター運営委員会など類似の協議会等を廃止
し、地域医療対策協議会に一本化するということ、
そしてさらに、都道府県が実施する医師派遣等の
対策は、地域医療対策協議会において協議が調っ
た事項に基づいて行うこと、こういったことを求
めることとしておりまして、今後は、この地域医
療対策協議会の実効性が高まり、きちんと開催が
されていくものと考えてございます。
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また、私ども厚生労働省といたしましても、各
都道府県に対して、この地域医療対策協議会の適
切な運営につきまして指針を示すとともに、フォ
ローアップにも努め、より適切な運営がされるよ
う確保してまいりたいというふうに思っておりま
す。
○長谷川委員 三月末日までにこれを取りまとめ
て、各県がこれを一年間かけてつくり出していく
というふうなことになろうかと思いますけれども、
今これだけばらばらになっている県の状況を踏ま
えて、本当に各県が足並みをそろえられる状況に
あると御認識なのかどうか、もう一度この辺につ
いて御答弁をお願いいたします。
○武田政府参考人 御指摘がございました、過去
に開催をされていない都道府県におきまして、個
別の事情を私どももお伺いしておりますけれども、
地域医療対策協議会ではないけれども、例えばほ
かの検討会又は運営委員会のようなところで協議
がされているといった実態もあるようでございま
すので、各都道府県ごとにこれを地域医療対策協
議会に集約をしていただき、私どもとしても、個
別の都道府県の事情もよくお伺いしながら、都道
府県とともにしっかりした体制がとれるように努
めてまいりたいと思います。
○長谷川委員 そのように期待をして、次の質問
に移らせていただきます。
次の質問は、地域医療対策協議会の強化という
部分であります。
これについては、医師確保計画の実際に関して
は各都道府県の地域医療対策協議会で協議を行う

こととしておりますが、きょうは表を、お示しを
した三をごらんになっていただければと思います
が。
これについてちょっと触れさせていただきます
が、地域医療対策協議会と地域医療支援センター、
現在の位置づけという部分がございますけれども、
この協議会の設置が平成十六年にされ、医師確保
を行うための具体的施策を協議する場として各都
道府県の設置、そして、構成要員は都道府県、大
学、医師会等々となっているということであり、
現行制度においてその役割がある。
また、それと同時に、具体的なそれを行う組織
としては地域医療支援センターがあり、この設立
の経過は、地域医療が崩壊したという緊急事態が
あってだと思いますが、平成二十三年、都道府県
が医師確保関係事務を行うための機関として開始
した。二十六年から、地域医療介護総合確保基金
を活用し、都道府県の事務として、医師の派遣、
キャリア相談、また医師確保関係事務を行うこと
が法定され、地域医療支援センターはそのための
事務の実施拠点として位置づけられたということ
でありまして、平成二十八年四月までに全ての都
道府県に設置がされたというようなことでありま
すが、実態としてこれを見ると、協議会について
は、先ほどと繰り返しになるかもしれませんが、
年一回から四回、年一回未満というものが六都道
府県、全く開催されなかったのは先ほどの七県で
あり、地域支援センターの現状を見ると、キャリ
アプログラムの策定状況においては十三の都道府
県で未策定となっているという現状です。

また、医師派遣の実績については、六千九十五
名の実績に対して、県別で見ると何と三人から四
百五十人という大きなばらつきがございます。た
またまでありますけれども、群馬県が三名、神奈
川県が三名。恐らく、これはちゃんとした数字を
つかめていないのではないかと私は思います。
極めてこの辺が危惧される状況がございますの
で、実態把握をまず早急に同時進行でやっていた
だき、来年三月の取りまとめが行われた後のプロ
グラムがしっかりと各県足並みがそろって行える
ように、この辺は御指摘申し上げたいと思います
が、この辺についての御見解をお聞かせいただき
たいと思います。
○武田政府参考人 ただいま御指摘がございまし
た、都道府県に置かれております地域医療対策協
議会と地域医療支援センターでございますけれど
も、これまでの設立の経緯は今御指摘をいただい
たとおりでございますけれども、現在の法律にお
きましては、この地域医療対策協議会と地域医療
支援センターの関係、役割分担が必ずしも明確で
はございません。
そういったこともありまして、現在の地域医療
センターの運営状況を見ますと、キャリア形成プ
ログラムが十三の都道府県で策定されていない、
また、大学との連携が非常に大事になってまいり
ますけれども、十六の都道府県で大学との連携が
不十分、こういうような実態も私どもとして把握
をしております。
そして、今回の法律の中におきましては、地域
医療対策協議会の役割をはっきりさせるとともに、
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構成員の中に主要な医療関係者を位置づけること
により、地域医療対策協議会の機能の強化、県と
大学その他の関係者との連携の強化を図った上で、
協議が調った事項に基づいて地域医療支援センタ
ーが実施拠点としての任務を担う、こういう整理
をさせていただいたところでございます。
今回のこういった整理によりまして、各都道府
県におきましてより医師確保対策を進めやすい環
境が整うものと考えておりますけれども、引き続
き、都道府県の御意見もよく伺いまして実態を把
握した上で、適切な指導に努めてまいりたいと思
います。
○長谷川委員 地域医療対策協議会とセンターの
関係として資料四にお示しをされたものをお手元
に配付させていただきますが、これについてちょ
っと確認をさせていただきたいと思います。
まず、左の方が、現行として、地域医療対策協
議会の役割が不明確、また地域医療センターとの
関係も役割分担も不明確ということは、今局長の
御答弁の中にございましたが、まず構成員は、都
道府県、また大学、医師会、主要医療機関。役割
としては、協議事項が具体化されていないという
ことがあった。また、協議の方法としても、具体
的な協議方法も定められていなかったということ
と、また、国のチェックについてでありますが、
協議の内容に対する国のチェックの仕組みもなか
った。形はつくったけれども、国が統制をできな
い、チェックもできないということが先ほどのデ
ータのばらつきにあらわれているというふうに思
っておりますし、それが医療政策、医療行政にも

災いを及ぼしているのではないかというようなこ
とで、私は御指摘を申し上げたいと思います。
また、地域医療支援センターでございますが、
これは、医師確保対策の事務の実施拠点として、
二十六年度、緊急な事態として対応されておりま
すけれども、これについての関係性が不明確とい
うことは甚だ考えられないような状況で行われて
きたということで、これについての改善策は右の
方に示されておりますが、果たしてこの右の内容
が具体的に実施できるかどうかについても、今後
注視していかなければいけない問題だと思います。
特に、見直し後には、地域医療対策協議会の役
割を明確化し、協議プロセスの透明化、そして地
域医療支援センターとの関係、役割の明確化、今
までなされていなかったものを、今後、来年の八
月以降は実施していくという準備に入られるわけ
でありますから、今の状況について、ちょっとこ
れはお聞きしなければいけないと思っております。
また、構成員としては、今言ったように、都道
府県、大学、医師会等々。役割としては、先ほど
来出ているキャリア形成プログラム、医師の派遣
調整、キャリア支援、それから派遣医師の負担軽
減、大学の枠の云々、たくさん、多岐にわたって
おりますが、本当にこれだけの役割をかぶせてこ
れが機能できるかどうかということは甚だ心もと
ない部分ではないかというふうに思っております
ので、この辺もあわせて後ほど御答弁いただきた
いと思います。
また、協議の方法として、指標に基づき、構成
員の合意が必要で、協議結果を公表しますよとい

うところまで述べられておりますけれども、本当
に、この協議のプロセスの透明化がどのくらい図
られるんだろうかということもあわせて御答弁を
いただければと思います。
また、国のチェックが一番重要な部分でありま
す。これについてもお知らせをいただければと思
います。
そして、センターとの関連は、都道府県が実施
する医師派遣等の対策は、地域医療対策協議会に
おいて協議が調った事項に基づいて行う、これを
法律に明記するとありますけれども、この辺につ
いてもう一度明確な御説明をいただければと思い
ます。
○武田政府参考人 お答えいたします。
ただいま、地域医療対策協議会の、法案による
見直しの内容につきまして御指摘をいただいたと
ころでございます。
先ほども御答弁申し上げましたけれども、これ
までの法律的な位置づけによりますと、地域医療
対策協議会と地域医療支援センターの関係、役割
分担が余り明確ではございませんでした。
例えば、地域医療対策協議会につきましては、
協議事項が具体化をされておらず、医療従事者の
確保というようなことでございました。
また、地域医療支援センターにつきましては、
法定事務としては、都道府県内の医師確保状況の
調査分析でありますとか医療機関や医師に対する
相談援助という法定事務はございましたけれども、
喫緊の課題として各地で対策が迫られていた医師
派遣のあっせん、調整につきましては、法定外の
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事務で、通知並びに予算事業として行われてきた
わけでございます。
また、この位置づけも明確ではございませんで
したので、例えば、都道府県によりましては、大
学に委託する場合もあれば県庁内で実施をすると
いう場合もございました。そういったことが、必
ずしも大学と連携が図られていない都道府県があ
ったり、医師派遣の実績が少ないところがあった
りというところにつながっていたのではないかと
考えられております。
したがいまして、今回の法案による見直しにお
きましては、地域医療対策協議会の構成員を明確
化するとともに、地域医療対策協議会で協議する
事項を一つ一つ法定化しており、その中の一つと
して、非常に重要になってまいりますキャリア形
成プログラム、医師の派遣調整、派遣医師のキャ
リア支援策などなどにつきましても法定化させて
いただくこととしておりますし、協議の方法につ
きましても、医師偏在指標に基づき協議をする、
そして大学、医師会などの関係者と合意をいただ
く、そして協議結果を公表する、こういうことに
よって協議プロセスの透明化が図られるものと考
えておりますし、今後、私どもとして、この地域
医療対策協議会の運営に対して指針を示してまい
りたいと思いますので、国としても責任を持って
フォローアップする体制が整ってくるものと考え
ております。
その上で、地域医療対策協議会と地域医療支援
センターの関係につきましては、地域医療対策協
議会があくまで方針、全体を明確にするとともに、

その協議が調った事項に基づいて、実施拠点とし
て地域医療支援センターが事務を行う、こういう
形で明確化をいたしますので、より医師確保対策
という意味では、都道府県における実施体制が整
うものというふうに考えておりますし、私どもと
しても、より実態を把握した上で、効果的な取組
が進むように鋭意努力をしてまいりたいと思いま
す。
○長谷川委員 県に期待をするというよりも、県
をしっかり、指導という言葉は悪いのかもしれま
せんけれども、チェックをし、支援をしていただ
きますよう、要望をさせていただきます。
最後になりますけれども、時間の関係で実態だ
けになりますけれども、新たな専門医制度をつく
られます。これは、平成三十年から研修が始まっ
たものについて、制度を管理する日本専門医機構
に対し、各都道府県から専門研修プログラムの仕
組みや更新に際して、地域医療の観点から必要な
措置の実施について意見をする仕組みが法定化さ
れておりますが、しかし、この各県からの意見の
反映は、日本専門医機構に努力義務が課せられて
いるにすぎず、その実行が十分担保されていると
は言いがたい状況であります。
また、きょうの参考人の陳述の中にもありまし
たけれども、この専門医機構というのは、行政の
一端を担うものではなくて、あくまでも認定医や
専門医をしっかりつかさどるものがその機能であ
って、新たにこの機能を付加するとすれば、それ
なりの対応を国がしっかりしていただかなければ
機能しない、また、各県がここに現在問合せして

も、その答えが返ってきていない現状があるとい
うことを御指摘申し上げ、質問を終わらせていた
だきます。
○渡辺（孝）委員長代理 次に、吉田統彦君。
○吉田委員 立憲民主党の吉田統彦でございます。
本日午前中、お忙しい中、参考人の皆様に来て
いただきまして、その御意見、陳述内容やディス
カッション、そういったものも参考にしながら、
討論を続けてまいりたいと思います。
まず、専門医制度における、全ての参考人の先
生方にもお伺いしたんですが、専門医制度に対す
る責任の所在ということに関して、今までは日本
専門医機構だったわけでありますが、本法案によ
って、それはやはり専門医機構のまま、そこが最
終的な責任をとる機関であるのか、それとも厚生
労働省になるのか。
そしてまた、やはり午前中の参考人質疑でもあ
りましたが、責任にはやはり権限も伴わなければ
いけないと。その最終的な権限に関して、最終的
なものを専門医機構が持つのか、それとも厚生労
働省が持つのか、それをお答えいただけますか。
○加藤国務大臣 御承知のように、専門医制度、
十九の診療領域について、日本専門医機構や各学
会が定める規定に基づき、基幹病院が研修プログ
ラムを作成し、各学会がそれを評価し、日本専門
医機構が検証する、こういう仕組みになっている
わけでありまして、そして、こうした策定された
研修プログラムに基づいて、基幹病院及び連携病
院においてローテートの研修が行われる。したが
って、この専門研修の内容や質などに関する事項
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については、まずは日本専門医機構、そして各学
会、研修を行う医療機関、それぞれに責任を有し
ているものというふうに考えます。
他方で、国や都道府県は、医療法に基づき、医
療提供体制の確保に責務を負っているわけであり
ますから、専門医制度が実施された結果、特定の
地域で特定の診療科の医師がいなくなるなどの事
態を生じさせないよう努めなければならないわけ
であります。
このため、本法案では、医療提供体制に重大な
影響がある場合は、厚生労働大臣から日本専門医
機構に対し、改善の要望を意見する仕組みが盛り
込まれているところでありますので、専門医制度
の運営が円滑に行われるよう、厚生労働省として
は、医療提供体制の確保との観点から日本専門医
機構に対して対応していく、こういうことになる
ので、一義的には日本専門医機構、そしてそのも
とで各学会、そして研修を行う医療機関、これが
責任を有する、こういうことになっているわけで
あります。
○吉田委員 わかりました。
大臣、最初、御丁寧に答弁いただきましたが、
最後の部分、一義的に専門医機構に責任と権限も
あるという理解でよろしいですね。わかりました。
ここがやはりはっきりしないと、いろいろ今後
トラブルや、実際かなりの混乱が起こっているん
です、大臣。もう御存じだと思いますけれども、
新専門医制度に関してはかなりの混乱が起こって
いるので、こういったところをしっかりと交通整
理して、所管の官庁として、厚生労働大臣、やは

り御指導力も発揮していただかなきゃいけない、
そのように考えるわけです。
そうすると、今申し上げたように、新専門医制
度、かなりの混乱をしてしまったんですね。そこ
で、専門医機構が、事務的能力がかなり脆弱な状
況がやはり各所から指摘をされていますし、私も
そう思います。ですので、今回の法改正に伴って、
専門医機構の事務的能力の強化というのは必須で
はないかと思うんですね。
そこで、そういった財政支援とかを含めた強化
策、日本専門医機構の強化策をとられるのかどう
かということを端的に御答弁いただきたい。局長
でも結構です。
○武田政府参考人 お答えいたします。
ただいま大臣からの御答弁にございましたよう
に、一義的には日本専門医機構がこの実施につい
て責任が属するものというふうに考えており、私
どもといたしましては、医療提供体制に重大な影
響がある場合について改善の要望を意見するとい
うような仕組みで考えているところでございます。
したがいまして、事務体制につきましては、日
本専門医機構におきまして責任を持って事務体制
の強化に努めていただきたいと考えているところ
でございますけれども、具体的な事業の中身によ
っては、私どもとしても支援をしていくというよ
うな形になろうかというふうに考えております。
○吉田委員 ありがとうございます。
局長、ちょっと状況によっては、厚生労働省も
事務的な、人を派遣するとか、そうなるとあちら
もちょっと嫌かもしれませんけれども、やはり必

要なそういった援助はしていかないとなかなか厳
しいんじゃないかなと思っています。それはかな
りの大きなドラスチックな、専門医制度は大きな
動きでございますので、事務的能力を相当強化し
ないと難しいんじゃないかなと思います。
そして、情報公開に関して一言お答えいただき
たいんです。
厚生労働省から日本専門医機構に意見、提言、
指示をしていくということですよね、必要に応じ
て。それはどういったときにかもう教えていただ
きました。そういったときに、この指示は、どう
いった指示を出したり、どういった方向性を厚生
労働省が日本専門医機構に提言、具現しているか
ということを、情報公開が必要かと思うんです。
それがないと、やはり学会やプログラム施設、そ
してまた専門医を目指す医師たちが疑心暗鬼にな
ってしまったりするので、その情報公開について、
少しはっきりとした御答弁をいただきたいなと。
大臣でもどちらでも。じゃ、大臣、お願いします。
○加藤国務大臣 この法案で、都道府県知事の意
見を聞いた上で、厚生労働大臣から日本専門医機
構に対し研修計画の改善を意見する仕組みが設け
られているわけであります。これを受けて、日本
専門医機構においては、研修施設の認定基準の見
直しや都市部を対象とする研修定員に上限を設定
するなど、研修計画の内容に当該意見を反映させ
るよう努力義務が課せられている。
今委員は、厚生労働大臣からの働きかけという
話でございます。
厚生労働大臣が日本医機構に対して述べる意見
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については、その客観的妥当性が担保されること
は当然でありますから、あらかじめ、医療関係者
や地方公共団体の代表者が参加する公開の場、現
在想定しているのは、医道審議会に新たな部会を
設置するということを考えておりますので、当然
それは公開の場ということになります。そこで議
論した上で、日本専門医機構に対し厚生労働大臣
が意見を述べること、その意見についても当然公
表していきたいと考えております。
○吉田委員 大臣、ありがとうございます。十分
なお答えをいただきました。
それでは、午前の参考人の先生方のいろいろな
お話の中でもあった、それに関連した内容で、日
本の医師の偏在や診療科の偏在には、開業医と勤
務医、そして大学病院のようなアカデミアに所属
する医師の数がアンバランスであるということが
一因ですね、実際は。
諸外国のように開業に対して一定の制限や条件
を付与する予定というのは、今後検討とかもして
いくのかどうかということも含めて教えていただ
けますでしょうか。どちらでも結構です。局長で
結構です。
○武田政府参考人 お答えをいたします。
医師の偏在対策を議論する中におきましては、
我が国がこれまで自由開業医制という形をとって
おりまして、これを現在ともに維持されているわ
けでございますけれども、一方で、一定の規制が
必要ではないかという御意見もございます。
この点につきましては、無床診療所の開業規制
につきまして、本制度の検討過程におきましても、

厚生労働省の医師需給分科会でも議論を行ったと
ころでございます。
さまざまな御議論がございまして、昨年十二月
の本分科会の第二次中間取りまとめにおきまして
は、国民皆保険をとる我が国では、被保険者間の
医療アクセスの公平性を図るため、医療保険制度
による対応も含めて、他の医療資源の偏在是正の
仕組みも参考に、無床診療所の開設に対する新た
な制度上の枠組みを設けるべきとの意見があった
一方で、憲法上の営業の自由との関係の整理や、
駆け込み開設の懸念など、法制的、施策的な課題
を全てクリアしなければそのような枠組みの実現
は困難との意見もあったということで、それぞれ
の意見を整理する上で、今回の法改正では導入を
見送った経緯がございます。
今後とも、この需給分科会におきましても、今
回の法改正の施行状況をよく見ながら引き続き議
論するということになっておりますので、私ども、
この医師偏在対策の施行後速やかにその政策効果
を検証する中で、必要に応じ、さらなる医師偏在
対策について十分議論を行ってまいりたいという
ふうに考えます。
○吉田委員 局長、ありがとうございます。
両論併記ということで、今後も課題ということ
で議論していくということなんだと思います。わ
かりました。
だから、やはりそういったものが入ってくる可
能性もなきにしもあらずということなんですよね、
多分、今の局長のお話だと。それは、ただ、議論
の上でやっていただきたい、そのように思います。

