第８回鹿本地域医療構想調整会議
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１

開

会

（事務 局

多 田隈 次長 ）

・ ただ今 から、 第８ 回鹿 本地域 医療構 想調 整会 議を開 催いた しま す。
・ 山鹿保 健所次 長の 多田 隈でご ざいま す。 よろ しくお 願いし ます 。
・ まず 、資料 の確 認をさ せてい ただき ます 。事 前に配 付して おり ます 、資 料１が １− １
から１ −３、 資料 ２が ２−１ から２ −３ まで 、それ と資料 ３が １部 ずつで す。
・ また、本日 、机の 上に 会議次 第、委 員名 簿、配席図 及び設 置要 綱一 式と、熊本県 地域
医療構 想のフ ァイ ルを お配り してお りま す。 不足等 ありま した ら、 お知ら せくだ さい。
・ なお、本 日の会 議は、県の「審 議会等 の会 議 の公開 に関す る指 針」に基づ き公開 とし
ており ます。 また 、会 議の概 要等に つき まし ては、 後日、 県の ホー ムペー ジに掲 載し、
公開す る予定 とし てお ります 。
・ なお、本 日は、本 年度 本県の「 医療構 想ア ド バイザ ー」に決 定し ま した久 留米大 学公
衆衛生 学講座 助教 、桑 木光太 郎先生 にも 御出 席いた だいて おり ます 。桑木 先生の 略歴
でご ざい ますが 、 ２００ １年に 久留 米大 学医学 部を卒 業さ れ、 消化器 内科に 入局 後、
久留 米大 学病院 、 佐賀社 会保険 病院 等に 勤務さ れ、２ ０１ ５年 から厚 生労働 省医 政局
地域 医療 計画課 に 出向さ れてお りま す。２０１ ７年に 久留 米大 学内科 学講座 消化 器内 科
部門に 戻られ た後 、厚 生労働 省での 御経 験よ り２０ １８年 ８月 から 現職の 公衆衛 生学 講
座助教 に就任 され てお ります 。桑木 先生 は、 山鹿市 の出身 でも あり ます。
どうぞ よろし くお 願い します 。
・ それで は、開 会に あた りまし て、山 鹿保 健所 長の小 山から 御挨 拶を 申し上 げます 。

２

挨

拶

（山鹿 保健所

小 山所 長）

・ 皆様こ んばん は。本 日 は、お足 元の悪 い中、また年 末の御 多忙 の折 、第８回 鹿本地 域
医療構 想調整 会議 に御 出席を いただ きま して 、誠 にあり がと うござ います 。今 回は 、本
年度の ２回目 の会 議に なりま す。
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・ 先 ほど 御紹介 が ありま したが 、本 日は 、本県 の「地 域医 療構 想アド バイザ ー」の桑 木
先生 に御 出席い た だいて おりま す 。桑木 先生に は今後 、いろい ろと御 相談し たり 、ア ド
バイス をいた だく 機会 も多い かと思 いま す。 どうぞ よろし くお 願い します 。
・ 本 日は 、議事 と して、「 外来 医療計 画 」につ いての 御協 議を お願い します 。
・ 本年度 、医 療計 画の一 部とし て県の 方で 策定 します「外 来医 療計画 」に 盛り込 む項 目
であ りま す「 この 地域に 不足す る外 来機 能」や「医療 機器 の共 同利用 の方針 」等につ い
て、１ ２月２ 日に 医師 会の地 域医療 構想 調整 委員会 におい て協 議を 行って いただ きま し
た。
・ 「外来 医療計 画」につ いては 、県 での調 整の 中で表 現の形 が変 わっ てきて おりま すが、
鹿本圏 域の協 議結 果に 加え他 圏域に おけ るワ ーキン グでの 意見 や「 外来医 療計画 」の 概
要案に ついて 説明 いた します ので、 御意 見を いただ きたく 存じ ます 。
・ その後 、報告 事項 とし て２つ の項目 を予 定し ており ます。
・ 本日は 、１ 時間程 度の 会議時 間を予 定し てお ります 。皆 様の忌 憚の ない御 議論を お願
い申し 上げ、 開会 の挨 拶とい たしま す。 どう ぞよろ しくお 願い しま す。
○

委 員の紹 介

（事務 局

多 田隈 次長 ）

・ 委員の 皆様の 御紹 介に つきま しては 、時 間の 都合上 、お 手元の 委員 名簿と 配席図 にて
代えさ せてい ただ きま す。本 日は、中川委 員か ら御欠 席の御 連絡 をい ただい ており ます。
・ それで は、こ こか ら議 事に入 らせて いた だき ますが、「鹿 本地域 医 療構想 調整会 議設
置要綱 」に基 づき 、進 行を幸 村議長 にお 願い したい と思い ます 。
・ 幸村議 長、よ ろし くお 願いい たしま す。

３

議

事

（１）「 外来 医療計 画 」につ いて

【資料 １】

（幸村 議長）
・ 皆さん 、こん ばん は。そ れでは 、御指 名に 従い まして 議長を 務め させ ていた だきま す。
どうか 御協 力よろ し くお願 いいた しま す。
・ 桑木先 生は 、桑 木医院 、前 会長の 御子 息様で ござい ますの で 、本当 に心強 い限り で ご
ざいま す。 よろし く お願い いたし ます 。
・ それで は、お手 元の 次 第に沿 って議 事を 進め ます。本 日は、議 事が １つ、報 告が２ つ
でござ いま す。
・ それで は、早 速、議事 事項の「外来 医療 計画 」につ いて 、事務 局か ら説明 をよろ しく
願いし ます。
（事務 局

坂 井主 幹）

・ 山鹿保 健所の 坂井 です 。議事 １の外 来医 療計 画につ いて説 明い たし ます。
・ 資料１ −１を お願 いし ます。 １２月 ２日 に鹿 本医師 会の地 域医 療構 想調整 委員会 に
御協力 をお願 いし て開 催した ワーキ ング にお いて、先生方 から 御意 見をい ただい た地 域
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の実情 や課題 等を 整理 したも のです 。鹿 本地 域の現 状は、６０ 歳以 上の診 療所医 師の 割
合が６ ２．５ ％と なっ ており 医師の 高齢 化の 問題も ありな がら 、ほ ぼ全て の医療 機関 で
協力し て取り 組ん でい るとい う状況 です 。
・ それ では 、内容 に ついて 説明い たし ます 。
・ １ペー ジをお 願い しま す。初 期救 急につ いて 、３６ 医療 機関が 在宅 当番医 を担っ てい
ただい ており 、回 数は 様々で すが年 間４ ，３ ９２人 の患者 に対 応し ていま す。現 在ほ
ぼ全て の医療 機関 が対 応して いる状 況で 、医 師の高 齢化も 進ん でい るため 、現状 の体
制を維 持でき るよ う、 既に対 応して いる 医師 にも引 き続き 協力 要請 を行い ながら 、新
規開業 を行う 医師 にも 要請す るとい う御 意見 でした 。
・ ２ペー ジをお 願い しま す。次は、公衆衛 生分 野です。現状を 見て み ますと、学校医 に
ついて は、学校 数は２ １校で ２６人 の医 師が 対応し ていま す 。眼科 につい ては 、他 に植
木の医 師１人 が３ 校に 対応し ていた だい てい ます。小・中学校 は内 科と眼 科計２ 人の 学
校医が 配置さ れて おり 、高校は、内 科・眼 科・耳鼻科 の計３ 人の 医 師が対 応され てい ま
す。特に 、眼科 医師 は 、植 木から 応援 をいた だいて います が担 当校 数が多 くなっ てい ま
す。
・ 予防接種 につ いて は、３ ６医 療機関 が対 応して いただ いて いる 状況で す。Ａ類疾 病に
は３０ 医療機 関、 任意 のＢ類 疾病の 接種 には ３３医 療機関 が協 力、 対応し ていま す。
・ 最後 に産 業医に つ いては 、当医 療圏 では 、認定 産業医（日 本医 師会）は２２ 人い ます
が、実 働して いる 産業 医数は 把握で きて いま せん。産業医 の設 置が 義務づ けられ た事 業
所は４ ５ヶ所 で 、従業 者数は ５，０１ ６人と なって います 。認定産 業医一 人当た り従 業
者数を 見ると ２２ ８． ０人と なって いま す。
・ 今後の 方向性 とし まし ては、学 校医・予 防接 種・産業 医のい ずれ も 今後、医 師の高 齢
化によ る対応 医師 の減 少が懸 念され るた め、現状の 体制を 維持 でき るよう 、新規 開業 を
行う医 師に協 力を 要請 し、既 に対応 して いた だいて いる医 師に も引 き続き 協力要 請を 行
ってい くとい う御 意見 でした 。
・ ３ペー ジをお 願い しま す。在宅医 療に ついて です 。現状 につ いては 、こ こに在 宅療 養
支援病 院、在宅 療養支 援診療 所、後方 支援病 院、訪問看 護ス テーシ ョンの 数をあ げて お
ります が、こ の他 にも 、往診 や訪問 診療 等在 宅医療 に取り 組ん でい る医療 機関も ある と
いう御 意見も いた だき ました が、現 在の 詳細 な数は 把握で きて いな い状況 です。昨年 度、
医師会 に「鹿本 地域 在 宅医療 サポー トセ ンタ ー」も設 置され てお り ます。今 後、新規 開
業を行 う医師 への 協力 要請を 含め、在宅 医療 に取り 組む医 療機 関等 資源の 把握や 調整 を
図りな がら、在宅 医療 に携わ る医療 機関 の連 携体制 を強化 して 取組 みを進 めてい くと い
うこと になり まし た。
・ 最後に 、医 療機 器の共 同利用 につい てで す。ここに 、鹿 本地 域の医 療機関 におけ る 医
療機器 の配置 状況 を掲 載して います 。共同利 用につ いては 、現状で も、地域医 療支 援病
院であ る山鹿 市民 医療 センタ ーで医 療機 器の 共同利 用を図 って いた だいて おり、引き 続
き、地 域にお ける 共同 利用を 進めて いく とい うこと になり まし た。
・ 鹿本 地域 のワー キ ンググ ループ の協 議結 果につ いては 、以 上で す。
・ 次 に、 資料１ − ２をお 願いし ます 。こ れは、 県内の ワー キン グ等で 出され た主 な意
見をま とめた もの です 。
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・ 先ほ ど説 明した 鹿 本地域 以外の 意見 を抜 粋しま すと、 初期 救急 におい て、休 日夜 間