それでは、午前もお話ありました。午前の参考
人の先生方お二人、外科医でした。外科医はもう
どんどん減っていますね。経験が十分な外科医が、
勤務の過酷さや給与が不十分という、そういった
条件もありまして、四十歳で大体脂が乗って一番
手術が上手な外科医が、内科医や消化器科、肛門
科、場合によっては整形外科を標榜して開業して
しまう、そういった状況は本当にあるんですね。
実際、外科医の日常は過酷です。大体、朝七時
半ぐらいからカンファレンスをやって、オペの患
者さんやちょっと重篤な患者さんのことを話し合
い、みんなで共有して、九時から外来やオペをし
ます。午後からは大体、総合病院だとみんなでオ
ペをして、夕方五時から七時ぐらいに手術が終わ
って、自分の患者さんを看たりします。明け方も、
自分の持ち患者さんが亡くなったら当然明け方に
呼ばれますし、大体、若い外科医なんて、帰るの
は毎日十時ぐらい。そこから、夜、中華料理屋さ
んしかやっていないものですから、大体中華料理
とかを食べて、外科医の先生、結構肥えている方
も、太っている方もいらっしゃるんですけれども、
あれは本当にたばこを吸う方も多いですし、やは
り相当ストレスがあると思います。でも、外科医
の先生方は、僕らの太ったおなかは、鑷子とかペ
アンが落ちそうなとき腹でこうやって押さえるん
だと言って、そんなようなことを言いながら明る
くやってくださっていますけれども、ただ、そう
いう状況なんですよね、大臣。こういった環境で、
訴訟のリスクも今どんどんふえています。
午前の参考人質疑でもあったんですが、今明ら
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かに外科医が一番、一般外科ですね、過重労働に
なっている現状を見て、やはり何かしらの対応策
をとってあげないと、外科医は減少の一途をたど
ると思います。それは給与面であったり、処遇面、
ＰＡの話も本日議論の俎上に上がっておりました
が、何かやはりやっていかないといけないと思い
ますが、大臣、いかがですか。
○加藤国務大臣 非常に外科の方の生活について
リアルに御説明いただきまして、ありがとうござ
います。
私の地元でも外科の方が本当に少なくて、深夜
の救急では、外科は私どもの地域では対応できな
い、こういう状況にもなって、外科不足、大変深
刻な事態になっていると思います。
その中で、外科を目指している方、残念ながら、
減ってはいないかもしれませんけれども、全体が
ふえていますから、その中において停滞している
ということは、相対的には減っているという言い
方もできるんだろうというふうに思います。
そうした理由の中には、いろいろと、これから
こういう医師になろうと思う方々が、現状を見な
がら、今お話があったように、どうも外科は自分
の自由な時間もないし、あるいはキャリアパスと
してどうなのかとか、いろいろな御判断をされた
結果、今の状況があるんだろうと思います。
そういった意味においては、やはり今、働き方
改革を進めさせていただく、これは外科だけでは
ありません、そういったことを進めていく中にお
いて、もちろん、特に外科の場合にはすぐに命に
かかわるオペレーションの問題、手術の問題もあ

りますから、応招義務、そこをどう考えていくの
か。しかし、その範囲の中で、現在は本人ができ
ないとか人がいないとかいう以外は対応しなきゃ
いけないとなっていますけれども、本当にそうい
うことなのかどうかということも含めて、しっか
り議論させていただくということがまず大事なの
ではないかなというふうに思います。
それからあとは、こうした診療科を希望する方
をどうふやしていくのかという意味においては、
やはり将来像ということをお示しすることで、こ
れから外科も少なくなっていくのなら俺もやって
みようかな、そういう思いを持っていただく。あ
るいは、それに対してどう地域枠等を活用してい
くか、これは地域枠だけじゃなくて診療科も設定
できますから、そういった形のものを含めた総合
的な対応が必要なんだというふうに思いますが。
まず、本質においては、やはり働き方をどう進
めていくのかということが大変大きいのではない
かなというふうに思っています。
○吉田委員 かなり重要な問題として捉えていた
だいていることは、私は今お話を聞いて理解でき
ました。
あと、給与面も、大臣、ちょっと、外科は本当
に時間外の労働時間に対してかなり安いものです
から、そこもやはり勘案してあげないと、貧すれ
ば鈍するという言葉もありますから、大臣、ぜひ
御検討いただきたい。
今くしくも大臣がおっしゃった応招義務と働き
方改革に関して、これはちょっと簡便な通告しか
していないので、局長でも結構ですので、ちょっ

と聞いてまいりたいと思います。
本法案に関しては、医師の応招の義務に関して
は全くこれまでどおりという理解でよろしいです
よね。どうぞ、局長。
○武田政府参考人 今回の法案に関しましては、
応招義務ということの解釈変更ということではな
く、従前の解釈を前提として偏在対策を進めると
いうスタンスに立っております。
○吉田委員 ただ、働き方改革をしていくときに、
やはり応招の義務は触れざるを得ないところだと
本当に思いますよ。大臣は絶対わかっていて、私
も、ある病院で勤務医をしていたときに、かなり
そこは、ちょっと周りがバイオレンスな地域を抱
えるところで、しょっちゅう呼ばれるので、病院
の横に住んでいたんですよ。
当時、私、実は月のうち四日間だけ部長が待機
をして、あとは全部私が待機していたんですね。
一月、三十一日とすると、二十七日待機をしてい
たわけですけれども、こういった待機の仕方、体
制で働くことって、この働き方改革、できるんで
すか。
〔渡辺（孝）委員長代理退席、委員長着
席〕
○武田政府参考人 お答えいたします。
現在、私ども、働き方に関する検討会で議論を
進めておりますけれども、この中でも応招義務と
いうのは一つの論点になってございます。
二月二十七日にまとめた中間的な論点整理の中
でも、応招義務に関する意見といたしましては、
医師法十九条に定める応招義務については、社会
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情勢、働き方、テクノロジーが変化してきている
中で、今後のあり方をどのように考えるのか、個
人ではなく組織としての対応をどう整理するかと
いった観点から、諸外国の例も踏まえ検討しては
どうか、こういう論点が挙げられているところで
ございます。
私ども、これらの意見も踏まえまして、応招義
務により医師が過重な労働を強いられることのな
いよう、今年度末まで、検討会の議論の中でさま
ざま整理を進めてまいりたいと思っております。
○吉田委員 もうそれは局長、わかっているんで
す。私はもうちょっと、だから具体的に聞いてい
るんですよ。
例えば、一カ月のうち、医者がいないから、ほ
ぼ毎日のように待機をすることが可能なのかどう
かということや、例えば、病院の隣なんかで、外
科系の医者が隣に住んでいると毎日のように呼ば
れるわけですよ。毎日のように呼ばれちゃうんで
す、どうしてもね。その場合に、この働き方改革
で、それを例えば拒否したり、ちょっときょうは
もう無理だし勘弁してくれ、そういったことがで
きるようになるのか。ただ、これをするとなると、
応招の義務にやはり抵触するわけですよ。
局長、前置きはいいですから、端的に、個別具
体的にできるだけ答えてください。お願いします。
○武田政府参考人 医師の働き方改革の議論の中
では、さまざまな医師の働き方の実態、病院内当
直の場合もありますし、オンコールの場合もあり
ますし、随時呼び出される場合もございます。こ
れらについて、どういうふうに考えていくのか。

先ほど応招義務の論点の中で、組織的な対応との
関係というのもございました。これは、個々の医
師の応招義務のみならず、医療機関全体としての
診療に対する体制、そういったことの関係もござ
いますので、ぜひこれは整理をさせていただきた
いと思っております。
○吉田委員 局長、わかりますよ、答えにくいの
は。議論だから。
ただ、ではもうちょっと、絶対にアウトな場合
の話をしますよ、今から。これは答えてください
ね、ちゃんと。
脳外科で動脈瘤が破裂したときのクリッピング、
動脈瘤をクリップするクリッピングというのは、
大体、三十時間とか平気でかかるんですよ。三十
時間ですよ。これは御理解されていないと思うん
ですよ、多分、役所の方とか。三十時間こうやっ
て働くことというのは、もう絶対、どういうルー
ルをつくっても働き方改革にひっかかりますよ。
だって、同じ執刀医が三十時間やるんですもの。
かわるわけにいかない。
こういうのをどうするんですか、局長。
○武田政府参考人 ただいまの御指摘の中で、三
十時間連続勤務のような実態が外科の場合にあり
得るという点、それから応招義務との関係の点、
論点がさまざまございます。
例えば、働き方改革の観点からいたしますと、
連続勤務については制限をかけていったらどうか
という議論がある一方で、連続勤務がどうしても
やむを得ない場合について、かわりの休憩時間を
とる、又は、週又は月単位で必ず休日をとるとい

った別途の措置をとる場合もございます。
そういった点も含めて、今後議論を詰めてまい
りたいと思います。
○吉田委員 なかなかまだ、私も、全部答えをい
ただけるとは思っていないです。実際、今、議論
の途中ですからね。ただ、ちょっと、こういうこ
とがあるということを役所の方にもしっかり理解
していただきたいという意味で、きょうはるるお
話をしているんです。
あと、やはり時間外の規制が医師の働き方改革
でかかってくると、特に、全ての科に複数の医者
がいるわけでもないんですね、病院というのは。
診療科によっては一人だったり二人だったり、そ
ういった病院がほとんどですよ、実際、マイナー
科と言われる科に関しては。そういった場合に、
上限規制がかかっちゃった場合は、緊急オペをし
たくても緊急オペができなくなっちゃう可能性と
いうのがあるんですね、局長。
もう上限規制にひっかかった状態で緊急オペを
しなければならないなんという場合は、どういう
ルールづくりをされるのか。議論の俎上でも結構
ですので、ちょっと、今されている議論で結構で
すので、お答えください。
○武田政府参考人 まさに今、議論の途上ではご
ざいますけれども、検討会におきましても、地域
の医療提供体制が損なわれることとならないよう
実態にもよく配意すべきだという御議論と、それ
から、医師の健康確保についてはやはり取り組ん
でいかなければならない。この両者をどうバラン
スをとっていくのかという観点から、先般の検討
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会におきましては、日本医師会を中心に医療関係
団体でまとめていただいた意見書の報告もあった
ところでございます。
御指摘ございますように、上限規制を設けたと
いたしましても、個々の診療実態に関しましては、
どうしても診療をしなければならないというよう
な実態がございます。
私ども、例えば欧米の法制度についても研究を
しておりますけれども、欧州におきましても、上
限規制がありながら、やはり臨時、救急の場合に
つきましては、上限規制にもかかわらず、医師が
診療しなければならない、そういったことを認め
るような具体的な制度も運用されているようでご
ざいまして、私ども、よく状況を踏まえ、議論を
進めてまいりたいと思います。
○吉田委員 そうおっしゃっていただけるので、
ぜひそれは議論をちゃんとやっていただきたいん
ですけれども。
ただ、かなり、こういった議論をしていくと、
例外だらけになっていってしまう可能性が多分、
大臣もうなずいていただいていますが、あります
よね。働き方改革とはいいながらも、例外、例外、
例外事項ばかりになってしまって、今までと変わ
らないなんということにもなりかねないですし、
本当に難しい議論だと思います。ぜひ議論を進め
てください。
実際、虫垂炎なんか、夜に手術しますよね。あ
れはオペ室があいていないんですよね、昼間は。
だからもう夜中にやるしかなくて、研修医が呼ば
れるんですけれども、いわゆる働き方改革で行け

ないなんということになると、手術の研さんを積
む機会もなくなってしまいますし、心筋梗塞、狭
心症だって、岡本先生は内科医ですけれども、カ
テーテルの検査というのは緊急に夜中にやるわけ
ですよね。こういったものの研さんを積む大事な、
そこじゃないと、やはり予定のカテーテル検査と
いうのは上の先生たちがやりますので、できなか
ったりするわけです。
こういったものも、別の意味ですけれども、こ
の働き方改革の議論の中で、医師の研さんを積む
機会を摘むのもやはりまずいと思いますので、こ
れは答えは大体もう予想できますので、申し上げ
るだけ申し上げて。
最後に、時間がないので最後にしようと思いま
すが、アメリカですね。私もアメリカで仕事をし
ておりましたけれども、救急の医者というのは移
民がかなり多いんです。それは人気がただ単に純
粋にないからなんですよ。救急はつらいので、過
酷なので、やはり外国出身の救急の医者が多かっ
たり、また、あと、ＵＳＭＬＥという国家試験が
あるんですけれども、これは日本人ももちろん受
けられるんですが、これの成績が悪いと救急の医
者のレジデントとかフェローにしかなれなかった
りということも実際あるんです。
ただ、アメリカの医者というのは、救急の医者
というのは救急の専門家が多いんですが、日本と
いうのは、救急医療というのは各診療科の混成部
隊になっているんですね。ここも、働き方改革を
進めていくと、救急が混成状態になっているとこ
ろも少し考えに入れていかなければいけないと思

うんですね。
そこに関して、局長、今どういうふうな議論を
されているんですか。
○武田政府参考人 お答えいたします。
救急医療提供体制につきましては、ただいま私
どもの方でも救急の検討会を立ち上げまして、今
年度議論を始めたところでございますけれども、
この中でも、例えば救急の専門医だけで救急ニー
ズを充足できるのか、それを一次医療、一次救急、
二次救急、三次救急、どういうふうに組み合わせ
て今後の救急医療提供体制を考えていくのか、そ
して、まさに医師の働き方改革との関係はどうな
るのか、非常に大きなテーマとして論点が出てき
ております。ぜひ、私どもとしても、十分関係者
の皆様と検討を進めていきたいというふうに思い
ます。
○吉田委員 時間になってまいりましたのでやめ
ますが、これは本当に、今までどおり混成部隊で
やっていくとすると、自分のそもそもの所属の診
療科の働き方ともまたすごく連動してしまうし、
かといって、おっしゃるように、日本って救急の
専門医は少ないんですよ、欧米と比べて。だから、
救急の専門医だけで日本の救急を賄うのはもう本
当に不可能です。ですから、ここは相当前もって、
五年後ということですけれども、議論をしておか
ないとすぐにパンクしますよ、日本の救急は。
今、日本の救急ってすごいと思います。フリー
アクセスのこれだけすばらしい、緊急でＭＲＩと
か撮れたり、緊急で専門医が診てくれる国なんて
本当に世界にないですよ。逆に言うと、だから救
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急はファーストタッチだけで、ほか各診療科の専
門家がばっとやってくれるという日本の特徴もあ
るんですけれども、どうやってやっていくのかと
いうことを本当にしっかりと議論しないと、日本
の今すばらしいレベルにある救急医療が崩壊して
しまいますので、最後に要望ですが、大臣にも局
長にもお願いをしておきますが、ぜひしっかりと
した議論をしてください。よろしくお願いします。
ありがとうございました。
○髙鳥委員長 次に、山井和則君。
○山井委員 三十分間質問をさせていただきます。
前半は、今の吉田先生の続きの医師の働き方改
革、医師の過労死の問題、後半は、医療にも関連
して、介護問題について質問をさせていただきた
いと思います。
その前に、冒頭、けさの朝刊の記事を一番最後、
二十一ページに載せさせていただきましたので、
ちょっと話題は違うんですけれども、見ていただ
きたいんですね。
毎日新聞朝刊、七月十三日、けさの朝刊、「記
者の目」、阿部記者の記事であります。「政府の
幼児教育・保育無償化」「経済優先が招く迷走」
「待機児童さらに増える可能性も」。
加藤大臣、これは私は別に質問はしませんが、
非常に大事な点ですので、問題提起だけ、与党の
議員の方々も含めてさせていただきたいと思うん
ですね。
この委員会で先月私が問題提起した、低所得者
に比べて高所得者の方に約六倍の給付が、八千億
円の中で、幼児教育無償化で行ってしまう、逆社

会保障なのではないか、これについては自民党の
議員の方々からも一部賛同を得たりもしました。
これについて、これは赤線を描きましたけれども、
読み上げさせていただきます。
この現状に関して、一番下の赤、自民党のある
厚労族議員は、無償化は政策として全く練られて
いない、むしろ、やらない方がましなくらいだと
吐き捨てるように言う、ある厚労省幹部も、痛ま
しい児童虐待事件が相次いでいることを引き合い
に、無償化に費やされる見込みの八千億円があれ
ば、児童虐待に対応する児童福祉司もふやせる、
保育士の給与に回せば待機児童対策にもつながる、
使い道はもっとあったはずだと、適切な使い道は
もっとあったはずだと。
これはやはり、本当、党派を超えて、かつ、厚
労省の、はっきり言って、ほとんどの方々、この
政策、やはり、決めちゃったけれども本当はまず
いよねというふうに、本当はこれを思っておられ
るんじゃないかと思うんです。
それで、この右の方に、山井事務所の吉沢政策
秘書が行ったこの試算を載せさせていただきまし
たが、これは山井事務所だけじゃないんですよ。
これは、次の十八ページ、東京新聞には、みず
ほ証券の末広シニアマーケットエコノミストもさ
れたら、基本的には山井事務所の試算と同じ傾向
が出たということなんですね。
それで、十九ページ、この末広さんがどうおっ
しゃっているか。赤線を書きましたよ。議論すべ
きは少子化対策の有効性。それで、高齢世帯の恩
恵は非課税世帯、低所得者の約五倍。

それで、二十ページを見ていただきたいんです。
どう言っているか。赤線を引きました。「もとも
と逆進性があると言われる消費増税の使途が高所
得世帯の優遇につながることになれば、批判は大
きなものとなりかねない。」次、「少子化対策と
して機能するかどうかは未知数である。」結論、
一番下、「幼児教育の無償化という政策はその分
かりやすさもあり、世論調査では賛成が六〇～七
〇％前後の結果が多い。しかし、財源が限られる
中でより効率に予算を使う必要があることを考え
ると、評価されるべき政策ではない。」と。これ
は私は、本当に立ちどまって考えるべきではない
かと思っております。
なぜこのことを言うかというと、これは、来年、
幼児教育無償化法案というのが、厚労委員会か内
閣委員会か知りませんけれども、通常国会に出て
きます。このままいけば、多くの野党は大反対し
ます。対決法案になります。統一地方選挙があり
ます。参議院選挙があります。これは、一歩間違
うと争点にもなりかねませんし、こんな高所得者
優遇だったら、やはり、消費税、そもそもやめろ
という議論にもなりかねない。
余り政争の具にこういうのがなるのはよくない
と思いますので、私は、提案だけさせていただき
ますが、そうしないために、三点セット、児童虐
待防止とか、保育士の処遇改善とか、子供の貧困
対策にやはりもうちょっと回すということを、ま
だ時間はありますから、ぜひ予算編成過程までに
やっていただきたいと思います。
なぜなら、先日も答弁されたように、十月か十
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一月か十二月には、この試算結果、正式に内閣府
は出すそうです。この試算結果が本当に出たら、
私は、国民は怒ると思いますよ、何で消費税増税
をこんな高所得者優遇に使うんだと。だから、そ
ういう意味では、これは私は警告だけしておきた
いと思います。
それでは、質問に向かわせていただきます。
まず、昨年度の医師の過労死数が発表になりま
した。非常に残念なことに、この配付資料のトッ
プにありますように、二人、昨年は過労死されて
おられます。さらに、脳、心臓疾患の方は、死亡
されたのに過労死とも認定されなかったというこ
となんですね。
それで、この配付資料も見ていただきたいんで
すけれども、痛ましいですね。二ページ、「研修
医自殺 労災認定へ」、「最長、月二百五十一時
間残業」。次の三ページ目も、「産科、残業二百
八時間」、「研修医自殺」。それで、この三十七
歳の女性の研修医の方も、この記事によると、新
潟県警によると、死因は低体温症で、遺体のそば
には睡眠薬と飲み終えた酒が落ちていた、自殺前、
家族に、人に会いたくないと漏らしていたという、
県警は自殺と判断していると。
こういう、人の命を救うために懸命に働いてお
られる方が命を落とされる、本当にこれは涙が出
てまいります。
何とかこういう状況を変えていかねば、この医
療法、医師法で今議論している、幾ら偏在を防ぐ
にも、やはりこういう死に至るような過重労働は
何としてもストップさせねばならないと思います。