に対応 できる 院外 処方 の薬局 が少な く診 療に 支障が ある点 、患 者像 の変化 により スタ
ッフ確 保や質 的転 換が 必要で ある、医師 及び 医療従 事者の 確保 が困 難であ り現状 維持 も
危惧さ れるこ と、受 診 に関す る普及 啓発 が必 要なこ となど。また、学校医 では、後 継者
が見つ からず 高齢 医師 が無理 して学 校医 を継 続して いる事 例が ある 、外来 診療で 手一 杯
であり 学校医 との 時間 配分に 大変苦 慮し てい る点、診療科 によ って 遠方の 学校医 を受 け
持つ状 況にあ るこ とな どの意 見が出 され てお ります 。
・ ２ペ ージ です。 予 防接種 につい ては 、接 種スケ ジュー ル等 の複 雑化に よる医 療過 誤
発生が 懸念さ れる 、請 求事務 が煩雑 で負 担で あるな ど。産 業医 では 、資格 の維持 が困
難、更 新手続 きが 負担 となっ ている とい う御 意見。 在宅医 療で は、 医師数 が不足 して
いるた め夜間 に対 応で きてい ない。財政 的支 援もな いため 発展 は望 めない 等の御 意見 が
出てお ります 。
・ その 他と して、 か かりつ け医と して 総合 診療可 能な医 師の 育成 、診療 所の継 続や 若
手医師 の開業 支援 とし ての事 業継承 制度 の検 討が必 要など の御 意見 もいた だいて いる
ようで す。
・ 資料 １− ３をお 願 いしま す。「 熊本県 外 来医療 計画の 概要 （案 ）」です 。こ れまで 地
域のワ ーキン グ等 でい ただき ました 現状 や課 題をま とめ、今後 の施 策の方 向性や 具体 的
な取組 みを概 要と して まとめ たもの です 。
・ まず 、外 来医療 計 画の策 定に関 する 基本 的事項 です。 地域 の医 療提供 体制の 基礎 と
なる主 に診療 所が 担っ ている 外来医 療機 能の 安定的 な確保 を図 るた め、医 療計画 の一 部
として 、外来 医療 計画 を策定 し、計 画期 間は 令和２ 年度か ら５ 年度 までの ４年間 とし ま
す。
・ ２の 現状 ・課題 に ついて は、県 内の 医師 会に伺 った意 見や デー タから まとめ てお り、
まず、 診療所 医師 の偏 在や高 齢化が あげ られ ます。 この点 は、 鹿本 地域で のワー キン
グ等で の御意 見で も出 ていた ところ です 。右 図のと おり、 宇城 や阿 蘇地域 などで 人口
１０万 人当た りの 診療 所医師 数が県 平均 を下 回り、 鹿本や 球磨 地域 などで ６０歳 以上
の診療 所医師 の割 合が ６０％ を超え るな ど、 地域に よる課 題が 異な ります 。
・ また 、後 継者や 医 療従事 者不足 によ る診 療所の 閉鎖の 増加 等、 初期救 急等の 継続 に
必要な 協力医 師の 高齢 化等の 課題が あり 、右 図のと おり、 阿蘇 地域 では人 口１０ 万人
当たり の在宅 当番 医数 が県平 均を大 きく 下回 ってい ます。
・ その 他に も、医 師 の専門 医志向 の高 まり に伴う 総合診 療医 の不 足など も課題 と考 え
ており ます。
・ 計画 の本 文には 、 各地域 の課題 で特 徴的 なもの を掲載 した いと 考えて います 。
・ こう した 各地域 の 実情を 踏まえ 、住 民に 身近な 外来医 療機 能を 維持す るため 、次 の
取組み を進め たい と考 えてい ます。
・ 具体 的に は、（ １） の外来 医療機 能の 分化 ・連携 の推進 では 、① 外来医 療機能 の可 視
化、本 調整会 議で の情 報共有 及び病 床機 能と 外来機 能の一 体的 協議 、②医 師会で 行っ
ている 分化・ 連携 の取 組みの 促進、 医療 機器 の共同 利用な どに 取り 組みま す。
・ また 、
（２ ）の外 来 医療を 担う医 師の 養成・確保 では、①総合 診 療専門 医など の養 成、
②事業 承継な ど後 継者 確保対 策の検 討、 ③初 期救急 や学校 医等 に係 る新規 開業者 への
協力要 請を行 って 参り ます。
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・ なお 、今 回の計 画 は、外 来の開 業規 制を 行うも のでは あり ませ ん。地 域の外 来医 療
機能を 維持す るた めに 必要な 協議や 取組 みを 行うた めに策 定す るも のにな ります 。
・ 最後に、今後のスケジュールについては右のとおりです。本日の調整会議で意見を
いただき、１月からパブリックコメントを行います。３月の調整会議で改めて報告し
た上で 計画を 策定 する 予定と してい ます 。
・ 本日 は、 資料１ − １、１ −２に 記載 のな い地域 の現状 の他 、資 料１− ３「今 後の 方
向性と 具体的 取組 み」 などに ついて 御意 見を いただ ければ と考 えて おりま す。今 後、
県医療 政策課 の方 で計 画本文 の作成 を進 めて いきま すが、これ まで のワー キング グル ー
プでの協議結果や本日の調整会議での御意見をしっかりと反映させる予定でございま
すので 、よろ しく お願 いしま す。
・ 以上 で、 資料１ の 説明を 終わり ます 。
（幸村 議長）
・ はい、 どうも あり がと うござ いまし た。
・ ただ今 の説明 につ いて 、御意見、御質問 等を お願い します。でき れ ば、御発 言はで き
るだけ 簡潔 にお願 い したい と思い ます 。
・ 最後に 事務局 から 言わ れた２ 点をも う一 回言 っても らうと 。
（事務 局

坂 井主 幹）

・ はい、資 料１− １、１ −２で 説明し た以 外に 、この鹿 本地域 では、もっと こんな 現状
や課 題が あると い うこと があり まし たら 教えて いただ きた いと いうこ とと、資料１ − ３
の外来医療計画の概要の今後の方向性と具体的取組みについての御意見をお聞かせい
ただけ ればと 思い ます 。
(幸村議 長)
・ はい、あ りがと うご ざ いまし た。それ では、何か御 質問・御 意見 あ りませ んでし ょう
か。は い、 田代先 生 どうぞ 。
（田代 委員）
・ 外来医 療計画 の案 につ いてな んです けど も、３の（１）外来医 療機 能の分 化・連携 と
いう とこ ろ、こ れ は分化 と連携 と両 方推 進する という 文章 にな るわけ ですけ ども 、現 状
として は分化 して いっ てしま ったか ら連 携し なくて はいけ なく なっ てるわ けです よね。
・ たとえ ば 、専門 医 にしろ 診療科 にし ろで すね 。昔だ った ら内科 と言っ ていた のが 、消
化器科 とか循 環器 科と か、そ ういう ふう に分 化して いった から 連携 が必要 になっ てい る
わけで 、この 分化 とい うのを 推進す る必 要は 別にな いわけ だか ら、文章と しては 分化 が
ない方 がすっ きり する のでは ないで すか 。外 来医療 機能の 連携 の推 進。
・ 分化 を推 進しな く てはい けない とい うの は、具 体的に どう いう ことな んです か。
（医療 政策課

太 田主 幹）

・ 医療政 策課の 太田 と申 します 。御意 見あ りが とうご ざいま す。
・ 確か に分 化して い ったか ら連携 しな くて はいけ ないと いう のは おっし ゃる通 りで す
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が、我 々が考 えて いる 外来医 療の分 化と いう のは、病院と 診療 所の 分化が あると 思っ て
おりま して、病院 に外 来患者 が押し かけ ると 病院の 機能が パン クし てしま うため 、そ う
いった 意味の 分化 とい うのは あると 思っ てお ります 。
・ ただ 、お っしゃ る 通り診 療所は 、それぞ れ分化 してい った から 、総 合診療 がで きるよ
うなか かりつ け医 が、特に若 い世代 で減 って いくの ではな いか とい う意見 や、予 測が ご
ざいま すので 、田 代委 員の御 意見も ふま えて 、計画 の中に 反映 して いきた いと思 って お
ります 。あり がと うご ざいま す。
（田代 委員）
・ はい 、今 のはち ょ うど私 がその 後に 言お うとし ていた のが 入っ ていま して 、こ の前も
新聞等 で発表 があ りま したけ ども、２０ ０床 以上の 病院に 外来 を制 限する 制度が 、厚 労
省がほ ぼそれ でい くと 、要す るに病 院の 外来 機能を 制限す るよ うな 流れに なって きて い
るわけ ですよ ね。
・ そうする と 、それ を どう診 療所で 受け 入れ るかと いう 、その 項目 がこの ３番の とこ ろ
に、外 来医療 計画 とい うこれ から４ 年間 と言 いなが ら、そ うい う項 目を入 れた方 が今 の
時代に 合って いる んじ ゃない ですか 。具 体的 にどう こうは 別と して 、３番 として そう い
ういわ ゆる病 院の 外来 機能の 制限に 伴う 診療 所の医 療機能 の強 化み たいな 、何か しら そ
ういう 項目が 入っ てい た方が よろし いん じゃ ないか と思い ます 。い かがで しょう か。
（医療 政策課