その意味で、まずお聞きしたいんですけれども、
これは通告をしておりますが、結局、それぞれの
勤務医数と全労働者数でこの五年間の過労死とい
うものを機械的に割った場合、計算上の過労死の
リスクは、勤務医は一般の労働者に比べて約何倍
ですか、加藤大臣。
○加藤国務大臣 平成二十五年度から平成二十九
年度における医師に過労死の支給決定件数の合計
は、脳・心臓疾患による死亡が六件、年平均する
と一・二件、精神障害による死亡は四件、年平均
すると〇・八件で、同期間における全労働者に係
る過労死の支給決定件数の合計は、脳・心臓疾患
における死亡は五百四十九件で、年平均百九・八
件、精神障害による死亡が四百三十七件で、年平
均八十七・四件ということであります。
今、どのぐらいの頻度かという御質問だという
ふうに思いますけれども、労災保険の適用を受け
る医師の数については私どもは直接把握をしてお
りませんので、お求めのような比率を計算するこ
とができかねるところでございますので、したが
って、勤務医と一般労働者の過労死のリスクにつ
いて比較するというのは非常に難しい、数字とし
て比較するのは難しいということであります。
○山井委員 そういう答弁でありますけれども、
勤務医の方の人口、それと、全労働者とを割り合
わせて山井事務所で計算をさせていただきました、
機械的に。それがこの表であります。そうなると、
全労働者に占める勤務医の割合は〇・四％、しか
し、結局、過労死の比率は一％ということで、私
たちの計算では二倍以上高いのではないかという

ような結果となっております。
そういう意味では、本当に過酷な労働の中で過
労死のリスクが非常に勤務医の方に高いというこ
の現状は、何としても働き方改革で改善をしてい
かねばというふうに思います。
それで、また配付資料に戻っていただきたいん
ですけれども、五ページにありますように、「医
師の少ない地域での勤務を促す環境整備の推進」
ということですが、結局、なぜ医師が少ない地域
において勤務に不安を感じているのかというこの
「現状」のグラフですね。これを見てみた場合、
トップは、赤丸したように、「二十代～五十代ま
で一貫して高い」のが「労働環境」なんですね。
そういうお医者さんが少ない地域へ行ったら本当
に連続勤務等々で体を壊してしまうんじゃないか、
そういう問題点があるわけであります。
それについて、配付資料を説明しますけれども、
医師の働き方改革の検討会がいろいろ行われまし
た。その中でやはり二点、タイムシフティング、
業務の移管ということと、勤務間インターバルの
設定、このことが議論になっております。
次の九ページ。ここでも赤線を引きましたけれ
ども、タスクシフティング、業務の移管の推進、
勤務間インターバルの設定というものが出ており
ます。
ちなみに、けさの産経新聞の一面記事がござい
ます。けさの産経新聞の一面記事、これは配付資
料の二ページにあります。「看護師らに一定の勤
務間隔 政府大綱最終案 過労死防止へ検討」、
これはインターバル規制のことですね。

- 57 -

a

衆議院厚生労働委員会議事速報（未定稿）
平成30年7月13日

こういうふうに、私も過労死に詳しい弁護団の
方々やお医者さん、関係者に聞けば、やはり一番
効果があるのはインターバル規制であろうという
声が強く聞いております。
そこで、加藤大臣にお伺いします。
やはり医師の過労死を防ぐためにはインターバ
ル規制を、今回の働き方法案では努力義務となっ
ているわけですけれども、努力義務ではなくやは
り義務化が必要ではないか、もちろん、さまざま
な医療を確保する上では相矛盾してしまうのかも
しれませんけれども、いつでも受けられる医療と
いうものと矛盾があるのかもしれないけれども、
やはり医師の過労死を防ぐためにはインターバル
規制の義務化が必要ではないかというふうに考え
ますが、加藤大臣、いかがでしょうか。
○加藤国務大臣 長時間勤務の実態にある勤務医
において、生活時間や睡眠時間を確保し、健康な
生活を送っていただくためにも、勤務間インター
バルを設けること、これは効果的な勤務環境の改
善策の一つというふうに考えます。
医師の働き方改革に関する検討会において本年
二月に取りまとめました医師の労働時間短縮に向
けた緊急的な取組においても、当直明けの勤務負
担の緩和や勤務間インターバルの取組を積極的に
検討し、導入するよう促しているところでありま
す。
特に勤務間インターバルの取組については、五
月に実施された緊急的な取組に関する病院団体の
自主的なフォローアップ調査では、大学病院では
五割以上、それ以外の病院でも約四割が実施予定

又は検討中と回答しておりまして、医療機関側で
も前向きな問題意識が広がりつつあるものと認識
をしております。
こうした現状も踏まえて、今後、検討会におい
て、目指すべき多様な働き方改革の方向性、それ
を実現するための施策、制度のあり方について検
討していくことになっておりますが、その際にも
勤務間インターバルのあり方についてもしっかり
と議論していきたいと考えております。
○山井委員 ぜひこれを、義務化を御検討いただ
きたいというふうに思います。
それで、ちょっと過労死のことに関連して、十
ページの配付資料、過労死弁護団の方々が、先日
発表のあった過労死等の労災補償状況についての
コメントを発表されました。その中で一番気にな
ったところに赤線を引きました。なお、当弁護団
が担当している事件の中で、平成二十九年度中に
労災認定される見込みだった裁量労働制事案が、
不明瞭な形で平成三十年四月以降に決定が延ばさ
れているものが一定数あることを指摘しておくと。
つまり、法案を通すために、特に裁量労働制の過
労死、三月末までに認定してしまったら明らかに
なっちゃうから、それをおくらせたのではないか
と疑われるものが一定数あると。私も正直言って、
個別に何件か聞いております。
まさかと思いますが、法案を通すためにそうい
うわざとおくらせたということはないかと信じた
いですけれども、そういうケースは、加藤大臣、
あったんですか、なかったんですか。あったとし
たら何件ですか。

○加藤国務大臣 済みません、その方が何を根拠
に言っているか、全くわかりません。
○山井委員 このことはまた今後、個別のケース
ですので、議論していきたいと思います。
少し介護の議論をさせていただきたいんですけ
れども、医療と介護の連携の中で、今、介護職員
が不足するということも非常に問題になっており
まして、そういう中で、より多くの方が病院に入
院してしまうという悪循環もあるんではないかと
思います。
そこでちょっとお聞きしたいんですけれども、
昨年来、政府は十年以上の勤務の介護職員を月給
八万円上げるという政策を打ち出しておられるん
ですね。配付資料の十六ページにも勤務十年以上
の介護福祉士について月額平均八万円の待遇改善
とか、十七ページにも推定約二十万人おられる、
その方々について計約二千億円で賃上げするとい
うことになっているんです。
ただ、重要なのはこの十七ページの上で、だか
ら私も最初聞いたときに、一般の介護職員は賃上
げせずに勤続十年以上の人だけ月八万円上げると
いうのは割と強烈な、ほかの職員さんは怒るんじ
ゃないかなと思ったりも私はしました。
ところが、それを丁寧に読んでみると、十七ペ
ージの上、新しい経済政策パッケージ、平成二十
九年十二月八日、こう書いてあるんですね。赤線
を引きました。経験、技能のある職員に重点化を
図りながら、具体的には、他の介護職員などの処
遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができ
るような柔軟な運用を認めることを前提に、勤続
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十年以上の介護福祉士について月額八万円相当の
処遇改善を行うことを算定根拠に処遇改善を行う、
こうなっているんですね。これは非常に重要だと
思うんです。
そこでお聞きしたいと思いますが、公費一千億、
保険料を含め約合計二千億の財源により来年十月
からの処遇改善、経験、技能のある職員に重点化
を図りつつも、勤続十年以上のみならず、全ての
介護職員、障害福祉職員の処遇改善を行うべきで
はないかと考えますが、いかがでしょうか。
○加藤国務大臣 まず、これまでも、介護職員あ
るいは福祉介護職員、障害のサービスに従事して
いる方々でありますが、の処遇については、数度
にわたり改善を行い、実績ベースで見ると、介護
職員については合計五万七千円、福祉・介護職員
については合計六万四千円と、着実な処遇改善が
図られているわけでありますが、今委員御指摘の
昨年十二月に閣議決定されました新しい経済対策
パッケージにおいては、介護サービス事業所にお
ける勤続年数十年以上の介護福祉士について月額
平均八万円相当の処遇改善を行うことを算定根拠
に、約公費一千億を投じること、また、障害福祉
人材についても、介護人材と同様の処遇改善を行
うこととしている上において、今、弾力的な話も
ありますが、それらも含めて、具体的な内容、そ
のことについては今後検討していきたいと考えて
おります。
○山井委員 これは大事なことなんですけれども、
ということは、事業所の判断において、勤続十年
以外の方々の処遇改善も可能というふうに理解し

てよいですか。
○加藤国務大臣 それは、さっき委員が読み上げ
ていただいたように、「他の介護職員などの処遇
改善にこの処遇改善の収入を充てることができる
よう柔軟な運用を認めることを前提に、」という
ことでありますから、それを前提に具体的な中身
については検討していきたいと考えます。
○山井委員 ここは本当、私の周りにも介護職員
の方々がたくさんおられますので、その多くの方
々が、勤続十年以上の人だけが八万円上がるのか
というふうに思っておられる方も多いので。
ですから、今、加藤大臣、大事なことなので確
認しますが、結局、事業所の判断によって、算定
根拠は、十年以上の介護福祉士による算定根拠だ
けれども、処遇改善は、全ての介護職員や障害福
祉職員について、事業所の判断で行うことは可能
な制度にするということでよろしいですか。
○加藤国務大臣 同じ答弁の繰り返しになります
けれども、現時点において詳細をまだ設計してお
りませんから、今その段階で具体的なことについ
て答弁するのは控えたいと思いますが、ただ、こ
こに書いてありますように、「他の介護職員など
の」、この「他」というのはそれ以外ということ
でありますから、他の介護職員などの処遇改善に
この処遇改善を充てることができるようなという
ことでありますから、そういう方向では検討して
いきたいと思いますが、どういう幅でそれを行っ
ていくのか等々についてはこれから具体的に検討
することになります。
○山井委員 ぜひこれは、勤続十年以上の方等々

ベテランの人にはもちろん重点化しながらも、全
ての介護職員の方々の処遇改善に充てられるよう
な制度にしていただきたいと思いますし、そうい
う方向に検討するというふうに理解をいたしまし
た。
同時に、もう一つ、ポイントなんですが、私た
ちが六月に提出した処遇改善法案というのが十八
ページにあります。この中でも、やはり介護をし
ている職員さんだけじゃなくて、例えば、生活指
導員さんとか事務職員さんとか、その方々の処遇
改善も一緒にできないと、なかなか処遇改善加算
は限られているので使い勝手が悪いんだというそ
ういう悩み、あるいは、介護職員以外の方々から
の苦情もたくさん来ております。ですから、野党
が提出した法案でも、そういう方々も賃上げの対
象にしているわけなんですけれども。
今回の政府のやろうとしていることですけれど
も、ここも、先ほどの十二月八日の件で、「具体
的には、他の介護職員などの処遇改善にこの処遇
改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用
」と書いているわけですから、そういう意味では、
この「他の介護職員など」というのは、事務職員
さんであるとか生活指導員さんであるとか生活相
談員さんであるとか、そういう方々にも事業所の
判断によっては処遇改善を行うことができる、そ
ういうふうに理解してよろしいですか。
○加藤国務大臣 これはもともと、この処遇改善
は、介護サービス事業所や障害福祉事業所で働く、
他の職種に比べて介護職員や福祉・介護職員の賃
金が低い、こういう状況に着目してこうした処遇
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改善が行われてきた。したがって、この職員に限
定されてきた。これは多分、民主党が与党のとき
にもそうだったというふうに理解をしています。
ただ、一方で、現場の声を聞いても、介護職員
や福祉・介護職員の処遇改善を進めていく上では、
介護サービス事業所や障害福祉サービス事業所全
体における賃金のバランス、あるいは、誰々が上
がって誰々が上がらないという、なかなか容易な
らないという話、そういったことにもしっかり留
意する必要があると思っております。
したがって、今回の新しい経済政策パッケージ
を踏まえたこの処遇改善に当たっては、介護職員
や福祉・介護職員以外の職種を対象にすることも
含めて、具体的に検討していきたいと考えていま
す。
○山井委員 これは、含めてということですから、
ここにも書いてありますように、他の介護職員の
処遇改善にも事業所の判断でつながり得るという
ふうに理解してよろしいですか。
○加藤国務大臣 得るという中身がどこまでなの
かということもありますから、それを含めて、同
じ答弁の繰り返しで申しわけありませんが、介護
職員や福祉・介護職員以外の職種を対象とすると
いうことも含めて、具体的に内容を検討したいと
思います。
○山井委員 これは、私も忘れもしませんが、民
主党政権、二〇〇九年十月、長妻厚生労働大臣の
もと、私は厚生労働大臣政務官で、そのときにこ
の最初の処遇改善加算を担当したのが私でありま
すので、加藤大臣がおっしゃったように、そのと

きは介護職員だけに限りました、限ったけれども、
やはり、さまざまな声もあることを考え、介護職
員以外の方々の処遇改善も今はやるべきだと思い
ますし、先ほど加藤大臣からも答弁ありましたよ
うに、勤続十年以上の方々だけではなくて、でき
るだけ全ての方々の処遇改善につながるようにし
ていただきたいと強く要望したいと思います。
それと、六月に最新の委託研究の報告書が出た
ようですけれども、私、これを見てちょっと驚い
たんですね、介護について。
その結果が十三ページであります。十三ページ
に、委託研究の、介護保険の総合事業、介護保険
法改正で、私たちが大反対した法改正によって、
住民参加型等々の総合事業をしなさいということ
で、基準を緩和しなさいということになったんで
すけれども、その結果、採算が合わなくて、大手
の事業所が撤退してしまった、ホームヘルプやデ
イサービスから。
十五ページですね。四月六日時点の状況、十五
ページにありますように、六百七十六の市町村、
約四割の自治体でデイやホームヘルプ、要支援の
方々へのサービスの撤退をしたということも起こ
って、今介護難民が生まれつつあるんです。その
理由が、ここに書いてある、十三ページの配付資
料、つまり、結局、今までのサービスよりも単価
が安くなっているということなんですね。
そこでお伺いしたいんですけれども、六月にこ
の委託調査結果が厚生省のホームページに発表さ
れましたけれども、基準を緩和したデイサービス
やホームヘルプにおいて、単価はそれぞれ従来の

約何割に下がったのか、平均するとそれぞれ約何
割ですか。
○加藤国務大臣 平成二十九年度に実施をいたし
ました総合事業の実施状況に関する調査、これは、
総合事業は、平成二十七年四月から予防給付にお
ける訪問介護や通所介護を段階的に移行させ、平
成二十九年四月から全ての市町村で実施をしてい
るということでございます。
それを踏まえて実施をした調査では、市町村で、
単価についての回答があった市町村は、訪問型で
五百七十五市町村、通所型で六百二市町村であり
ます。その単価について回答があった市町村の割
合で見ますと、従来の単価に対し八割以上にして
いる市町村が約五〇％強、七割以上八割未満が約
二五％、七割未満が一〇％となっており、これは
訪問型サービスでも通所型サービスでも同様の状
況であります。
今委員から単価の平均ということがありました
けれども、この調査は、何割以上何割未満、最後
はたしか六割未満ということで、具体的なその数
字の捉えようがありませんので、ちょっとなかな
か平均を出すというのは難しいと思います。
○山井委員 これは、ここにありますように、こ
の十三ページの下半分は、また山井事務所で計算
をさせていただきました、吉沢秘書の力をかりて
計算をいたしました。
そうすると、九割以上十割まで、八割以上九割
までというところを九割五分、八割五分と考えた
ら、平均すると、基準を緩和した通所サービスは
八三％、基準を緩和した訪問サービスは八二％と。
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これは、主観は入っていませんので、機械的に計
算したわけですけれども。
ということで、加藤大臣、ほぼ約八割ぐらいに
なっているという認識でよろしいですか。
○加藤国務大臣 こういう試算の仕方をすればこ
ういう答えが出るということなんだと思いますが。
ただ、データはなかなか正確につくらきゃいけ
ないので、六割未満というのは一体どこなのかと
いう設定自体どうするのか。この場合にはたしか、
六割でしたっけ、六十でしたっけ、五十五でした
っけ、何かそこで一応仮置きをされておりますか
ら、こういう仮置きの仕方をすればこういう数字
が出てくる、それはそのとおりだと思います。
○山井委員 おっしゃるように、六割未満がこの
場合は六割と試算してありますけれども、六割未
満を、五割とか三割とか二割があったらもっと下
になるんですけれどもね。
ということは加藤大臣、改めまして言いますけ
れども、やはりこの基準を緩和した通所サービス
で平均すると約八割ぐらいに単価が下がっている、
こういう現状認識でよろしいですか。
○加藤国務大臣 ですから、置き方によってこの
八割の数字も変動し得るということで、ただ、今
委員の御指摘のような試算の仕方をすればこうい
った数字が出てきているということ、それはその
とおりだということであります。
○山井委員 そこで、これは深刻なのは、私の地
元でも、今までデイやホームヘルプを使っている
高齢者の要支援一の方は利用できているけれども、
新規の人を、もうデイサービスやホームヘルプ事

業所が採算がとれないから受けてくれないという
介護難民の問題が起こってきているわけですね。
それで、その解決策として、この報告書ではど
う書いてあるかというと、十四ページにあります
ように、じゃあどう乗り切るか。介護専門職の給
与引下げ、賃上げじゃないんですよ、介護職員の
賃金を下げて乗り切るとか、それとか介護専門職
の人員縮小、介護職員を余り雇わないとか、三番
目、基準緩和サービスの提供のための介護専門職
以外の人を雇う。専門職じゃない人を雇う、結局
これは質が低下するというふうに思うんですね。
その結果、もう時間ないのではしょりますが、
十二ページにありますように、余り予想された多
様なサービスというのが行われていないんですよ。
これ、もともとの予定では、十一ページにありま
すように、平成二十七、二十八、二十九が移行期
間で、平成三十年度、今年度から本格的に多様な
サービスをやるという話だったんだけれども、こ
の十二ページによると全くそれが進んでいない。
そこで、何を言いたいかといいますと、加藤大
臣、これ、もうこのままではやはり二割の単価を
下げてボランティアの人とか住民主体でやるとい
う作戦は絵に描いた餅になってしまうんじゃない
かと思うんです。ついては、うまくいっていない
という調査研究結果が出たわけですから、やはり
ちょっとこのやり方を見直すべきじゃないか、そ
うしないと要支援一、二の高齢者がデイやホーム
ヘルプを受けられないという介護難民がふえるん
じゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
○加藤国務大臣 まず、サービス利用者でありま