太 田主 幹）

・ あり がと うござ い ます。 今の御 意見 をふ まえま して、 計画 の書 きぶり も見直 しま す。
参考に させて いた だき ます、 ありが とう ござ います 。
（幸村 議長）
・ はい、 今のと ころ は少 し検討 をお願 いし たい と思い ます。
（水足 委員）
・ 最近の 報道で ある のは 、特に ２００ 床以 上に 広げた のは、 一つ は地 域医療 支援病 院
でとい うとこ ろで すね 。地域医 療支援 病院 と いうの は、どう し て も 自 治 体 病 院 、公 立 ・
公的病 院が主 体に なる ので、民間の 病院 との すみ分 けを考 えな さい 。同じ ような こと を
公的病 院で地 域医 療支 援病院 がやっ ちゃ だめ だよと いう話 が主 であ って、２００ 床以 上
という のがメ イン では ないと 私は思 いま す。
・ 確か に、 ２００ 床 以上の 熊本市 内の 民間 の先生 方も、 非常 にそ の辺は 心配し てい ら
っしゃ います 。そ の辺 の診療 報酬を どう いう ふうに 反映す るか とい うのは 、今か ら細 か
いこと は決ま って くる のだと 思いま すけ れど も。
・ ちょっ と話が それ るか もしれ ないで すけ ど、熊本は 熊本大 学と 県と 医師会 との連 携を
しな がら 地域医 療 支援の ネット ワー クを 作って、大学 を中心 に ドクタ ーも派 遣し てい こ
うとい うこと で、今地 域医療 の支援 のた めの 取組み として は、玉名 と天草 の方に 講座 が
できま したよ ね。総合 診療医 を派遣 する とい うこと で、大 学の 松井 先生が 中心と なっ て
やって いらっ しゃ いま すけれ ども、私は 松井 先生に ちょっ と釘 をさ したの は地域 医療 の
ためで あって 、地 域医 療支援 病院の ため では ないよ と。地 域医 療支 援病院 と自治 体病 院
だけが 潤って は何 も意 味ない よと 。や はり 、周りに 指示し たり 、周 りの先 生方を 助け て
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いただ きたい とい うこ とで、すみ分 けは そう いう意 味での 民間 病院 と公的 病院と のす み
分けも 含めて やる べき だとい うふう に、私は 松井先 生には 日頃 から お願い はして いる と
いうと ころな ので 、そ の辺の 理解は 進ん でい るので はない かと 思い ますし 、もと もと 熊
本県は その連 携は うま くでき ていた とこ ろな ので、話はス ムー ズに やりや すいの かな と
いうふ うには 自覚 して いると ころで す。 以上 です。
（幸村 議長）
・ ありが とうご ざい まし た。（１ ）の 分化・ 連 携とい うとこ ろの 表現 、この 辺はさ しあ
たっ てこ のまま で いいん でしょ うか ね。
（水足 委員）
・ ある程 度使わ なく ては いけな いとこ ろが おあ りなん でしょ うか ら。鹿本圏 域だけ の独
自のを という こと であ れば表 現は変 わっ てく ると思 います が。
（幸村 議長）
・ そこに 何らか のち ょっ とした 注釈を つけ ると かです ね、そう いう形 でやっ てもら えれ
ば。水 足先 生がお っ しゃっ たよう な内 容を 、コン パクト に簡 潔に 適切に 付け加 えて もら
うとそ んな問 題は そう 問題な いんじ ゃな かろ うかと 。他に 何か ござ いませ んでし ょう か。
はい、 江上委 員ど うぞ 。
（江上 委員）
・ 最初の 資料１ −１ の２ ページ の（ ２ ）目 指す べき方 向性の とこ ろで 、① 学校医 のと こ
ろで いろ いろ紹 介 があっ ていま すが 、今 日は歯 科の宮 坂先 生も お見え ですけ ど、歯科 医
の方の 、特 に学 校内で の事故 といえ ば 、口腔 関係 、歯科 の事 故なん かも非 常に多 いと 聞
いてお ります し、そう いった ところ の歯 科医 の先生 方って 検診 も非 常に苦 労され てい る
という 話を聞 いて おり ますの で、そ の辺 のと ころも ふまえ てい た方 がいい のでは ない か
と思い ました 。
（幸村 議長）
・ ここの ２ペー ジの（２ ）目 指すべ き方 向性の ①学校 医のと ころ で、歯科医 師会の 先 生
達が関 わる部 分、 これ は就学 児健診 だけ では ないで しょう 。ど うな んです か。
（宮坂 委員）
・ そんな に頻度 は高 くな い部分 もあり ます けど も、現 状と して歯 科医 院、意 外と 数は充
足し てお ります し 、学校 も統合 でだ んだ ん減っ てきて いま すか ら、校 医の数 に関 して は
そう心 配はし てな い。それと 、耳鼻 咽喉 科さ んも含 めて歯 科も 見る ところ が多い ので か
なり時 間がか かる とい うのが 一つ感 じて いる ところ ではあ りま すが 、数と しては 充足 し
ている と思い ます 。
（幸村 議長）
・ 学校医 の中に 歯科 医と いう表 現が出 てき てな いけど 、これ はど うで すか。
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（事務 局

坂 井主 幹）

・ 今回 は、地 域の 診療 所の医 師を中 心に とい うこと で外来 医療 機能 を考え ており ます の
で、歯科診 療所 までは 入って いない とい うこ とにな ってい ます 。他 の地域 では 、検 討の
中で薬 剤師さ んの こと などの 御意見 も出 たと いうこ とでご ざい ます 。
(幸村議 長)
・ 江上先生 は 、以前 よ り薬剤 師会を けん 引さ れすば らしい 成果 をあ げられ 、文 部科学 大
臣賞ま でもら われ てい ます。 他に何 かな いで しょう か。
（江上 委員）
・ 資料 １− ２のと こ ろに、 休日夜 間に 対応 できる 院外処 方の 薬局 が少な く、診 療に 支
障あり という 項目 が真 ん中に 出てお りま すけ れど、確かに これ は言 えると 思いま す。熊
本市内 におい ても 、地 域だっ たらも っと そう いうケ ースは ある と思 うんで すけど も、だ
からそ れをど う解 消し ていく か、ど うい うふ うにう まくし てい くか という のを、その 地
域、地 域で考 えて いか ないと いけな い部 分と 思いま す。
・ 山鹿 地域 だった ら 、休日 薬局当 番表 も出 ており ます。 個人 の当 番医の 先生の とこ ろ
に専門 外の方 がお 見え になる という のも 多々 あると 思いま す。そう いう時 には、たと え
ば当番 薬局の 方に この 系統の 薬はど うい うの がある かとか 、そ うい うのを お尋ね にな っ
て処方 を書い てい ただ ければ 、ある 程度 対応 ができ ると思 いま すの で、あ る程度 初期 救
急とい う範疇 の中 だっ たらそ ういう もの で対 応でき ます。
・ ある いは 患者さ ん が来ら れた後 、疑 義照 会しよ うとし ても その 処方さ れた先 生と 連絡
がとれ なかっ たり する と患者 さんに 迷惑 をか けると いうか 、薬 の変 更、何 として もそ れ
を手配 せんと いか んと いうこ とにな りま すの で、疑 義照会 でき るよ うな連 絡先を ちゃ ん
と書い ておい てい ただ くとか そうい うの で対 応して いけば 、あ る程 度の初 期救急 的な も
のは対 応でき るの では ないか という ふう には 考えて おりま す。その 辺もち ょっと 検討 し
ていた だけれ ばと 思い ます。
（幸村 議長）
・ はい、 よろし くお 願い します 。はい 、ど うぞ 。
（水足 委員）
・ 時々、県の 医師会 の立 場でも 言わな いと いけ ないと 思いま すの で、くまも とメデ ィカ
ルネッ トワー クの 方に 鹿本の 薬剤師 さん 、薬 局はど のくら い参 加な さって いるん でし
ょうか 。
（江上 委員）
・ してお りませ ん。
（水足 委員）
・ その辺 のネッ トワ ーク を利用 してい ただ ける と、非常に いろ んな連 携もと りやす いと
思いま すし、さっ きお 話しし ていた 大学 から の地域 医療の 連携 のネ ットワ ークに 入っ て
いる自 治体の 先生 方は 必ずこ のメデ ィカ ルネ ットワ ークに 入っ てい なかっ たら、自治 体
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病院と して連 携が でき ない、支援を 受け られ ないと いう体 制に なっ ていま す。自 治体 の
先生方 はほと んど が院 外調剤 薬局に 処方 箋を 出され ると思 うの で、ぜひ入 ってい ただ け
れば、連絡も 連携 も取 り合い やすい のか なと 思いま すので 、よ ろし くお願 いいた しま す。
（江上 委員）
・ 極力 努め たいと 思 います が、ち ょっ とラ ンニン グコス トの 件も ありま して。
・ 実際 、患 者さん が 大学病 院の方 では 積極 的に加 入され てと いう か強制 的に加 入さ れ
る場合もありますけれども、各地域におきましてはまだそれだけの登録の患者さんが
いらっ しゃら ない とい うのも ありま す 。だか ら、なかな か今 、モ デ ル地区 でもそ んな に
伸びて いない よう な状 況があ ります ので 、あ とはで きるだ け、たと えばお 薬手帳 等を 極