すけれども、平成二十九年に実施した調査では、
従前の予防給付に相当するサービスを含む総合事
業全体で利用者を見ると、訪問型はほぼ横ばい、
通所型は増加をしている、こういう傾向にあると
いうふうに思います。
平成二十九年度の調査時点では、従前の予防給
付に相当するサービスの利用が主流になっている
のはそのとおりでありますが、要支援者等に対す
る効果的かつ効率的なサービスの提供を推進する
ためには、介護サービス事業者によるサービス提
供に加えて多様なサービスを充実させていく必要
があるというふうな認識をしております。
そのため、厚労省としては、総合事業の推進を
図るため、これまでも、さまざまな先行事例ある
いは先行的な取組、これをまとめて周知を図ると
ともに、都道府県職員を対象とした市町村支援に
関する研修を行っております。
また、今年度より、実際に事業を進めるに当た
ってのノウハウの構築、横展開を行うことによっ
て市町村による地域資源の掘り起こしや課題の発
掘が適切に実施され、総合事業が円滑に推進され
るような取組をしっかりと図っていくことによっ
て、そうした多様な取組あるいは多様な主体によ
る取組、これがより一層進んでいくように対応し
ていきたいと考えています。
○山井委員 最後、加藤大臣にコメントを一言だ
けいただきたいんですけれども、冒頭申し上げま
した幼児教育無償化、やはりこれは高所得者優遇
過ぎてちょっと問題がある、見直すべきだとは思
われませんか。
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これで終わります。
○加藤国務大臣 これについては私どもも、この
前の選挙において、こうした対応をするというこ
とを公約に挙げさせていただきながら、国民の皆
さんからの支持をいただいたということでありま
すから、それを踏まえて対応していく必要がある
というふうに考えております。
○山井委員 過ちを改むるにはばかることなかれ。
ぜひこの政策は見直していただきたいと思います。
ありがとうございました。
○髙鳥委員長 次に、大西健介君。
○大西（健）委員 国民民主党、大西健介でござ
います。
冒頭、西日本の豪雨でお亡くなりになられた方
々にお悔やみを申し上げますとともに、被災をさ
れた皆さんに心からお見舞いを申し上げたいと思
います。
我が党でも、この週末、青年委員会の仲間を中
心に、岡山にボランティア活動を予定しておりま
すし、来週は、十七、十八と愛媛県、そして二十、
二十一、二十二ですかね、広島の方で今ボランテ
ィア活動を計画しております。我が党としてもで
きる限りの支援を、この委員会の委員でもある柚
木委員や白石委員も、非常に被害が大きかった愛
媛県や岡山県の議員でありますので、しっかり連
携をとりながら、やれることをやってまいりたい
というふうに思っております。
きょう、法案の質問に入る前に一問だけ、この
豪雨災害について関連して質問したいというふう
に思います。

資料の新聞の記事の一枚目、これをごらんいた
だきたいんですけれども、去る十一日の日に、静
岡県の富士市のトイレトレーラー、これが初の被
災地派遣ということで、まさに倉敷の真備町の二
万小学校に向けて出発したという記事であります。
このトレーラーは、洋式トイレを四台備えており
まして、上下水道が不通でも千五百回使用できる
というものであります。
寝ること、食べることは当然でありますけれど
も、排せつという人間の生理現象、トイレという
のは非常に私は重要だというふうに思います。
一般社団法人の助けあいジャパンが、全国約千
七百四十の市町村が一台ずつこのトイレトレーラ
ーというのを持って、自然災害が起きたときに、
互いにそのトイレトレーラーを派遣し合うという
ような、こういう仕組みをつくろうということで、
みんな元気になるトイレプロジェクトというのを
行っています。
昨年の七月に初めてこのプロジェクトの参加に
手を挙げたのが静岡県の富士市で、二番目に手を
挙げたのが、私の地元の刈谷市ということなんで
すけれども、全国の市町村が一台ずつこのトイレ
トレーラーを持ち合って、災害のときに助け合う
というのは、私、これはすばらしいアイデアじゃ
ないかなというふうに思います。
これは、一台一千四百万するので、購入資金に
ついてはクラウドファンディングでお金を集めて、
市町村の負担を減らすという仕組みをとっている
そうですけれども、これは私、公的に支援をして
もいいんじゃないかと。トイレトレーラーは、平

時にはイベント等でも使えますし、これを購入す
る資金を政府で補助してはどうかと。これから概
算要求が始まってまいりますけれども、私、これ
は考えてもいいのではないかなというふうに思う
んです。
きょうは総務省から小倉政務官に来ていただい
ていますので、御答弁をいただきたいと思います。
○小倉大臣政務官 お答え申し上げます。
災害時におけます避難所のトイレ対策は、避難
者の健康管理はもとより、避難所の衛生対策を進
める上でも大変重要な課題であると私ども認識し
ておりまして、委員御指摘いただいたトイレトレ
ーラーにつきましても、非常に有効なツールの一
つになり得るのではないか、このような思いで聞
いておりました。
実際に、消防庁では、内閣府が作成をしました
避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン、
これをもとに、災害時のトイレについて、安全性
や快適性に配慮するなど、昨年四月に、地方公共
団体に対しまして、そういった取組を推進するよ
うに要請をしております。
こうした上で、地方公共団体が避難所の生活環
境改善のために快適なトイレ環境を整備する場合
には、このトイレトレーラーも含めまして、緊急
防災・減災事業債の活用が可能となっております。
この地方債は、委員御案内のとおり、充当率が
全額一〇〇％、交付税措置率も七割というふうに
なっておりますので、地方公共団体におかれまし
ては、こうした財政措置の活用によりまして、避
難所の生活環境の向上に取り組んでいただきたい、
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このように考えております。
○大西（健）委員 御答弁ありがとうございまし
た。
ぜひこれは、私、非常におもしろい取組だと思
いますので、そうした、今御説明いただいたよう
なものの枠組みの中でも御検討いただきたいとい
うふうに思います。
政務官、ここまでで結構ですので、ありがとう
ございました。
それでは、医療法の質疑に入りたいと思います
けれども。
資料の二ページ目、私の選挙区の碧南市民病院
というところが、三月二十三日に、医師不足で消
化器内科の診療を制限します、こういう記事なん
ですけれども、碧南というのは、名古屋から一時
間ぐらい、電車でも車でも一時間ぐらい、そんな
僻地じゃありません。それでもこういうような状
況であります。
また、次のページですけれども、これは、ＮＰ
Ｏ法人の医療ガバナンス研究所というところが、
医師の流出率と流入率上位の自治体を調べた、こ
ういう記事なんですけれども、これによれば、最
も流出割合が高かったのは石川県で六八％、島根
県は六一％、高知県が五六％。このほかにも五〇
％を超えるのが、青森、山梨、福井、鳥取という
ことになっています。反対に、流入した割合が高
いのは、千葉県の二四五％、埼玉県の二二四％と
なっています。
これを見ると、千葉や埼玉みたいな人口の多い
県の高校生が、他の県の医学部に行って、卒業し

たらまた出身地に戻るというようなことが起こっ
ているんじゃないかなというふうに思います。
これは、やはり、長期間にわたって、人口動態、
自治体の人口が変化しているにもかかわらず、そ
れを十分考慮せずに入学枠を設定してきたことが
こういうことに至っているんじゃないか、ある種、
文科省の怠慢でないかと私は思うんですけれども、
文科省、こういう、これまで人口動態を十分考慮
せずに入学枠を設定してきたんじゃないかという
指摘に対して、お答えがありましたらお願いいた
します。
○信濃政府参考人 今委員が御指摘になりました
とおり、長期間にわたる自治体の人口変化により
まして需給ギャップが生じ、医師の移動を招いて
いるという指摘があることは承知をしております。
その結果、例えば、受験生の視点に立ちますと、
人口の多い県の高校生が他県の医学部に行かなけ
ればならないというケースは生じ得るというふう
に思います。
他方で、医師需給の観点からは、医師の養成数
について、全体として過剰を招かないようにする
との閣議決定等を踏まえて対応する必要がある状
況におきましては、都道府県全体の人口当たりの
医師数のみならずに、各都道府県内の地域ごとの
医師偏在の状況等を総合的に考慮して適切に定員
を設定する必要があります。
したがって、人口の多い都道府県の医学部定員
を現状より多く設定することは適切とは言えない
面もあるだろうというふうに思っております。
これまでのところは、医師偏在対策としまして、

平成九年からですけれども、医学部の既存の定員
の一部を地域枠というふうに振りかえております
し、平成二十年度からは、地域医療に将来従事す
ることを条件とする都道府県の修学資金の貸与枠
と連動した地域枠を設定することによって、医学
部の入学定員の増を認めてまいりました。
そして、今後ですけれども、今後につきまして
は、厚生労働省の医療従事者の需給に関する検討
会医師需給分科会において、今後の医学部定員の
あり方を含む医師養成数の方針について議論がさ
れているところでございますので、この中で、地
域ごとの医師偏在の度合いを示す医師偏在指標に
ついても検討が行われると承知しておりますので、
私ども文部科学省としましては、今後、医師偏在
指標等が示され、地域における医師偏在の状況を
踏まえて、医学部入学定員等について対応が求め
られる場合には、厚生労働省と連携して適切に対
応してまいりたいと思います。
○大西（健）委員 今後は少しよくなってくると
は思うんですけれども、やはり、それを今までず
っと怠ってきたことが、ここまでたまりたまって
いるんじゃないかというふうに私は思います。
それで、今ちょっとお答えの中にもありました
けれども、例えば、都会の高校生が地方の大学に
行ったら仕送りもしなきゃいけない。親にとって
負担になりますよね。
それから、私は、やはり、医学部の費用という
のが非常に気になります。きのう、文科省に医学
部の学費というものの資料というのはないのかと
聞いたら、まとまったものはないみたいなんです
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ね。
それで、実は、国公立の場合は、授業料は省令
で定められている。学部が違っても一緒だという
ことなので、授業料が年額五十三万五千八百円、
入学料が二十八万二千円ということなんですけれ
ども、一方で、私立大学、私立の大学で医学部に
通った場合に六年間でどれぐらいの学費がかかる
か。いろいろな雑誌記事とかに出ているのは、一
般に、平均して三千二百万と書いてあるんですね。
何かないかなと思って、今、皆さんのお手元に
資料をお配りさせていただいていますけれども、
河合塾の調べたものです。
私立の医学部六年間の学費の一覧というのがつ
いているんですけれども、例えば、比較的リーズ
ナブルなところで、順天堂大学二千八十万円、今
話題の東京医科大学は約三千万円ですね。大体、
三千万円半ばのところが多いんですけれども、高
いところだと四千万円を超える。例えば、金沢医
科大学。川崎医科大学は、何と四千七百二十六万
五千円ということでございます。六年間でやはり
三千万円を超えてくると、一般家庭ではなかなか
これだけの費用を捻出することは難しいんじゃな
いかと思います。そうなると、医者の子弟とか高
所得の家庭の子供が医学部に通うということにな
っていくんじゃないか。そして、必ずしもそうじ
ゃないかもしれませんけれども、所得の高い人と
いうのは都会に集中しておりますので、卒業後も
また都会に戻ってくる。
やはり、私は、医学部にお金がかかるという、
こういう構造そのものもこの医師の偏在につなが

っているんじゃないかというふうに思いますが、
大臣、これをごらんいただいてどう思われますで
しょうか。
○加藤国務大臣 その前に、ちょっと、さっき委
員のおっしゃられた入学枠の話があったんですけ
れども、ちょっと、私、地方から見ると、そのま
ま進めると地方の医学部の定員を減らすという話
になっていってしまうので、それが本当に地方に
とってプラスになるのかなという思いをしながら、
しかし一方で、どうそこに来た人たちに定着して
もらうか、やはりそこをしっかりやっていく必要
があるんだろうというふうに思います。
今、委員、確かに、これは相当、医学部の中で
も、これはどこでしたっけ、河合塾ですか、河合
塾の資料を見ると相当幅があるわけでありますけ
れども、医学部の学生のうちの半分が国公立で勉
強されているということではありますけれども、
基本的に、国公立では大体約三百万円台、そして
私立大学では、これは幾つかの例、いろいろあり
ますけれども、三千万円前後、そんな状況であり
ます。
確かに、こうした大学に行くために、奨学金等
々、さまざまな施策もあると思いますけれども、
一定、家庭的な要素、それから、やはり、今、医
学部を受けるために、相当、塾に行ったり、さま
ざまな費用がかかっているというのも事実だなと
いうふうに思います。
その辺を含めてどうしていくのかというのは一
つ議論すべき課題だというふうに思いますけれど
も、ただ問題は、それが地域偏在にどう結びつい

ているかということになると、これはいろいろな
分析が必要ではないか。例えば、都市の方が裕福
であってということであれば、逆に、地元枠とか
地域枠とか、ああいったものをやはりしっかりつ
くっていく、そういったことも逆に必要になって
くるのではないかなというふうに思います。
○大西（健）委員 もう一つ、医学部、学費が高
いだけじゃなくて、六年間ということなので学費
が高くなるということですけれども、さらに、最
近では、留年を一回もせずに国家試験に一発合格
するストレート合格比率というのがだんだん下が
ってきている。
次の資料、これは週刊東洋経済の記事ですけれ
ども、タイトルには「留年する医学部生が増加
卒業まで十年コースの学生も」というふうに書い
てあります。
国家試験の合格率は、昨年は過去十年で最低と
はいっても八七・八％。一見すると九割近いので
相当高いなというふうに見えますけれども、ただ、
これにはからくりがあって、国試の合格率が一定
より低下すると国から支給される補助金が減らさ
れるので、受け控えがある。合格率を取り繕うた
めに、国試合格が難しそうな学生は六年時の卒業
試験でふるい落とすということをやっている大学
が多いようであります。
この記事の左下に、出願者に占める合格者、受
験者じゃなくて、出願者に占める受験者の合格率
のトップファイブとワーストファイブというのを
出しているんですけれども、例えば自治医大だっ
たら、これは受験者だと一〇〇％で、出願者で見
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ても九八・一％。ところが、帝京でいくと、出願
者に占める割合が六〇・六％。これは大きく開き
があるんですね。
この記事の中にも、一部の大学では、卒業まで
に平均十年、よくて八年から九年かかるのが実態
となっているというふうに書いてあります。
国試の出願者数に占める合格率が六〇％しかな
い大学が存在しているという、こういう実態を見
て、大臣、どういうふうに思われますでしょうか。
○加藤国務大臣 第百十二回国家試験において、
出願者に占める合格者の割合が大学によって、私
どもの資料では九八％から六五％という幅がある
ということは承知をしております。
医師国家試験は、我が国の医療の質を確保し、
任務を果たすのに必要な内容を問う観点から、臨
床上必要な医学及び公衆衛生に関して、医師とし
て持つべき知能及び技能を有しているかを確認す
るということで、そのために必要な試験の水準が
設定をされているわけでありますので、各大学に
おいては、教育の内容等の向上に努めていただい
て、そして学生の皆さんが医師国家試験に合格し
得るよう、しっかりと取り組んでいただきたいと
いうふうに思いますし、また、我々厚労省として
も、文科省と連携をしながら、教育内容の質の向
上が進むよう対応していきたいと考えております。
○大西（健）委員 言い方はあれですけれども、
そういう低い医師国家試験の合格率のところにも
医学部の貴重な定員枠は割り振られているわけで
すから、そこはやはりちょっと考えていただきた
いなというふうに思います。

それで、この医療法、参議院先議ということだ
ったので、きょう午前中は衆議院で参考人質疑が
ありましたけれども、五月の十五日に参議院で参
考人質疑がありました。そのときに、みずから医
師でもあって、全国市長会の副会長の立谷相馬市
長が、参議院の意見陳述の中で、例えば、産婦人
科の医者が少ないところで産婦人科の医者を開業
する人の診療単価を高くしたらいいのではないか、
あるいは、地域別診療単価あるいは診療科別診療
単価という話が市長会の中で地方の市長から出て
いますということを述べられています。
また、この地域別診療報酬という考え方は、奈
良県の荒井知事が記者会見の中で提案をされてい
ます。これはお手元に資料としてお配りしており
ます。
また、四月十一日に開催された財政審の分科会
の中でも、特例で厚労大臣や知事が地域別に単価
を定められる地域別診療報酬の全国的な導入、こ
ういうことも提案をされています。
実は、この地域別診療報酬というのは、資料の
最後のページですけれども、保健医療二〇三五と
いう、塩崎大臣当時にまとめられたものの中にも
しっかり書いてあるんです。
この保健医療二〇三五というのは、非常に先進
的なことが書いてあって、非常にアグレッシブな
ことが書いてあって、ほかにも、例えば、そこに
書いてありますように、将来的に、仮に医師の偏
在が続く場合においては、保険医の配置、定数の
設定や、自由開業、自由標榜の見直しも含めて検
討を行い、プロフェッショナルとしての医師キャ

リアプランを踏まえつつ、地域住民ニーズに応じ
て、地域や診療科の偏在の是正のための資源の適
正配置を行うことも必要となる、こういう非常に
いいことが書いてあるんです。
さすが塩崎元大臣だと思うんですけれども、残
念なことになかなか身内の応援が得られないとい
うのが、受動喫煙と同じような構図があるんじゃ
ないかなと思うんですが。
まとめてお聞きしたいと思いますけれども、こ
の地域別診療報酬というものについて、大臣、ど
のようにお考えになるのか、あるいは、自由開業、
自由標榜の見直しにまで将来的に厚労省として踏
み込む、そういう考えがあるのか、この二つにつ
いて、まとめてお聞きをします。
○加藤国務大臣 まず、地域別診療報酬でありま
すけれども、我が国においては、国民皆保険のも
と、誰もがどこでも一定の自己負担で適切な診療
を受けられることを基本的な理念としており、診
療報酬については、被保険者間の公平を期す観点
から、全国一律の点数の設定としているわけであ
ります。
一方で、委員の五ページ目にお示しをいただい
ておりますけれども、高齢者医療確保法において、
国は、都道府県医療費適正化計画の目標の達成状
況を評価した結果に基づき、目標達成のため必要
があると認めるときに、あらかじめ都道府県に協
議した上で、適切な医療を各都道府県間で公平に
提供する観点から見て合理的であると認められる
範囲内で、都道府県の区域内に別の診療報酬を定
めることができる、こういう規定があります。
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そうした議論を踏まえて、先ほどの保健医療二
〇三五等でもこうしたことを示す中で、本年の三
月において、この特例規定の運用について、社会
保障審議会医療保険部会で議論をしていただいて、
その考え方を周知をしたわけであります。
それについては、各都道府県では、医療費適正
化計画の取組の実績評価について、保険者、医療
関係者等が参画する保険者協議会で議論をする、
その際、既存の診療報酬や施策など、他の取組も
検討した上で、なお目標達成のため特例の適用が
必要な場合に、保険者協議会での議論を踏まえ、
国に意見を提出する、そして、厚生労働省で、都
道府県の意見を踏まえ、中央社会保険医療協議会
において、診療報酬全体の体系との整合性を図り
ながら、医療費の適正化や適切な医療を各都道府
県間において公平に提供する観点から見て合理的
と認められるかどうかを議論した上で判断する、
こういう考え方が示され、そして、この規定につ
いて、仮に都道府県においてこうした意見の提出
があった場合には、公平の観点も含めて、関係者
の御意見も伺いながら検討し、適切に対応してい
く、これが今の私どものスタンスであります。
それから、自由開業、自由標榜のお話がありま
した。
自由開業については、外来医療機能の不足、偏
在等への対応策の検討過程において、厚生労働省
の医療需給分科会でも無床診療所の開業規制の是
非について議論を行い、その結果、十二月の同分
科会の第二次中間取りまとめにおいては、いわゆ
る賛成側と慎重側の意見があり、将来に向けた検