力利用 してい ただ いて 、この 経口薬 はど こか らもら われて いる 、じ ゃあそ こに連 絡を と
ればあ る程度 わか るな という ふうな こと で、 やって いただ けれ ばと 思って おりま す。
(水足委 員)
・ お っしゃ る通 りで す。現 状はわ かっ てい るつも りです 。
・ メディ カルネ ット ワー クの参 加者が 増え ない と、大学と いう か県の 方から の支援 もと
だえ てし まうの で 、ぜひ 御協力 をお 願い します 。
（幸村 議長）
・ まあ、 その点 よろ しく お願い します 。
（豊永 委員）
・ 山鹿市 民医療 セン ター の豊永 です。 先ほ どか ら少し 話が出 てい ます が、ま ずは地 域
医療支 援病院 ２０ ０床 以上の 選定医 療費 につ いては 、一般 病床 ２０ ０床以 上とい うこ と
なので 、うち は２ ０１ 床のう ち感染 症が ４床 あるの ではず れる かも しれま せん。 当然、
今まで も何回 も言 って おりま すけど 、や はり 外来を なるべ く抑 えて 、入院 診療と いう の
をやる ように して おり ます。
・ それから 、先ほど 水 足先生 も言わ れま した けれど も、３月に 地域 医療拠 点病院 に指 定
されま して、基本 的に は大学 から常 勤を 派遣 してい ただい て、医師 会の不 足して いる 部
分も担 ってく ださ いと いうこ とです が 、まだ 、う ちは常 勤も 来てい ません ので 、ま だそ
の話は 進んで はお りま せん。県とし ては そう いうふ うに地 域の 自治 体病院 じゃな くて 医
師会の 方とも うま く連 携して やりな さい とい う方向 性は出 てい ると 思いま す。
・ その中で 、さっき も 出まし たくま もと メデ ィカル ネット ワー クは 、推進 しな いと先 ほ
ど言わ れまし たよ うに 指定を 外すよ うな こと もあり まして 、当 院と しても 今進め てお り
ます 。先週 もそ の協議 会をし まして 、幸村会 長から も話が あり まし たけれ ども 、う ちだ
けが開 いても しょ うが ないの で、周 りの 医師 会の先 生方も 開い ても らわな いと意 味が な
いんじ ゃない かと いう ことで す。ま ずは ぜひ 救急指 定され てい る病 院は、できる だけ 開
いてい ただい て、電子 カルテ が見え るよ うに してい ただけ れば 、救 急指定 病院に かか り
つけの 患者さ んが 救急 車に乗 っても 、そ の救 急指定 病院が なか なか 受けて くれな いと い
う事態 もあり ます ので 、電子 カルテ をの ぞけ ると診 療の連 携が とれ るので 、その あた り
を今後 もぜひ お願 いし たいと 今一番 思っ てお ります 。以上 です 。
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（幸村 議長）
・ 今の点 に関し ては 、水 足先生 もよく 御存 知で すけど も、アドバ イザ ーみた いな県 から
派遣す るとい う形 も今 やって います 。診 療所 の方で も、も うす ぐか なりの 割合で 一気 に
完成す るので はな いか ぐらい に私は 思っ てお ります 。これ は、非常 に大事 なこと です の
で、も うちょ っと 待っ ていた だきた い、 そう いうふ うに思 って おり ます。
・ 他に何 かござ いま せん か。時 間もだ いぶ 過ぎ ました けれど も、 よろ しいで すか。
・ いろい ろな意 見を あり がとう ござい まし た。今、い ろい ろな御 意見 が出ま したけ ども、
この協 議した 結果 を鹿 本医療 圏の外 来医 療機 能の状 況とい うこ とで 、県へ 報告を 行う と
いうこ とでよ ろし いで すか。 はい、 では 事務 局よろ しくお 願い いた します 。
・ それで は、ここか ら報 告事項 に入り たい と思 います けども 、御 質問 等は一 括して 報告
終了後 にお願 いし ます 。
・ まず 、公 立病院・公 的医療 機関等 の具 体的 対応方 針の再 検証 につ いて 、事務 局か ら説
明をお 願いし ます 。