討課題とされているわけであります。これは今後
の検討課題だというふうに思っております。
また、外来医療機能の不足、偏在等への対応が
必要であることから、今回の法案では、医療機能
の可視化を行って新規開業者への参考情報とする、
あるいは、可視化された外来医療機能の不足、偏
在等に対するための方策を地域ごとに策定し、こ
れらの内容について地域の医療関係者等が参画し
議論する協議の場を設置をすることで、外来医療
に係る適切な医療提供体制の確保に努めていきた
いと考えております。
また、自由標榜制については、医師が自由に診
療科を選ぶことにより特定の診療科に医師が偏り
得る、そうした点もありますが、自由標榜制の見
直しについては、現在、自由標榜制のもと、複数
の診療科を掲げている医療機関において、これま
での診療経験から実際に診療可能であるにもかか
わらず標榜できなくなる領域が発生する可能性が
あるなど、医療現場への影響が大きいため、これ
は慎重な対応が必要ではないかというふうに考え
ているところであります。
いずれにしても、今般の医師偏在対策の効果に
ついて施行後にきめ細かな検証を行い、その検証
を踏まえて継続的にさらなる対策について検討し
ていきたい、そういう姿勢には変わりはございま
せん。
○大西（健）委員 時間ですから終わりますけれ
ども、本当はこの間も同じ質問をしようと思って、
時間切れでできなかったんですけれども、人材紹
介会社を利用して医師や看護師を確保するという

ので、医師一人の手数料単価は三百三十七万、医
師や看護師の確保に年間一億円以上払う病院もあ
るということで、さっき阿部先生が質問されまし
た。
大臣からはちょっと、病院がそれぞれ考えるこ
とみたいな話だったんですけれども、原資は保険
料ですから、私はやはりかなり問題があるんじゃ
ないかなと思います。高木副大臣は大変問題意識
を持っていただいているというふうに承知してお
りますので、ぜひ引き続き御検討いただきたいと
いうことをお願いして、私の質問を終わります。
○髙鳥委員長 次に、岡本充功君。
○岡本（充）委員 国民民主党の岡本です。
午前は参考人質疑でありましたけれども、午後
は閣法について政府に問いたいと思います。
その前に、改めてですけれども、本当に今回の
災害、日がたつにつれて大変厳しい状況が明らか
になってきています。大臣のお地元も含む西日本
の本当に広い範囲で被災されている皆様方に改め
てお見舞いを申し上げるとともに、お亡くなりに
なられた皆様方の御冥福、そして救助を待つ皆様
方に一刻も早い救助が届きますようにお祈り申し
上げさせていただいて、質問に入りたいと思いま
す。
それでは、きょうは、午前に引き続いて、専門
医のあり方についてもう一度確認をしたいと思い
ます。
お配りしている資料は、専門医の試験の合格率
であります。驚くべきことに一〇〇％という学会
も中にはあるわけでありますけれども、もちろん、
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これは認定試験でありますから、予備試験がある
のでということかもしれませんが、いずれにして
も、かなり高い合格率になっています。
午前中の質疑でも、大臣、聞かれたかもしれま
せんが、専門医は一体どういうポジションである
べきなのかというのは私は大きな論点だと思いま
す。患者さんからすると、午前の話でいうと、ス
ペシャリストじゃないか、こう思っている方も多
いわけでありますけれども、名称が専門医となっ
ているからかもしれませんが、こういった現状を
どう考えるのか、これは一つ論点だと私は思いま
す。
また、あわせて、きょうは厚生労働省に調査を
お願いしました。二ページ目、それぞれの学会の
会員数とそれから専門医の数がどうなのかという
と、日本内科学会は、この内科学会の専門医をと
らずに消化器内科だとか血液内科だとかいったサ
ブスペシャリティーの専門医をとる方も多いとい
うこともあって、必ずしも高いパーセンテージで
ありませんが、それ以外を見ると、かなり高いパ
ーセンテージです。
この学会の会員数の中には、必然的に、年次が
到達しないがゆえに専門医をとることができない
方も会員にいらっしゃいます。そういう意味で、
こうした年次が理由で専門医になることができな
い者を除いた方を分母にして、分子を専門医数に
した場合、一体どのくらいの数になるのか幾つか
の学会で調べてくださいというお願いをしました
が、どんな結果だったか教えていただけますか。
○武田政府参考人 ただいまの御指摘の、専門医

取得可能な年次の医師のうち専門医を有する医師
の割合、こういう御質問でございますけれども、
私ども、今段階では数字を把握しておりませんの
で、今後、主要な学会に問い合わせ、把握をして
まいりたいと思います。
○岡本（充）委員 把握をすることは可能ですよ
ね。であれば、当然御報告いただけるということ
でいいですか。
○武田政府参考人 しっかり学会に問い合わせて
まいりたいと思います。（岡本（充）委員「報告
いただけますかと聞いているんです」と呼ぶ）恐
れ入ります。把握をし、報告をさせていただきた
いと思います。
○岡本（充）委員 きょうまでにお願いしますと
いうことでしたが、把握ができなかったというこ
とでありますけれども、このパーセンテージより
高いのは当たり前だと思います。これより低くな
ることは、大臣、あり得ませんよね、理屈上。し
たがって、これより高くなるんだと思います。
そういう意味で、本当にどういう数字になって
くるのか、やはり世の中が知っていただくことが
重要だと思うし、私は、繰り返しになりますけれ
ども、会費を納めているだけで専門医が更新でき
るというのはどうかというふうに思っているわけ
であります。そこをどういうふうにしていくかと
いうのは、もちろん、きょうの午前の議論であり
ませんけれども、一義的には専門医機構で考えて
いただくことでありますけれども、どうあるべき
なのかというのは国でも考えるべきことなのかな
と思います。

続いて、都道府県における医師確保対策の実施
体制についてですけれども、地域医療対策協議会
の構成が今どうなっているのかということで、こ
れについて資料をおつけしました。今回の法改正
で協議事項はどういうことにするのかという話に
なるわけでありますが、今回、参加者は誰なのか
ということがはっきりするわけでありますけれど
も、現実的に医師を派遣するのは一体誰が担うの
かといえば、誰が医師を派遣することを担う、主
として担うのは誰だというふうに理解されていま
すか。局長で結構です。
○武田政府参考人 私ども、都道府県に地域医療
対策協議会を設置し、また地域医療支援センター
を設置いたしまして、都道府県内の医師確保につ
いての医師派遣のあっせん、調整などを行ってい
ただいているわけでございますけれども、実際に
は各大学の医局と調整をしながら進めていること
が多いというふうに伺っております。
○岡本（充）委員 そうですね。各大学の医局が
医師を派遣するという中で、これはちなみに、地
域医療対策協議会は全会一致で決めるんですか、
それとも多数決ですか。
○武田政府参考人 協議会でございますので、協
議をするということでございますけれども、協議
が調った事項について、今後は公表し、それに基
づいて都道府県が事務を行っていただくというこ
とでございまして、通常、多数決というよりは合
意を形成していただくということになっていくと
思います。
○岡本（充）委員 そういう意味では全会一致な
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んですよね。皆さんが納得するということだと思
います。
そこで、私は、結局のところ、プレーヤーであ
る大学が医師が派遣できる、こういうふうな状況
をつくっていくことが、タスクシフティングの話
で随分やって、文科省、答弁、きょうは来ていま
せんけれども、残念でありましたけれども、しか
し、やはり大学から医師が派遣ができるというの
は最も重要なキーであるということを考えると、
これはなかなか、大学に理解をしてもらうスキー
ムになっているのかと。
つまり、これまでの従来の、例えば市民病院だ
と、先生方の地元でもあると思います、地元の市
長さんが大学医局を挨拶して回るみたいな話が私
にも聞こえてきますよ。こういうような、要する
にお願いベースの医師派遣と協議会をつくった場
合とどう変わるんですか。今までのお願いベース
と基本的には変わらないということですか。どう
なんですか。
○武田政府参考人 お答えいたします。
私ども、今回、都道府県における体制の整備を
図ることを目的にしておりますけれども、地域医
療対策協議会、まず、その構成員を法定いたして
おりますし、また役割についての協議事項も法定
をすることとしております。
その上で、医師の派遣の必要性については、客
観的なデータによる客観的な議論が必要だろうと
いうことでございますので、医師偏在指標につい
ても国としての統一的な指標を定めて、透明性の
高い御議論をしていただく、それによって今後は

公平な観点での議論が進められることになるので
はないかと考えております。
○岡本（充）委員 いやいや、議論を経た上で、
その先お願いベースですよね。お願いですよね。
最後ですよ、最後。最後、結局お願いでしょう。
お願いしかしようがないんじゃないんですかと言
っているんです。
○武田政府参考人 お答えいたします。
今回の医師確保対策、これは都道府県に主体的
に確保対策を立てていただくこととしております
けれども、まずは、臨床の場に出ております地域
枠の卒業生の医師、これが、今後十年間で全国で
一万人くらいの臨床の先生方が出てまいりますの
で、それに関して中心的にこの地域医療対策協議
会で議論していただく、それに加えて、大学の派
遣につきましても、整合性を図る形でこの地域医
療対策協議会で御議論をしていただく、そういう
ことを想定しているところでございます。
○岡本（充）委員 私が聞いているのは、その議
論の先ですよ。
地域枠で入った生徒さんだって、卒業後その県
で働いていれば義務を回避できるわけですから。
もちろん、そこで、県知事が指定した病院に行け
という命令までかけられる地域枠ではないですよ
ね。そういう意味では、県の中で働いていればい
い、こういう地域枠の卒業生であれば命令できな
いですよ、どこに行けというのは。
そういう意味で、最終的にはこれはお願いベー
スですよねと言っている。協議の話じゃないです。
協議を受けて派遣をするかどうかは、これはお願

いベースですよね、こう聞いているんです。
○武田政府参考人 協議でございますので、国又
は都道府県による命令権限、そういうことではご
ざいませんけれども、地域枠の医師について御指
摘ございましたけれども、今後、その地域枠の医
師につきましては、それぞれの都道府県でキャリ
ア形成プログラムをつくっていただくこととして
おります。このキャリア形成プログラムにおきま
しては、幾つかの都道府県で先行的に実施をされ
ておりますけれども、一定の病院群を指定してそ
こへの医師の派遣ということを進めている都道府
県もございまして、これは非常に有効な対策であ
るというふうに評価もされているようでございま
すので、私ども、こういった形のキャリア形成プ
ログラムを全国でつくっていただく、こういうこ
とを進めてまいりたいと思っております。
○岡本（充）委員 キャリア形成プログラムとい
えども、どこの病院という指定はできないんです
よ。この中でどこかへ行ってください、そういう
話ですからね。
したがって、どこの病院、どういう医師が必要
だといったときに、この地域医療対策協議会、こ
こが医師に、ここへ行ってくださいという派遣を
する。ここが医師を例えば雇用していれば別です
よ。そうでなければ、派遣をする機能はない。大
学なんですから、これはお願いするしかない。こ
れまでもお願いするしかない。最後はお願いする
しかないというここは変わらないんじゃないです
かと言っているんです。ここは変わるのか、変わ
らないのか、そこを答えてほしいんです。

- 68 -

a

衆議院厚生労働委員会議事速報（未定稿）
平成30年7月13日

○武田政府参考人 この地域医療対策協議会で大
きな方針を立てていただいた上で、具体的な医師
確保対策の事務の実施拠点として、地域医療支援
センターに事務の実施を担っていただきたいと考
えておりまして、具体的な病院名につきましては、
ここで医師の派遣、あっせんという形で行われる
んだというふうに認識をしておりますけれども、
あくまで、この地域枠医師につきましては、今御
指摘ありましたように、一定のグループの中で地
域枠卒業の医師の方に選定をしていただくという
ことが多いと認識をしておりますので、そういう
意味では、ここの病院というふうに派遣命令とい
うことではないとは思いますけれども、例えば、
医師少数区域というのが今後県の方で指定をされ
ますので、そういったところを中心に派遣をする
といったような形の、客観的な形の医師派遣が今
後進められるというふうに承知をしております。
○岡本（充）委員 だから、繰り返しです。それ
は、地域医療対策協議会のお願いベースですよね
と言っているんです。そこを聞きたいのであって、
地域医療協議会の協議の内容を聞いているんじゃ
ないんです。お願いベースなのは変わらないです
よね、こう言っているんです。
○武田政府参考人 御指摘をいただいております
お願いベースという言葉が必ずしも適切かどうか
わかりませんけれども、あくまで、協議に基づい
てこういった対策を各都道府県単位でやっていた
だく、これをぜひ私ども進めてまいりたいと思っ
ております。（岡本（充）委員「お願いは変わら
ないんでしょうと言っているんだから、そこを答

えてよ」と呼ぶ）
○髙鳥委員長 岡本充功君、質問を続けてくださ
い。（岡本（充）委員「大事なところです」と呼
ぶ）
武田医政局長。
○武田政府参考人 恐れ入ります。
今回の医療法の改正でございますけれども、一
つは、大学に対してどのような義務がかかるのか
ということでございますけれども、一つといたし
ましては、大学を含む関係者が地域医療対策協議
会に参画しなければならない旨の努力義務規定が
置かれております。
また、地域医療対策協議会での決定事項につき
ましては、この協議会に参加した構成員は従うべ
き旨の努力義務規定も置かれているところでござ
いますので、単なるお願いより一歩進んだ形の協
議ということになるというふうに思います。
○岡本（充）委員 何としてもそう言いたいんで
すね。いや、どう考えても違うでしょう。だって、
努力義務なんだから、来るか来ないかも大学にか
かっています。
後から聞こうと思っていたけれども、大学は来
ないという権利があるんですよ。いや、それは行
きませんと。もっと言えば、協議が調わない、若
しくは大学がいないところで議論をせざるを得な
くなって、決まった。この病院に医師が必要です
ね、そこで決まった。でも、それは、医師を派遣
するのが大学の医局であれば、そこはお願いをす
るよりほかない、そういうことでしょう。命令は
かけられないでしょう。その確認だけは、ではお

願いします。
○武田政府参考人 今の御質問で、命令の有無と
いうことでいいますと、命令をかける権限までは
ございませんけれども、あくまで努力義務規定は
置かれているということでございます。
○岡本（充）委員 結局何が変わるのかというこ
とを知りたいわけですよ。いや、変えたように見
せているけれども、これは実のところ変わってい
ないでしょうということを言いたいわけなんです
ね。
これは、例えば、都道府県単位でと言っている
けれども、県をまたいで医師を派遣していますよ、
大学病院が、大きいところはね。そういう場合に
当事者は、他の都道府県の場合、これは、地域医
療対策協議会のメンバーとしては、これは県内の
大学以外はどういうふうに、これも参加する義務
を負うんですか。
○武田政府参考人 お答えいたします。
医師が不足している地域などを始めといたしま
して、医師確保が必要な医療機関に適切に医師が
配置されるようにするためには、大学による医師
派遣と都道府県による地域枠医師などの派遣とが
都道府県内の関係者の調整の上で整合的に行われ
ることが重要であると考えております。
このため、今回の改正法案では、医師の派遣に
関する事項につきまして、大学、医師会、民間病
院などを構成メンバーとする地域医療対策協議会
の協議事項として法定をするものでございまして、
その協議結果に基づいて医師派遣を行うこととし
ておりますので、原則として、都道府県内に医師
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派遣を行う全ての大学を地域医療対策協議会の構
成員とするよう求めているものでございます。
しかし、御指摘もございますけれども、地元の
大学のみならず、関係大学ございますので、都道
府県をまたいで医師派遣を行っている大学の全て
を地域医療対策協議会の構成員として毎回出席を
求めることはなかなか困難な場合もあるというふ
うに考えますので、このため、具体的な施行に当
たりましては、例えば、都道府県が大学から医師
派遣を受ける医療機関の医師派遣案に関する情報
を事前に大学から収集した上で、その案と整合的
な地域枠医師などの医師派遣案を都道府県が作成
し、当該大学と事前に調整してから協議会を開催
するなどの対応を行うことで都道府県と大学によ
るそれぞれの医師派遣の整合性が事前に図られる
場合につきましては、例外的に一部の県外大学を
構成員としない又は会議への実際の出席は求めな
い、こういった柔軟な取扱いを認めることを検討
しているところでございます。
○岡本（充）委員 そこで言うところの県外の大
学で派遣をしている大学というのは、どういう定
義で決まるんですか。
○武田政府参考人 県外に医師を派遣している大
学といいますのは、それぞれの地域によってさま
ざま事情もあると思いますので、これは都道府県
に判断をしていただきたいと思っております。
○岡本（充）委員 失笑が漏れましたよ。これで、
法律事項でメンバーは努力義務をかけたんだと言
っていますけれども、メンバーも、県に決めてく
ださい、こう言っている話で、最も重要な大学の

キープレーヤーが、一体どういう定義でどこが入
るのか、はっきりしていないじゃないですか。
これはもう少しやりたいんですけれども、ほか
にも聞かなきゃいけないことがあるから、ちょっ
と時間の関係で次に行きます。
公的医療機関等二〇二五プラン、これも何か不
思議なプランだなと思って、結局、地域医療構想
会議においてその役割を議論するようこれを持っ
ていけと言うんですね。そもそも、地域医療構想
会議、ベッド数の調整をすると言っているけれど
も、これは当然、ベッド数の議論をするというこ
とは、医師の数についても議論する場ですよね。
○武田政府参考人 御指摘の地域医療構想調整会
議でございますが、基本的には、地域医療構想区
域内における病院病床の機能の分化、連携につい
ての話合いの場でございますので、医師数そのも
のについてというよりは、病床機能についての議
論の場というふうに承知しております。
○岡本（充）委員 ただ、その結果として医師数
の議論につながることは当然ですよね。
○武田政府参考人 具体的な議論を進めていくに
際しましては、例えば、救急体制をどこの病院で
集中的に担うか、又は、機能分化の中で、特定の
診療科については特定の病院で引き受けるなどの
議論が行われることが考えられますので、そうい
った意味では医師数に関係する面はあろうかと思
います。
○岡本（充）委員 だから、これはダブっている
んですね。医師数、一体どこがどれだけ必要なの
か、これを議論する場でもあります。

そこで、ちょっと、この二〇二五で何を議論す
るのか。そこの病床稼働率や手術の稼働率、これ
によって、一体これで、医療の機能に関する具体
的な数値目標と言っていますが、これが医療の機
能に関する具体的な数値目標になるんでしょうか。
病床の稼働率が高い低いで医療の機能を評価する
ことができるんでしょうか。
○武田政府参考人 お答えいたします。
公的医療機関それから公立医療機関それぞれ二
〇二五プランを策定することを求めておりまして、
これをもとに地域医療構想調整会議で役割を議論
していただくことにしておりますけれども、具体
的な数値といたしまして、今御指摘のありました
病床稼働率、手術室の稼働率など、当該医療機関
の実績に関する項目を示した上で具体的な議論を
していただく、こういうことにしているわけでご
ざいますけれども、これらはいずれも、それぞれ
の医療機関の病棟が果たしている機能を議論する
ために必要な指標として定められたものというこ
とでございます。
○岡本（充）委員 いや、だから、私はもう時間
が限られているので、はっきり答えてください。
病床の稼働率が高ければ、では、医療の機能は高
いんですか、低いんですか、どっちですか。高い
か低いかだけ答えてください。関連しているのな
ら、はっきり答えて。
○武田政府参考人 病床の稼働率につきましては、
急性期、慢性期、回復期によって、その高い低い
によっては一律に評価ができないと思いますけれ
ども、実際に地域における必要な病床数を議論す
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る際には必要な指標ではないかと思っております。
○岡本（充）委員 つまり、高い低いではこれは
わからないんですよ。医療の機能を評価する数値
目標じゃないということを私は指摘をしておきた
いと思います。
きょうは総務省にも来てもらっているんですが、
地方の病院、私の地元のこれ、収支を出していま
すけれども、医業収益とそれ以外と見たときに、
一般論からいうと、これはなかなか、医業収益と
医業費用だけを見ると赤字はもっと拡大する病院
が多いような傾向にあります。全国的に見てこう
いう傾向なのか、こういうところにどういう対策
をしていくのか、ちょっと総務省としての見解を
求めたいと思います。端的にお願いします。
○沖部政府参考人 お答えいたします。
公立病院の経営につきましては、総務省が経営
改革の指針である公立病院改革ガイドラインを平
成十九年度にまず示しておりますが、その前年度
である平成十八年度におきましては、経常損益に
おいて千九百八十八億円の赤字が生じる状況でご
ざいました。
その後、同ガイドラインに基づきまして地方公
共団体が行った経営効率化の取組等によりまして、
平成二十二年度から平成二十四年度まで経常損益
は黒字になりましたが、平成二十五年度に経常損
益が赤字となって以降、その幅は拡大し、平成二
十八年度におきましては八百三十一億の赤字が生
じており、再び厳しい状況にあるものと認識して
ございます。
○岡本（充）委員 診療報酬改定、これがきいて

いるんですよ。病院が厳しい診療報酬改定に直面
しているという事実だと思いますよ。やはり政府
全体で対策を考えないといけないと思います。
最後に、条文の話です。
現行の医療法の第三十条の二十三の一項の六に
ある、これは最後のページですけれども、大学、
この大学の定義、入っていませんね。こんなこと
ってあるんですか。ほかにもあるんですか。
○武田政府参考人 御指摘の現行の医療法第三十
条の二十三第一項第六号に規定する大学につきま
しては、定義規定が置かれておりませんでしたけ
れども、これは、法律上、大学という語が指し示
す対象が一般的に明らかであると考えられたこと
から、当該立法のときにこのような規定が置かれ
たというふうに承知をしております。
○岡本（充）委員 普通はないんですよ。だって、
その後に、三十条の二十五で、ここで大学を規定
しているんです。本来は、最初に条文上大学が出
てくるところに規定を置かなきゃいけないんです。
これは、本来、法改正するときに書き間違えまし
たね。
○武田政府参考人 少し経緯を御説明させていた
だきたいと思いますが、現行の第三十条の二十三
第一項第六号の規定は、平成十八年の医療法改正
において新設をされた条文でございますが、当初
からここには定義がついてございませんでした。
その後、平成二十六年の医療法改正におきまして、
現行の第三十条の二十五第一項第三号の規定が新
設された際に、その条文における大学のところに、
「学校教育法第一条に規定する」という定義が付

されたということでございます。
これを、今回の法律改正におきまして、現行の
規定を踏まえまして、今回の改正は、法技術的に
より適切な形に修正をさせていただきたいという
ことでございます。
○岡本（充）委員 だったら、最初の答弁はおか
しいですよ。大学が明らかだから定義する必要は
なかったとは言えないでしょう。もしそうだった
ら、今回だってわざわざ改正しなくていいんだか
ら。ちゃんと誤りだったということは認めてくだ
さい。
その上で、こうした誤りを是正するためだけの
法改正、今国会、厚生労働省の法律案にほかにあ
ったのか、答弁を求めたいと思います。
○武田政府参考人 お答えをいたします。
昨日の議員からの御指摘を受けまして、今国会
に厚生労働省が提出した法案につきまして、省内
の担当部局に照会をし、調査を行っているところ
でございます。
しかしながら、改正法案では、関連する他省庁
所管の法律も一括して改正するものが多く、そう
した法律の改正内容まで調査を行うには一定の時
間を要するため、現時点では御質問にお答えする
ことが困難であるということを御理解いただきた
いと思います。
御指摘を踏まえまして、引き続き調査を行い、
結果が判明次第、速やかに御報告をさせていただ
きたいと思います。
○岡本（充）委員 大臣、最後に、やはり法改正、
これは誤りがあったということですよね、前の法
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改正では。だから、その事実だけはちゃんと認め
ていただきたいと思います。大臣、どうですか。
○加藤国務大臣 誤りという定義の問題なんだろ
うと思います。確かに、今回じゃなくて前回のと
きに、そこに大学というところを入れたときに、
あわせてそちらもやっておけばよかった、それは
多分委員の御主張なんだろうと思いますが、ただ、
大学と決めたことが間違いだったのかといえば、
そこは必ずしも間違いだということは言えないと
いうのが、さっき局長の答弁なんだろうと思いま
すけれども、ただ、法文上の美しさと言うとちょ
っと語弊がありますけれども、整合性という意味
においては、その段階で本来は図られるべきもの
だったのではないかなというふうに思いながら聞
かせていただきました。
○岡本（充）委員 引き続き調査を待ちたいと思
います。
終わります。
○髙鳥委員長 次に、高橋千鶴子君。
○高橋（千）委員 日本共産党の高橋千鶴子です。
今回の医療法案審議は、重要法案に私は値する
と思っていますが、参議院先議であり、また、本
会議の質疑もなく、会期末ぎりぎりのタイミング
で審議入りをしたこと、せっかく午前中参考人質
疑を行いましたが、それらを本来審議に生かすべ
きところでありますが、それらを吟味する暇もな
く、本日採決が提案されていることを非常に遺憾
に思います。このことを最初に指摘しておきたい
と思います。
資料の①は、医学部入学定員と地域枠の年次推

移であります。
昭和四十八年、一九七三年に、一県に一医学部
をということで閣議決定をされてから医学部の定
員が伸びてきたわけですが、一九八二年の閣議決
定により医学部の定員は逆にふやさないとされ、
ごらんのように十年以上それが横ばいで続きまし
た。
表にはありませんけれども、この閣議決定を変
更して増員に転換をしたのは二〇〇八年、平成二
十年六月の骨太方針が契機であったと思います。
私が厚労委員会に所属したのは二〇〇六年からな
んですが、まさにその年は医療制度改革の年でし
た。各地で医師不足が指摘をされ、新聞各紙も連
日のように報道し、各党議員がこの問題を取り上
げておりました。私は、東北はどこも深刻な医師
不足でありまして、自治体病院の統合や無床診療
所化などが提起をされて、地域医療を守れという
住民や職員の皆さんと力を合わせた運動というの
も各地で行われておりまして、繰り返しこの問題
を取り上げてきました。そうした中、二〇〇八年
の二月二十六日の予算委員会で、舛添当時の厚労
大臣が、私の質問に対し、閣議決定の事実上の撤
回を表明され、以来、七千六百二十五名だった横
ばい期から、現在九千四百二十名まで伸びてきた
と思っています。
ただ、このころから医師の偏在というのはずう
っと言われてきたわけであります。また、勤務環
境についても既に議論をされておりました。十年
たって、どのような努力をし、変化をつくったと
考えていらっしゃるのか、大臣に伺います。

〔委員長退席、渡辺（孝）委員長代理着
席〕
○加藤国務大臣 今委員御指摘のように、平成二
十年度以降、毎年医学部定員の増員を図った結果、
平成二十九年度までには千七百九十五名の医学部
定員の増員が行われ、平成二十九年現在で医学部
定員は九千四百二十人、これは表にお示しをいた
だいているところであります。
この増員が医師の地域定着につながるよう、こ
の間、地域枠及び地域医療に従事する明確な意思
を持った学生に対する奨学金の貸与の推進が平成
二十二年度から、都道府県が責任を持って医師の
地域偏在の解消に取り組むための地域医療センタ
ーの設置が平成二十三年度からで、二十八年四月
現在で全ての都道府県に設置がされております。
さらに、地域医療介護総合確保基金を通じた医師
確保対策を平成二十六年度から、などの対応を実
施してきたところでありますし、今、医師の勤務
環境の改善ということがございましたが、診療報
酬や地域医療再生基金等を活用した短時間勤務、
交代勤務制度の導入への支援や、医師事務作業補
助者の配置への支援など、平成二十年度から逐次
実施をさせていただいておりますし、また、医療
法改正による医療勤務環境改善マネジメントシス
テムの導入、これが平成二十六年十月から対策を
講じたところであります。
今後、増員した医師が臨床研修を終えて医療に
従事いただくことが見込まれるわけでありますの
で、医師偏在や勤務環境の改善にもつながってい
くことを期待しておりますけれども、医師偏在に
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おいては今回の法案においてその対策を盛り込ま
せていただいております。これにのっとって実施
をしていくこと、また、一方で、これは働き方改
革と絡んでくる話でございますので、厚生労働省
に設置をした医師の働き方改革に関する検討会に
おいて、来年三月まで精力的に御議論いただいて
結論を得ることにしておりまして、そうした結論
も踏まえながら、更に取組を進めていきたいと考
えております。
○高橋（千）委員 せっかく大臣に質問しました
ので、メニューを列挙するのは参考人でもよかっ
たと思いますので、大臣の言葉でお答えをいただ
きたいなと思いました。ちょっと、この後幾つか
質問した後にもう一度感想を聞きたいと思います
ので、よろしくお願いしたいと思います。
資料の②は、これはよく見る資料なんですけれ
ども、今おっしゃった年度ごとの、ふやしてきて、
赤いところが臨時定員増の枠組みを描いたもので
あります。
それで、資料の三を見ていただきたいんですが、
これは我が青森県の実態をつくっていただいたも
のであります。
臨床研修病院の修了者数、これは、県立中央病
院とか八戸市民病院が、幾つか人気があるわけで
すけれども、十三の病院でことし三月に八十二名
が修了をしております。うち、県内出身者は四十
九名で、そのうち三十九名が県内に残っています。
また、県外出身者も三十三名のうち十七名が県内
に残り、合わせて五十六名が県内に残っているわ
けです。弘前大学医学部附属病院のプログラムに

よって、専門研修を大学でやるというのではなく、
関連病院との連携ということで実施分、これは四
十九人が実施しているということであります。下
の段の年度を見ていただくと、これが少しずつふ
えているというのがわかっていただけるのかなと
思うんです。
その次のページを見ていただきたいんですが、
これは大変細かい数字で恐縮なんですが、頑張っ
てつくってもらったものなので。二〇〇四年から
ことし春までの各病院の臨床研修の募集人員とマ
ッチング状況、そして採用人数なんですね。
下のところに「計」と書いてあります。その中
で一番多いのが九十三人、これは平成二十七年で
す。これがまさに先ほど述べた閣議決定を変更し
て増員に転じた年の卒業生が出た年、最も多かっ
たということです。
あのとき、今医学部の定員をふやしても、医者
になるまでは十年かかるから即効性がないと随分
言われました。当時の川崎二郎厚労大臣には、青
森県は弘前大学を卒業しても県外に出てしまう学
生が多いじゃないかと答弁されて、大変悔しい思
いをしたことがございます。しかし、今、こうし
て地域枠をつくり、大学病院とも連携をして、県
内定着がようやく始まったわけです。だからこそ、
今の定員枠は、本当は時限つきだったけれども、
延長してほしいという要望が非常に多かったと思
います。
確認します。
医師需給分科会の第三次中間取りまとめを出さ
れておりますが、二〇二〇年度以降についても、

この定員増、先ほどの資料の赤いところですね、
延長されるのか、確認をいたします。
○武田政府参考人 お答えいたします。
平成三十二年度、西暦でいいますと二〇二〇年
度以降の医師養成数についてのお尋ねでございま
すけれども、私どもの医療従事者の需給に関する
検討会医師需給分科会におきまして検討を行い、
本年五月三十一日に第三次中間取りまとめを行っ
たところでございます。
その中では、将来的には医療需要が減少局面と
なることが見込まれており、長期的には供給が需
要を上回ると考えられるが、マクロの医師需給が
均衡することは、必ずしも地域や診療科といった
ミクロの領域でも需給が均衡することを意味しな
い等との考え方から、平成三十三年度、二〇二一
年度までは暫定的に医学部定員を維持するという
医師養成数の方針についてお示しをいただいたと
ころでございます。
平成三十四年度、二〇二二年度以降の方針につ
きましては、各都道府県における医師偏在の状況
及び医師偏在対策、現在議論を行っている医師の
働き方改革に関する検討会の結論などを踏まえま
して、改めて医師需給を見込んだ上で医師養成数
について検討を行っていきたいと考えております。
○高橋（千）委員 といいますと、今約束されて
いるのは二〇二一年度までという意味ですか。
○武田政府参考人 医師養成数の方針についてお
示しをいただいたのは、二〇二一年度まで暫定的
に維持というところまででございまして、それ以
降の方針につきましては、改めて医師需給を見込
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んだ上で検討を行っていきたい、こういうことで
ございます。
○高橋（千）委員 せっかく芽が出たところなん
だというお話をいたしました。午前も、医師不足
なんだという議論もありました。ここはぜひ、あ
と三年といいますと、まだまだ、あっという間で、
これから行き渡るところだということを重ねてわ
かっていただきたいなと思います。
きょう、ずうっと聞いておりますと、地域枠に
いろいろな問題点があるというのを御指摘されて
いたと思うんですけれども、でも、そういう中で
頑張っているところもあるということで、改めて
のお話をしたかったということです。
次のページで、⑤なんですけれども、これは福
島県の医師確保対策をつけました。本当はもっと
いっぱいあるんですが、二枚だけつけております。
これも、入学定員が八十人から現在百三十人に
ふえて、そのうち四十八名が奨学金の貸与実績が
あります。見ていただければ、いろいろな名目で
奨学金があります。中には、医師確保修学資金貸
与事業の中のイというところに、対象者は「帝京
大学及び日本医科大学の医学部に在籍する者」と
ありますよね。こういうふうに、県外の大学なん
だけれども、県内出身者が修学をしていてバック
をしてくる、そういうことを期待して応援をする
ですとか、さまざまなことをやっているんです。
下の方は、浜通り、相双、いわき地区というこ
とで、最も原発事故の被害が大きく、医師確保対
策で特別な体制をとらなければならない地域にお
いては、医師を確保した事業所に対して人件費を

助成する。こうしたいろいろな事業をやっており
ます。
福島は県立ですので、また少し違いがあるんで
すけれども、県立医大とタイアップで寄附講座を
やっていたり、若手の医師に教員になってもらう、
そういう形で待遇を確保しながら地域に貢献をし
てもらう、そういうこともやっているんです。
ですから、地方でもいろいろな取組をして頑張
っているんだと。そこを、芽を出してきた対策に
やはり水を差すことがあってはならないですので、
大臣にもう一度感想を一言伺いたいと思います。
○加藤国務大臣 委員の御指摘は平成三十四年度
以降どうしていくかということでありますけれど
も、これについては先ほどの局長の答弁を繰り返
すということになりますけれども、地域における
医師偏在の状況及び医師偏在の対策ということで
ありますから、今まさに委員が御指摘になった点
がその時点においてどう進捗をし、その後につい
ても一定の見通しを見ていく必要が当然あるだろ
うというふうに思いますし、また、やはり働き方
改革をどうするか、これは非常に大きなファクタ
ーになるわけでありますので、やはりその両方を
見ながら、しっかりとこの議論を進めていく必要
があるんだろうというふうに思います。
この養成数等を考えるときには、もう一つは地
域の医療構想もございます。だから、まず地域の
医療構想、働き方改革、そしてこの地域偏在、あ
るいは診療科偏在、この辺を総合的に判断してい
くということでありますので、現時点ではそれ以
上のことは申し上げる状況にはありませんけれど

も、ただ、いずれにしても、そうした施策がしっ
かり進んでいくということを前提に考えていく必
要はあるだろうと思います。
○高橋（千）委員 大臣、申しわけない。あえて
感想と述べたのは、やはり地域で、地域枠を設け
ることで、具体的にやはり県内に定着がやっと始
まったんだ、定員増からやはり十年かかるとか言
われたけれども、今県内に定着し始めているんだ、
そのことについて評価していただけるかというこ
とで伺います。
○加藤国務大臣 それは、今、委員がお示しをい
ただいた青森等においても、成果というんでしょ
うかがあらわれているというふうに思います。
ただ、マクロで見るのと地域ごとで見るのと、
それはちょっと視点も変わってくる部分があるん
だろうと思います。もちろん、全体量が減れば、
地域において偏在があるところはより厳しくなる
ということ、これはそういうことになりますけれ
ども、逆に、これまでのように、マクロとして数
がふえてきているけれども地域の偏在がなかなか
進んでいないという部分もあるわけでありますの
で、まずはそういった意味において今回法案を出
させていただき、そうしたことを通じて、地域偏
在、これはまず解消していきたいと考えておりま
す。
○高橋（千）委員 具体の話に入っていきますが、
二〇一五年の六月の経済財政運営と改革の基本方
針二〇一五において、「地域医療構想との整合性
の確保や地域間偏在等の是正などの観点を踏まえ
た医師・看護職員等の需給について、検討する。
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」とされて、まさに今の期限が来ることを受けて、
同年十二月から医療従事者の需給に関する検討会
が設置をされました。
医師の需給分科会の第一次中間取りまとめは、
翌年、二〇一六年六月三日に出されておりますが、
唐突に文中に、新たな医療のあり方を踏まえた医
師の働き方ビジョンを策定し、その上で必要な医
師数を検討するとの一文が盛り込まれ、需給分科
会は、何と一年間休止をいたしました。
本日、参考人として、この需給分科会の片峰座
長が出席をされましたので質問したんですけれど
も、いよいよ具体の話に入ろうというときに一年
のブランクに遭ったのはじくじたる思いとおっし
ゃっておりました。私は、やはり本来、働き方改
革と医師の需給、当然重要ですから、横の連携が
もっとあればよかったのになということが強く言
いたかったことであります。
それで、昨年四月に出されたこのビジョンの結
論は、タスクシフティングや、全国十万人の医師
を対象にした勤務実態調査などに意欲的に取り組
んだものの、「敢えて医師数を増やす必要がない
環境を作り上げていくことが重要」というふうに
書かれております。非常にがっかりさせられまし
た。
これを受け再開した需給部会も、十二月に第二
次中間取りまとめを出していますが、医師の偏在
対策のみで、ふやさない方向になったのかなと思
います。
まず、この関係はどのようになっているでしょ
うか。医政局長に伺います。

○武田政府参考人 御指摘の医師の需給分科会で
ございますけれども、医師の労働時間を踏まえま
して需給推計を行ってございます。
それで、三十二年の医師養成数について、先ほ
ど申し上げましたように、本年五月三十一日の取
りまとめで、三十三年度までの方針をお示しした
ということでございます。
○高橋（千）委員 何か答えになっていないんで
すが。済みません、具体的に聞きます。
三月に働き方改革の実行計画が策定をされて、
これを受ける形で今度は、さっきはビジョンの話
をしたんですが、医師の働き方改革に関する検討
会も開催されて、今、中間的論点整理が出されて
いる。こう非常にややこしいんですね、いろいろ
な検討会が立ち上がっていて。
私が伺いたいのは、その中で、結局、医師は、
働き方改革法案が施行、もう案が取れてしまった
んです、働き方改革法が施行されて、その後、五
年間猶予した上で新しいスキームをつくるという
ことを聞いています。そうすると、上限規制、我
々は強く批判をしたわけですけれども、八十時間、
百時間、これを超えるのも、新しい規制、医師は
特別の規制をつくるというんですから、やむなし
という立場なんでしょうか。
○武田政府参考人 医師の働き方改革に関する検
討会、これは、私ども、医師の働き方について検
討をお願いしている場でございますけれども、医
師の時間外労働の上限規制につきましても議論を
しております。
この中ではさまざまな御議論が出ておりまして、

脳・心臓疾患の労災認定基準である一カ月百時間
又は二から六カ月の各月平均で八十時間という時
間外労働時間の水準を超えるべきではないとの意
見がある一方で、必要な医療ニーズに対応できる
医療提供体制を維持できるようにすべきとの御意
見、また、現状から大きくかけ離れた画一的な上
限時間を設定することについては、医療提供体制
の崩壊を招くとの御意見、また、米国の研修医等、
諸外国の制度を参考とすべきといった御意見など
がございまして、現時点では、まだ一定の方向性
が出ている段階ではございません。
〔渡辺（孝）委員長代理退席、委員長着
席〕
○高橋（千）委員 要するに、全部併記なんです
よね。いろいろな意見が出ましたということで、
どうなるのかということなんです。
だけれども、過労死ラインである百時間、八十
時間の水準を超えることは慎重であるべきではな
いか、こういう意見も出されました。私、当然だ
と思うんですね。医師だから百時間を超えても仕
方がないんだ、はなからそういう議論をするのは
正しくないと思うんです。
それから、「必要な医療ニーズに対応できる医
療提供体制を維持できるような上限規制とすべき
」、これは、ずっと私たち、医療提供体制を、も
う地域医療は大変だという話をしていました。確
かに、これは命の格差になっています。でも、だ
からといって、命を守るための医師がみずからの
命を削って働くべきなのか、このことは、本当に
考え方を変えなきゃいけない。どちらも成り立つ
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ためには、ふやすしかないんだという立場に立つ
べきだと思うんですね。
さらに、並べて書いてあるのは、「医師におい
ても非常に多様な働き方があることや将来の医師
の働き方を見据えれば、時間給でない制度等の新
たな労働時間制度の検討も必要ではないか。」こ
ういう意見もあるんですね。これって、医師も高
プロにすべきだという意見なんでしょうかね。
○武田政府参考人 検討会におきましては、御指
摘の点も含めたさまざまな御意見があったところ
でございまして、個別にこういう法制度というこ
とではございませんけれども、そのような意見も
あったということでございます。
○高橋（千）委員 そのような意見があったとい
うことは、だから、そのような意見とは、医師も
高プロだという意見があったという意味ですかと
聞いています。
○武田政府参考人 お答えいたします。
今御指摘がありましたように、多様な働き方に
沿った法制度ということでございまして、高度プ
ロフェッショナル制度ということでの御議論では
なかったと承知をしております。
○高橋（千）委員 「時間給でない制度等の新た
な労働時間制度の検討」って、まさにそうじゃな
いんですか。
山越局長も来ていただいておりますけれども、
結局、時間に縛られない働き方と言っているのに、
さっきから議論している、医師というのは、応招
義務があるから避けられないんだということでさ
れている。最もふさわしくないですよね、こうい

う高プロのような働き方。もしそれだったら、一
言おっしゃってくださいますか。
○髙鳥委員長 速記をとめてください。
〔速記中止〕
○髙鳥委員長 速記を起こしてください。
山越労働基準局長。
○山越政府参考人 医師の働き方改革についての
検討会については、今、医政局長から御答弁があ
りましたように、さまざまな意見も出されている
ところでございます。
そうした中で、これは医師の時間外労働の上限
基準の水準などを決めていかなくちゃいけません
ので、引き続き、こういったことについて、この
検討会で検討を進めていく、医政局と協力して取
り組んでいきたいと思います。
○高橋（千）委員 答えていないです。
さまざまな意見があったのはわかっている、だ
けれども、高プロというのは医師にはあり得ない
ですよねと言っています。
○山越政府参考人 医師の働き方改革の検討会に
おきましては、今も申しましたようにさまざまな
意見をいただいているところでございまして、そ
のことを踏まえまして、今申しましたように医師
の時間外労働の上限基準の水準などについて議論
をしていくということでございます。
今御指摘をいただきました高度プロフェッショ
ナル制度につきましては、これは別途、法律が成
立をいたしましたので、これを踏まえまして、ど
のような業務を対象業務とするかにつきましては
労働政策審議会で今後検討していくことにしてい

るところでございます。
○加藤国務大臣 今局長がお答えしましたように、
まさにどういう職種にするかというのはこれから
の議論でありますけれども、基本的には、成果と
時間とが相当な関係にないということであります
ので、特に、どこの何時から何時まで働けという
ようなそうした指令がないということを、これは
省令でということをさんざん申し上げていますの
で、医師の中に、全然それと関係なく、自分の好
きなときだけ手術するというのがあればちょっと
わかりませんけれども、一般の勤務医のように、
何時から何時まで働いて、その間ここにいてとい
うことになれば、これは高プロの対象にはなりが
たいというふうに思います。
○高橋（千）委員 そうおっしゃってくだされば
いいんです。あり得ないはずです。
思いっ切り時間を食ってしまいましたので、ち
ょっと、相当飛ばして、最後の資料を使いたいと
思います。
実は、これは医師の偏在対策などと言っており
ますけれども、看護の話が出てこないのはやはり
おかしいと思うんですね。
看護職員の需給分科会は、二年間とまっていま
す。働き方ビジョン、医師と看護職員と言ってお
きながら、その間、需給分科会は二年とまってい
るということで、どう考えるのかをぜひ伺いたい
と思うんですね。
資料の最後についているのは、日本医労連が二
〇一七年、看護職員の労働実態調査をやったもの
です。五年に一回、調査をしているんですけれど
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も、前回の二〇一三年を上回る三万三千四百二人
の回答を集約したものです。一年前に比べても、
仕事量が、左上を見てください、大幅にふえた、
二一・三％、若干ふえたと合わせれば五八％。右
にスライドしてください。慢性疲労が七一・七％。
そういう中で切迫流産が三〇・五％。これは本当
に深刻だと思いませんか。
前にも、この調査を使って、看護職員のワーク
・ライフ・バランスが確立されると人手不足は解
消されると提案したことがあります。夜勤がある
から、長時間労働だから、働きながら子育ては無
理だ、潜在看護師を幾ら掘り起こしたいと思って
も職場復帰が難しいのはそこなんだ、これがはっ
きりしていると思うんですね。
下の方は、仕事をやめたい、これを時々思うの
が五六％、いつも思う、一九％、合わせて七五％
なんです。右を見てください。その理由のトップ
は、人手不足で仕事がきつい、四七・七％。仕事
をやめたいといつも思う、これは、時間外労働が
長くなればなるほど、いつも思うがふえています
よね。
大臣、ぜひ伺いたいんです。これはきょう資料
はつけていませんが、日本看護協会の調査でも、
看護職員の不足感がある、やや不足感があるとを
合わせると、全体の七五・七％。これは看護部長
が回答していて、そもそも診療報酬の看護配置基
準を満たせない、維持するためには二六・七％の
方が不足だと答えている。本当に重大だと思うん
ですね。
看護師不足、過重労働そのものが問題なんだと

いう認識があるでしょうか。医師を補助する役割
を期待されても、これでは実効性が上がるわけが
ありません。看護師増員と夜勤を減らすなどの待
遇改善は待ったなしだと思いますが、見解を伺い
ます。
○加藤国務大臣 今、高橋委員のお示しになられ
た資料あるいは看護協会の資料などを見ておりま
しても、個々の地域や施設類型ごとに看護職員の
不足感のある医療現場があるというふうに考えて
おります。
また、看護職員の離職の要因の一つには、夜勤
や不規則な勤務などが挙げられているというふう
にも承知をしております。
地域において必要な医療を確保し、看護職員の
方が医療現場において求められる役割を適切に果
たしていただくためにも、看護職員の確保をしっ
かり行っていく、また、勤務環境の改善を図って
いくことが重要であると考えております。
このため、厚労省では、各都道府県に設置され
た地域医療介護総合確保基金による地域の実情に
応じた看護職員の養成確保、あるいは勤務環境の
改善に対する取組の支援、例えば院内保育所の整
備等々でありますけれども、また、都道府県ナー
スセンターや医療勤務環境改善支援センターによ
る支援の強化、こういったことを進めさせていた
だいております。
今後とも、やはり、看護職員をしっかり確保し
ていく、あるいは離職を防いでいく、そして、そ
のためにも勤務環境の改善を図っていく、こうい
った観点に立ってしっかりと取り組ませていただ

きたいと思います。
○高橋（千）委員 そういう意味でも、看護職員
の需給見通し、これから発表されると思うんです
けれども、しっかりとワーク・ライフ・バランス
が確立できるような見通しを持っていただきたい
し、前のページにあるように、タスクシフティン
グで、やはり、いろいろな業種はあるけれども、
看護職員に対しての期待が大きいわけなんですよ
ね。でも、看護師さんが大変なのに医師を助けま
しょうって、これは共倒れになっちゃうわけです
から、やはりここを切り離して考えないで一体で
やっていただきたい、このことを指摘をして終わ
ります。
ありがとうございました。
○髙鳥委員長 次に、串田誠一君。
○串田委員 日本維新の会の串田誠一でございま
す。
恐らくきょうが通常国会の厚労委員会の最後の
質疑になるのかどうかわかりませんが、かなり終
盤に差しかかったということではないかなと思う
んですけれども。
ことし、今回の通常国会で非常に感じたのは、
データというものをうのみにしてはいけないのか
なと。私もデータというのは大変弱い方でござい
まして、折れ線グラフとか円グラフとか棒グラフ
とか出されますと、そういうものかな、そういう
ふうに思っていたわけですけれども、今回、働き
方改革で出されたデータというのが事実ではなか
ったということは、これも大臣もお認めになって
いらっしゃるんではないかなと思うんですけれど
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も。
そういう意味で、今回の、きょうの午前中の参
考人質疑で、私、非常に不信感を実は持たせてい
ただいたのは、きょうの午前中の本田参考人の方
からの、ＯＥＣＤとの比較のところで、医師の数
をカウントするに当たっては、ほかの、ヨーロッ
パの国は六十歳代までを医師の数として入れてい
る。ところが、日本だけは八十歳代以上、九十歳
の人も週三十時間働いている計算になっていると
いうことなんですね。
一昨日、私は大臣に対して、需給関係を、均衡
になるというようなことに関しては、どういうデ
ータを参考にしているのかという質問をさせてい
ただいたと思うんですよ。そのときに大臣は、る
るいろいろな説明をされたと思うんですけれども、
そのとき大臣は、日本のこの計算のデータが、Ｏ
ＥＣＤの基準とは違って、八十歳以上も入れてい
るということを御存じの上で、私の質問に回答さ
れたんでしょうか。
○加藤国務大臣 それは、今言った、ＯＥＣＤ、
ＥＵですかね、云々ということを私も頭に置いて
おりませんが、日本においてはそういう形でやっ
ている。実際、日本において、例えば七十代以上
では週当たり三十二時間五十八分働いているとい
うデータがありますから、それを踏まえて、試算
をしている、そういうことであります。
○串田委員 もし、仮にそうであるとするなら、
ＯＥＣＤのヨーロッパの国の人は六十歳以上は働
いていないという前提で比較しないとおかしいん
じゃないですか。日本だけが七十歳代も働いて、

八十歳代も働いているというときに、ＯＥＣＤは
六十歳までを区切りにしているということは、デ
ータの中に何も出てこないわけですよ。
私、非常に、これは通告していないので申しわ
けないんですけれども、通告できないですよ。な
ぜなら、午前中の参考人質疑で出てきたことだか
ら。通告の後に出てきているので、それを前提に
して、それはおかしいんじゃないかという質問は、
やはり一般質疑の中で、あるいは法案質疑の中で
させていただかないと、何のために参考人を午前
中に呼んで、答えを出しているのかわからないと
思うんですよ。参考人のいろいろな、大変重要な、
貴重な情報を提供していただいた上で、それを踏
まえた上で、一般質疑なり法案質疑なりをさせて
いただければ、十分通告はさせていただいている
と思うんですけれども、私も午前中、聞いて、そ
れは、そのデータはやはりおかしいよねと。九十
歳、百歳、働いていて、出てきたら、患者さんも
驚くよねというのを、きょうは本田参考人がお話
をいただいたんですよ。
そういう、何かデータがもし違うんであれば、
そこのデータのところに、ＯＥＣＤは何歳以上と
いうことで書いていただかないと、それこそ本当
にデータで一直線で、これは何年になれば均衡に
なりますとか、今は均衡になっていませんと言っ
ても、働いている年齢が違えば、それは変わって
くると思うんですよ。そういうふうに大臣はお思
いになられませんか。
○加藤国務大臣 ちょっと、私も、前の議員のと
きに、他国のデータで比較した記憶は余りなくて、

あくまでも日本における需要と供給の話はさせて
いただいて、そして、日本における供給を考える
に当たっても、これからどう世代が変化していく
のか、そして、現状の世代における週当たりの勤
務時間、これを前提に置いて、計算させていただ
いた、そういうことを言った記憶はありますが。
例えば日野原先生のように、相当な御高齢にな
っても医師活動をされていた方もいらっしゃった
わけでありますので、あくまでも、それは、他国
との比較をするときには、今委員おっしゃったよ
うに、ベースを合わせるという必要性はあるんだ
ろうと思いますが、日本の国内における今後を見
通す中において、現状、六十代、七十代、八十代
でも一定働かれているんであれば、そういう前提
を置いて試算すること自体はそんな不自然なこと
ではないのではないかというふうに思います。
○串田委員 私の記憶の中では、本田先生は、Ｏ
ＥＣＤとの比較だけを言っているんではなくて、
需給関係も含めて、九十歳、百歳まで働いている
ということを算定にして需給関係を計算するのは
おかしいんじゃありませんかという問題提起を午
前中されていたと思いますよ。全然ＯＥＣＤと、
そして、ＯＥＣＤとしては六十歳までにしている
んですよという比較で、日本のその計算の仕方と
いうのはちょっとこう違うんじゃないかという問
題提起を午前中はされていたと私は記憶をしてい
ます。
ここはここで、それでやめますけれども、ただ、
ＯＥＣＤと比較しているデータもあるわけだし、
そういう意味では、ちょっとその基準を変えてい
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るということ自体は、非常に、そういう意味で、
今回のいろいろなデータ問題、ことしもありまし
たけれども、そこら辺の部分でちょっと違うんじ
ゃないかという気持ちが起きたということ自体は
大臣も知っていただきたいと私は思っているんで
す。
それはもう、八十歳、九十歳も働いているのは
当たり前じゃないかと言われちゃったら、それは
しようがないですけれどもね。
この問題はこのぐらいにしますけれども、やは
り常識的なものというのはあると思うので、医師
の定数の偏在問題も、やはりそれは、常識的な年
齢までの部分を加味してこうだというふうに出す
べきなんじゃないかと思いますが、納得されてい
ないようなんで、これはまた別の機会に質問をさ
せていただきたいと思います。
きょうの午前中からの参考人のお話でしたので、
私自身も、詳細に研究をしているわけじゃないで
すし、通告もできませんでしたけれども、ちょっ
とそういう意味で、午前中の本田参考人の回答と
いうものに対しては、それはおかしいなというの
は私もちょっと感じたものですから、お話をさせ
ていただいたところでございます。
ところで、今回の法案は、都道府県における医
師配置の、かなり都道府県に権限が強まっていく
ということでありますけれども、それによってど
ういうような実効性が生まれてきたのかというこ
とをお聞きしたいと思います。
○武田政府参考人 お答えをいたします。
都道府県による医師配置の実効性という御質問

でございますけれども、平成二十年度以降、医学
部入学定員の臨時増員などにより設けられてきた
地域枠の医師が順次臨床研修を終えることに伴い
まして、今後、地域医療支援センターによる派遣
調整の対象となる医師が大きく増加することが見
込まれております。
これらの医師を都道府県が適切に配置調整をし
ていくことが必要でございますし、それこそが、
この都道府県による医師配置の実効性の担保とい
うことにつながっていくのではないかと思ってお
ります。
このため、今回の法改正におきましては、大学、
医師会、民間医療機関などを構成員とする地域医
療対策協議会において地域枠医師の派遣に関する
協議を行い、その結果に基づき地域医療支援セン
ターが医師派遣を行う、こういう仕組みになって
まいりますので、関係者間での合意形成に基づく
実効的な医師の配置調整が実現できるものという
ふうに考えてございます。
○串田委員 そこのちょっと前提部分として、例
えば都道府県の中で、都道府県の内部でその派遣
先を決めていくということなんでしょうか。都道
府県との連携の中で医師というものを調整をして
いくということもあり得るということなんでしょ
うか。
○武田政府参考人 お答えいたします。
ただいま申し上げましたのは、今後、その増加
が見込まれております地域枠医師、この方々の派
遣調整において都道府県が大きく役割を担ってい
くということでございますけれども、これは、地

域枠の医師の多くが都道府県から奨学金を得てい
るということに基づいて、都道府県が配置調整を
行っていくということでもございますので、そう
いう意味におきましては、都道府県の、その県の
県域内における派遣についてこの地域医療対策協
議会が中心的な役割を担っていただく、こういう
ことと考えております。
○串田委員 そうしますと、今までは、都道府県
の医師の偏在というものが十分に把握されていな
いままに派遣されていたという事実があって、そ
れを、これからは、都道府県が十分にそれを精査
した上で派遣をするから偏在というものが解消さ
れていく、そういう改正案ということでよろしい
んでしょうか。
○武田政府参考人 お答えいたします。
医師の偏在につきましては、都道府県間の偏在
もございますし、都道府県内における偏在もある
ということで、二次医療圏別に見た場合、また都
道府県別に見た場合に大きな格差があるというの
が現在の実態でございます。
都道府県間格差の是正につきましては、例えば、
医師の養成過程におきまして、地域枠の設置でご
ざいますとか、臨床研修病院の定員の枠の設定に
おける格差是正策などによりまして是正を図って
まいってきているところでございますし、都道府
県内の偏在是正につきましては、平成二十年以降
の地域枠卒業生の方々を中心に、都道府県が中心
になって役割を担っていただくということでござ
いまして、さらに、そこと、その地域に医師を派
遣している大学との間で地域医療対策協議会で協
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議を行っていただきまして、この都道府県による
地域枠医師の派遣調整及びこの大学医局の医師派
遣、これが整合性を持って進められる、これによ
って、今後は実効性のある形の医師偏在対策が進
むものと考えております。
○串田委員 そういう、都道府県が派遣先を決め
ていくということは、大変それは、各都道府県が
わかるということで、地方自治的な部分で大いに
評価はできると思うんですけれども。
一方、そういったようなことによると、公立だ
とか公的医療機関に偏っていくのではないか、そ
ういう不信感というのも出てくる可能性もあるわ
けでございますので、派遣ということに関して、
この公平性というものをどうやって確保していく
のか、何らかの形で、クリアな形でそれがなって
いくのかどうかという点については、配慮はされ
ているんでしょうか。
○武田政府参考人 お答えをいたします。
今回の法案におきましては、都道府県が地域枠
医師を始めとした医師の派遣調整を行うに当たり
まして、客観データとして示される医師偏在指標
を踏まえ、地域医療対策協議会で協議を行い、そ
の結果に基づくこととしておりまして、協議の結
果についても公表することとしております。
また、この地域医療対策協議会の運営でござい
ますけれども、民間医療機関も含めた公平な医師
の派遣調整が行われるように、地域医療対策協議
会の構成員として民間病院を新たに法律上定めた
ところでございますし、医師会や大学なども含め
た地域の関係者で協議をしていただくこととした

上で、例えば、地域医療対策協議会の議長は、都
道府県ではなく、都道府県以外の者を互選により
選定すること、地域医療対策協議会の事務局を都
道府県の外に委託をすることも可能であることな
どを、国が示す地域医療対策協議会の運営指針の
中で明確化することとしております。
私どもといたしましては、これらの事項につい
て指針を作成いたしまして、都道府県に徹底を図
ってまいりたいと思いますし、改正後の都道府県
の取組状況につきましては、しっかりとフォロー
アップを行ってまいりたいというふうに思います。
○串田委員 検証も十分していただくということ
なので、それについては期待をしたいと思うんで
すが。
一方、医師数の目標というのも定められている
と思います。前回も質問させていただきましたが、
戦後七十年間の中で、なかなかこの偏在問題とい
うものを解消できていなかった。
そして、私、ちょっと心配になったのは、きょ
うの五人の参考人の御意見をいただいたんですけ
れども、大臣もどこかで見られたかどうかはちょ
っとわかりませんが、ちょっと、イメージとして
は、今回の改正案では偏在が解消できそうにない
ような感じの御意見というような受けとめ方を私
はしました。そういう意味で、非常に前進で、こ
れで大丈夫だというような声ではなかったような
気もいたします。
特に、専門医に関する部分に関しましては、そ
れが地域等の問題ではないという御指摘ももっと
もだと思いつつ、働き方、実態調査によれば、や

はり二十代の若い医師は専門医の資格取得が困難
であるから地方になかなか行きたくないというよ
うな御意見もあったようで、そこら辺の部分の参
考人の意見というのも非常に分かれていたんじゃ
ないかなと思うんです。
そういう意味で、参考人が午前中に非常に貴重
な意見を言っていただいた中で、それを生かした
質問というのを午後にさせていただくというのは
ちょっと通告的にも無理があるので、そこら辺は
ちょっと運営の仕方も検討していただきたいなと
は思うんですけれども。
先ほど、医師数の目標を定めたということであ
りますけれども、これが十分な進捗状況に達しな
い場合というのはどういう見直しをする予定にな
っているんでしょうか。
○武田政府参考人 お答えをいたします。
これまで、医師確保に関しましては、各都道府
県が定めることとされている医療計画、この医療
計画における記載事項ではございましたけれども、
その記載事項や具体的取組が法定化されているわ
けではございませんでしたので、都道府県の運用
に委ねられている部分が大きく、実際に各都道府
県における医師の確保状況に関する分析、対策又
はその目標の設定につきましても非常にばらつき
があったのが実態でございます。
今回の法案におきましては、全国における医師
確保対策の実効性を強化するために、客観的で全
国統一的な数字であらわされる医師偏在指標を導
入いたしまして、ＰＤＣＡサイクルに基づく対策
の評価、改善が行われるように考えております。
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したがいまして、都道府県内における医師の確
保方針、医師の偏在の度合いを踏まえた医師確保
の目標、地域ごとの目標の達成に向けた施策内容、
こういう一連の方策を医師確保計画に記載をいた
だきまして、これを明確に法律上都道府県が行う
事務と位置づけた上で、医療計画は六年でござい
ますけれども、この医師確保の対策につきまして
は、三年ごとに計画の実施状況を把握し、計画の
見直しを行っていただくこととしております。
ただし、都道府県によりましては、地域の医師
確保が喫緊の課題ということで、三年の定期的な
見直しだけではなく、計画期間中においても、必
要に応じて、医師の確保状況を把握し、実態に合
わせて目標を見直した上で、さらなる必要な対策
を講じていただきたいと考えております。
いずれにいたしましても、私ども厚生労働省と
いたしましては、各都道府県の取組状況について
しっかりフォローアップをし、このＰＤＣＡサイ
クルが機能するように力を入れてまいりたいと思
います。
○串田委員 医師の偏在問題を解消するというの
が喫緊の課題だというのは、きょうの参考人の方
も皆さんおっしゃられていたわけですが、そのう
ちの一つの解決策といいますか、今の段階で非常
に有効であると思いましたのは、猪口参考人が総
合医という提案をされておられました。
これは、診療科目が非常に多岐にわたる中で、
欠けている部分というのは医師がいないというこ
とになるんでしょうけれども、総合医というのは、
全般的な窓口として、ほとんど何でも診療してい

くというような医療科目ということでございます。
そういう意味では、各科目が何人かいるけれど
も、欠けている科目も何人もあって、そこが医師
がいないねというよりは、総合医がいることによ
って、とりあえずは心配なく診療していただいて、
もしそれで十分でない場合には、更に専門医を、
ちょっと地域を離れてしまうかもしれませんが、
受けに行くというようなことができるという意味
では、医師がいないという状況というのは解消で
きるのかなという思いで聞いておりましたし、総
合医というものをもう少し、今なかなかすぐ解決
できない中では、活用していくということ自体は
取り上げていっていいんじゃないかなというふう
に感じた次第でございます。
次に、認定制度についてお聞きをしたいと思う
んですけれども、これが医師に対してインセンテ
ィブになって、地域の偏在というものが解消して
いけるのではないかということなんですけれども、
どういう効果を見込んでいるんでしょうか。
○武田政府参考人 お答えをいたします。
本法案におきましては、医師少数区域等におい
て一定期間以上の勤務経験を有する医師を厚生労
働大臣が認定することとしておりまして、この認
定医師に対しましては、地域医療支援病院等の一
定の病院の管理者として評価することを検討して
いるところでございます。
このように管理者として評価をすることにより
まして、医師少数区域での勤務により培われる当
該医師の地域医療への理解、経験が、地域医療支
援病院等において、地域の医療機関への医師派遣

や医師の少ない地域での勤務環境整備を主導して
いくことにつながる、反映をされていくことが期
待されるところでございまして、それとともに、
当該医師のマネジメント能力の向上にも資するこ
ととなると考えております。
本法案では、こういった一定の病院の管理者と
しての評価を盛り込んでいるところでございます
けれども、認定の効果の一つとして挙げているも
のでございまして、これだけで医師少数区域で医
師が勤務するインセンティブとするものではござ
いません。
むしろ、今回新たに設ける認定の枠組みを活用
いたしまして今後検討されるさまざまな経済的評
価や支援、これが得られる形にすることで、認定
を取得するインセンティブとしていくことが必要
だというふうに考えております。
現段階では、あくまで厚生労働省で検討してい
る段階ではございますけれども、認定医師個人又
は認定医師を支援する医療機関に対する具体的な
インセンティブとして、例えば専門医の取得に対
する支援などなど、さまざまなことを検討してま
いりたいと考えております。
○串田委員 私も、当初はインセンティブになる
のかなと思っていたんですけれども、やはり、こ
れも午前中の参考人質疑の中で、今の若い医師は
院長になりたいという人はいませんよとはっきり
言われてしまいまして、そうなりますと、こうい
う管理者になる認定制度というのが本当にインセ
ンティブになるのかなというのも、ちょっと私も
感じた次第でございます。
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一方で、若い人あるいは医師の労働環境の不安
というものが一番地域に行くのをためらっている
というようなこともあるわけで、そういう意味で
は、一番にやはり解決をしていかなきゃいけない
のは、医師が地域に行っても安心だと思うような
環境づくりなんじゃないかなというふうにも思う
んですけれども、この環境整備に関して、国とし
てはどのような取組をしていくつもりなんでしょ
うか。
○武田政府参考人 お答えをいたします。
今回の医師偏在対策におきましては、都道府県
が主導的な役割を担っていくこととしているわけ
でございますけれども、都道府県の役割の中にお
きましては、医師少数区域における医師の勤務環
境の整備、これにつきましても、都道府県の役割
として今後力を入れていっていただきたいと思っ
ているわけでございますけれども、それに加えま
して、医師の疲弊、勤務環境の悪化の問題に関係
して、地域住民の協力というのも非常に重要であ
るという御指摘がございます。
地域住民による自主的な協力の事例としては、
例えば兵庫県丹波市で、県立柏原病院で二名の小
児科医のうち一名が退職する、こういう報道をき
っかけに、子育て中の母親が活動を開始し、コン
ビニ受診を控えよう、かかりつけ医を持とうとい
ったスローガンを作成するといった活動が行われ、
この活動の結果、その後、小児科の時間外受診者
が半減するといった効果があらわれ、この小児科
の医師の確保にもつながった、こういう事例があ
ったとも承知をしております。

こういう先進的な活動が各地で存在をしており
ますので、私どもとしても、医師の働き方改革に
関する検討会で紹介をしているところでございま
す。
○串田委員 大変有効な地域の住民の協力もあっ
たと思うんですが、こういう地域に任せるだけで
はやはりこれはいけないかと思います。国として
どのような取組をしていく所存なのか、最後に大
臣にお伺いをしたいと思います。
○加藤国務大臣 医師の働き方にもつながるわけ
でありますけれども、これは国民の医療ニーズに
応ずるものである点で、その改革には、個々の医
療機関の対応だけではなくて、社会全体としてど
のように考えるのかという観点が大事だと思いま
す。
したがって、医療の提供側だけではなくて、患
者側も含めた国民的なかかわりによって、我が国
の医療提供体制を損なわない医師の働き方、また、
そして地域地域においても働いていただける環境
をつくっていくということが大事だというふうに
思います。
こうした国民の理解の重要性については、医師
の働き方改革に関する検討会において、先ほど申
し上げた事例なども紹介させていただきながら議
論していただいているところでありますけれども、
そこにおいては、国民の理解を得るためには、厚
生労働省がしっかりとイニシアチブをとるべきで
あること、国民にとってわかりやすい実効性のあ
る取組を検討すべき、こういった意見もいただい
ているところでありますので、先ほどの事例など

を一つの優良な事例として、それを周知させる等
々によって取組の拡大を図っていく、また、医師
の働き方改革に関する理解の促進について全国的
な機運の醸成を図っていく、こういったことに行
政がしっかりとかかわっていく必要があると思い
ます。
厚生労働省においても、具体的な枠組みをこれ
からも検討させていただいて、保険者や企業、団
体等々の関係者の御協力もいただきながら、こう
した機運の醸成、あるいは国民の理解を一層得る
べく努力をしていきたいと考えております。
○串田委員 国と地方としっかりと連携をして、
実りある結果を出していただきたいと思います。
ありがとうございました。
○髙鳥委員長 以上で本案に対する質疑は終局い
たしました。
―――――――――――――
○髙鳥委員長 これより討論に入ります。
討論の申出がありますので、これを許します。
高橋千鶴子君。
○高橋（千）委員 私は、日本共産党を代表し、
医療法、医師法改正案に反対の討論を行います。
日本の人口千人当たり臨床医師数は二・四人で、
ＯＥＣＤ加盟国平均の二・九人を下回り、絶対的
な医師不足であることをまず指摘しなければなり
ません。これは、政府が長年にわたり、医師が過
剰になるとの想定で、閣議決定により医学部の定
員抑制を行ってきた結果であり、国民からの強い
要望を受けて医学部の定員増が図られたのは二〇
〇八年になってからです。そして、臨床研修を終
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え、医師として働けるようになったのはようやく
二〇一六年になってからであります。
本法案の趣旨は、地域間の医師偏在の解消を通
じた地域における医療提供体制の確保、医療計画
における医師の確保等とされています。過疎地な
どの医師不足は極めて深刻であり、その解消のた
めに地方自治体は大変な努力を払ってきました。
しかし、本法案は、そうした地方自治体の努力に
水を差すことになりかねません。
まず、本法案では、地域医療構想の達成を図る
ための都道府県知事等の権限が追加されました。
二〇一四年に成立した医療介護総合確保推進法
では、都道府県は、医療機関の病床を高度急性期、
急性期、回復期、慢性期の病床機能に分け、地域
医療構想と医療計画を策定し、四つの病床の必要
量を設定することとされました。その際、都道府
県知事は、病床の増設、開設の中止を公的医療機
関には命令でき、その他の病院には勧告し、従わ
ない場合には各種補助の対象としないなどの措置
がとれる権限が付与されました。
本法案は、病床削減について、現在の既存病床
数と基準病床数の関係だけでなく、現在、基準病
床数を下回っていても、将来の必要病床数に達し
ている場合には新規開設、増床の申請があっても
許可を与えない等、一層病床削減を進めるために、
都道府県知事の権限が強化されました。
委員会で指摘したように、地域医療の不採算部
門を担ってきた公立病院等が、新公立病院改革プ
ランや公的医療機関等二〇二五プランを地域医療
構想に合わせて修正すべきとされました。地域医

療構想の目標達成のための標的にされ、病床削減
やさらなる統合を迫られることは明らかです。そ
の病床削減の受皿は、在宅医療、介護などの地域
包括ケアシステムに担わせるものであり、社会保
障削減のために、公的責任を投げ捨て、家庭と地
域に丸投げすることは認められません。
また、医師の確保もこうした病床削減の計画に
合わせることになり、抜本的な医師不足の解消に
はなりません。医師の働き方改革は題目だけで、
もともと過労死ラインを超えた過重労働が多い医
師の現状を追認するものです。
本日の参考人質疑でも指摘があったように、勤
務医の勤務先選択の自由が制限されざるを得ない
という問題、外来医療についても診療所の開業規
制につながるおそれもあるなど、まだまだ議論は
出尽くしておりません。
以上、問題点を指摘し、討論といたします。
○髙鳥委員長 以上で討論は終局いたしました。
―――――――――――――
○髙鳥委員長 これより採決に入ります。
内閣提出、参議院送付、医療法及び医師法の一
部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○髙鳥委員長 起立多数。よって、本案は原案の
とおり可決すべきものと決しました。
―――――――――――――
○髙鳥委員長 この際、本案に対し、赤澤亮正君
外四名から、自由民主党、立憲民主党・市民クラ
ブ、国民民主党・無所属クラブ、公明党及び日本

維新の会の五派共同提案による附帯決議を付すべ
しとの動議が提出されております。
提出者より趣旨の説明を聴取いたします。赤澤
亮正君。
○赤澤委員 私は、自由民主党、立憲民主党・市
民クラブ、国民民主党・無所属クラブ、公明党及
び日本維新の会を代表いたしまして、本動議につ
いて御説明申し上げます。
案文を朗読して説明にかえさせていただきます。
医療法及び医師法の一部を改正する法律
案に対する附帯決議（案）
政府は、本法の施行に当たり、次の事項につ
いて適切な措置を講ずるべきである。
一 医師偏在対策を進めるに当たっては、医療
の高度化と専門分化、医療安全対策、医師の
働き方改革、新たな専門医制度など、今後の
医療の供給に影響を与え得る事項を総合的に
勘案した上で、関係者の意見を尊重しながら、
実効性ある対策を継続的に講ずること。
二 地域における医療提供体制の確保について
は、居住する地域によって受けることができ
る医療に格差が生じないよう配慮し、医療従
事者の過度の負担に依存するのではなく、限
りある医療資源を有効に活用するとともに、
その課題認識が社会において共有されるよう
必要な対策を講ずること。
三 病院勤務医の夜間・休日勤務や待機時間の
実態を調査した上で、医師等の過労死・過労
自殺等を防止する観点から、医師の地域偏在
解消に向けた対策を強力に推進すること。
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四 外科、産婦人科、小児科、救急等の医師が
不足する診療科の勤務医に対する勤務環境改
善を更に促進すること。また、特に医師が不
足する診療科の女性医師に対しては、出産・
育児等のライフイベントについて特段の配慮
が行われるよう必要な措置を講ずること。
五 大学病院の大半が高度の医療の提供等を目
的とする特定機能病院であることに鑑み、勤
務する医師が経営上の観点から本来担うべき
役割に専念できないような事態が生じないよ
う、大学病院に対する財政上の措置を含む適
切な支援を行うこと。
六 医師の地域間及び診療科間の偏在を是正す
るため、平成二十八年以降に新設された医学
部を卒業した医師に対して、その創設の趣旨
に則った進路が選択されているか検証するこ
と。
七 過疎地域等の医療を守るため、関係地方自
治体と協議の上で、自治医科大学医学部の入
学定員の更なる拡充を促すよう必要な対応を
とること。
八 医師が不足している地域においては看護師
等の医療従事者も不足していることが多いと
考えられることから、当該地域においては医
師以外の医療従事者の実効性ある確保策も同
時に講ずること。また、医師がその高度な医
学的専門性を発揮し、本来担うべき業務に専
念できるよう、抜本的なタスクシフトを進め
るための具体的取組を検討すること。
九 医師少数区域等で勤務した医師に対する認

定の創設に当たっては、認定を受けた医師や
医師派遣の要請に応じて医師を派遣する病院
に対する効果的な経済的インセンティブの付
与について検討すること。
十 都道府県が医師少数区域等を設定するため
の医師偏在指標を定めるに当たっては、地域
住民の年齢構成の推移、患者の流出入の状況、
昼夜人口の変化など、地域の実情やニーズを
適切に反映する客観的なデータを用いて検討
を行うこと。
十一 都道府県の地域医療対策協議会の機能強
化及び外来医療の提供体制を協議する場の新
設に当たっては、地域医療構想調整会議等の
既存の会議と並立して非効率に陥ることのな
いよう配慮し、都道府県に対して既存の会議
との一体的な運用を促すこと。
十二 地域医療対策協議会の運営が円滑に行わ
れ、都道府県の医師確保対策が実効性のある
ものとなるよう、同協議会の運営を支える都
道府県の組織の機能強化などについて必要な
支援を行うこと。
十三 医師偏在対策は大学医学部における医師
養成段階から実施すべきものであることから、
厚生労働省と文部科学省が連携して具体的施
策を検討し、実施すること。
十四 地域医療に志のある学生の入学を推進し、
地域枠の医師を当該地域に確実に定着させる
観点から、地域枠については、地域枠以外の
入試枠と峻別した上で学生の募集を促すこと
によって必要な地域枠学生の確保が確実にな

されるよう、厚生労働省と文部科学省が連携
して大学及び都道府県に対して必要な対応を
行うこと。
十五 専門医制度を運営する一般社団法人日本
専門医機構については、特に専門医の質の維
持向上を図るため、その独立性に配慮するこ
と。
十六 厚生労働大臣が一般社団法人日本専門医
機構に対し意見を述べ又は必要な措置を要請
した場合には、速やかにその内容を公表する
こと。
十七 平成三十年度に開始した専門医制度につ
いては、医療を受ける立場である国民の視点
に立ち、国においても地域医療への影響と専
門医の質との両面から検証を行い、一般社団
法人日本専門医機構等と協力し、必要な対応
を行うこと。
十八 専門医制度については、プロフェッショ
ナルオートノミーに十分に配慮しつつ、国も
医療提供体制の確保等を図る観点から、適切
にその責任を果たすこと。
十九 医師偏在対策に携わる都道府県職員が医
療政策に精通し、医師養成を行う大学や地域
の医療機関等と協力・連携しながら地域の実
情に即した対策を進めることができるよう、
都道府県に対し適切な支援を行うこと。
二十 地域における外来医療の需要は短期間で
大きく変化し得ることから、外来医療に係る
医療提供体制の確保に関する事項について行
う調査、分析及び評価は、地域の実情に即し、
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六年を待たず都道府県が主体的に実施できる
ようにすること。
二十一 地域医療構想の実現に向けては、地域
医療構想調整会議において、都道府県がその
役割を発揮できるよう好事例を横展開するこ
とや、公立・公的医療機関等と民間医療機関
がそれぞれ適切な役割を果たしつつ、医療機
能の見直しの検討を進め、地域の実情を踏ま
えた構想となるよう、国として支援すること。
二十二 離島や山間部等の、医師が不足してい
る地域や病院へのアクセスに困難を伴う地域
の医療においては、遠隔医療が大きな役割を
果たすことから、遠隔医療に係る規制や仕組
みの在り方について、安全・安心の確保を前
提に検討を行うこと。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○髙鳥委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。
採決いたします。
本動議に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○髙鳥委員長 起立総員。よって、本案に対し附
帯決議を付することに決しました。
この際、加藤厚生労働大臣から発言を求められ
ておりますので、これを許します。加藤厚生労働
大臣。
○加藤国務大臣 ただいま御決議になられました
附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重い
たしまして、努力してまいります。
―――――――――――――

○髙鳥委員長 お諮りいたします。
ただいま議決いたしました法律案に関する委員
会報告書の作成につきましては、委員長に御一任
願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○髙鳥委員長 御異議なしと認めます。よって、
そのように決しました。
―――――――――――――
〔報告書は附録に掲載〕
―――――――――――――
○髙鳥委員長 次回は、公報をもってお知らせす
ることとし、本日は、これにて散会いたします。
午後五時十七分散会
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