４

報

告

（１） 公立病 院･公 的 医療機 関等の 具体 的対 応方針 の再検 証に つい て

【資料 ２】

（２） 地域医 療介 護総 合確保 基金（ 医療 分） につい て

【 資料 ３】

（事務 局

坂 井主 幹）

・ 続けて坂 井の 方か ら説明 をさせ てい ただ きます 。報 告事項 １の 公立病 院・公的医 療機
関等の 具体的 対応 方法 の再検 証要請 につ いて 、資料は、資 料２ −１ 、２−２、２ −３ を
使いま す。よ ろし くお 願いし ます。
・ 資料 ２− １のス ラ イドの ２をお 願い しま す。今 回の再 検証 の要 請に至 った経 緯で す。
・ 平成 ２９ 年度か ら 、厚生 労働省 の要 請に より、 公立・ 公的 医療 機関等 の具体 的対 応
方針、 つまり 、役 割や 病床数 に関す る協 議を 調整会 議で行 いま した 。その 結果を 厚生
労働省 が取り まと めた ところ 、全国 的に 役割 等の見 直しが 進ん でい ないと の指摘 が国
の有識 者会議 等で なさ れまし た。
・ これを踏まえ、厚生労働省が平成２９年度病床機能報告をもとに、高度急性期・急
性期機能に着目した診療実績のデータ分析を行い、相対的に実績が少ない医療機関を
選定し、その一覧表を公表しました。このため、回復期・慢性期機能のみを有すると
報告し ている 公立 ・公 的はリ ストか ら除 外さ れてい ます。
・ 公表 され た一覧 表 が資料 ２−２ とな りま す。一 覧表の 見方 につ いて説 明しま す。 ま
ず、一 番右側 にあ りま す欄に ●が入 って いる ものが 再検証 要請 対象 医療機 関とな り、①
宇城市 民病院、②国 立 病院機 構熊本 南病 院、③小国 公立病 院、④ 牛 深市民 病院、⑤ 熊本
市医師 会立熊 本地 域医 療セン ター、⑥熊 本市 立植木 病院、⑦熊 本市 民病院 の７医 療機 関
が対象 となり まし た。 鹿本地 域には 、対 象医 療機関 はあり ませ ん。
・ 対象 とな った理 由 として は大き く２ つあ ります が、ま ず、 １つ 目が右 から５ つ目 の
欄にあ る「Ａ 診療 実績 」が特 に少な いと され たもの です。
・ 診療 実績 は９つ の 領域で 判定す るこ とと されて おり、がん から 周産期 までは 病床 機能
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報告の データ を分 析し ていま す。ただ し、病 床機能 報告の 制度 上、診療実 績は平 成２ ９
年６月 の１か 月間 のデ ータで あるこ とに 留意 が必要 です。
・ 次に 、災 害医療 か ら研修 ・派遣 機能 につ いては 、それ ぞれ 災害 拠点病 院、へ き地 医
療拠点 病院、 基幹 型の 臨床研 修病院 に該 当す るかで 判断さ れて おり 、９つ の領域 全て
に●が 付くと 、今 回の 対象医 療機関 に該 当す ること になり ます 。
・ ２つ 目が 右から ３ つ目の 欄にあ る「 Ｂ類 似かつ 近接」 です 。簡 単に申 し上げ ます と、
６つの 領域ご とに 同一 の二次 医療圏 内で 、自 らの病 院より も診 療実 績が多 い他の 医療 機
関が近 くにあ る場 合に 該当と なりま す。 この 表は、 後で御 覧く ださ い。
・ では 、資 料２− ３ をお願 いしま す 。対象 医療機 関公表 の翌 日に 、厚 生労働 省が 再検証
要請の 趣旨を 改め て公 表した もので 、３ 及び ４にあ るとお り、「 今 回の取 組みは 、一 定
の条件 を設定 して 急性 期機能 等に関 する 医療 機能に ついて 分析 し、各医療 機関が 担う 急
性期機 能や必 要な 病床 数等に ついて 再検 証を お願い するも ので す。したが って、必ず し
も医療 機関そ のも のの 統廃合 を決め るも ので はあり ません 。ま た、病院が 将来担 うべ き
役割等 の方向 性を 機械 的に決 めるも ので もあ りませ ん。今 回の 分析 だけで は判断 しえ な
いさま ざまな 知見 も補 いなが ら、調 整会 議の 議論を 活性化 し議 論を 尽くし て頂き 、２ ０
２５年 のある べき 姿に 向けて 必要な 医療 機能 の見直 しを行 って いた だきた い。」 との説
明があ ってい ます 。
・ 資料 ２− １のス ラ イド３ をお願 いし ます 。上段 が、厚 生労 働省 が考え ている スケ ジ
ュール です。
・ 今後 、厚 生労働 省 から都 道府県 宛て に再 検証の 要請に 関す る正 式な通 知が出 され る
という ことで す 。通知 の中で 設定さ れる と思 います が、現在 、厚 生 労働省 が考え てい る
期限は 、役割 等を 見直 さない 場合は 来年 の３ 月まで 、役割 等を 見直 す場合 は来年 ９月 ま
でとし ていま す。た だ し、現在、厚 生労 働省 や総務 省と、知 事会 な どの地 方３団 体の 間
で協議 の場が 設け られ 、進め 方に関 する 議論 が行わ れてい ます 。
・ 中段に 、厚 生労働 省 のスケ ジュー ルに 本県 に当て はめた 場合 を示 してい ますが 、県 で
は、こ のスケ ジュ ール にとら われず 、地 域の 状況に 応じて 協議 を進 めたい と考え てい ま
す。
・ スライド ４を お願 いしま す。県の方 針で す。１ ０月 末に今 回対 象とな った７ つの 医療
機関に 集まっ てい ただ き、県と医 療機 関で意 見交換 を行い 、その際 、こ のスラ イド を説
明しま した。
・ 今回 の公 表は、 地 域の実 情を考 慮し ない 全国一 律の分 析方 法を 取った こと、 十分 な
説明が ないま ま公 表さ れたこ とで、 地域 の医 療関係 者や住 民に 不安 などを 与えた ため、
全国知 事会等 から 厚生 労働省 には、 意見 を申 し上げ 、厚生 労働 省か らは反 省の言 葉が
あって います 。た だし 、地域 医療に おけ る公 立・公 的医療 機関 の役 割につ いては 継続
的に協 議する 必要 があ ると考 えてい ます 。国 からの 正式な 要請 後は 地域調 整会議 で協
議いた だきた いと 考え ており 、各医 療機 関に は内部 検討等 の準 備を お願い してい ます。
・ 今後 のス ケジュ ー ルとし ては、 まず 、今 回の地 域調整 会議 では 、趣旨 を委員 の皆 様
にしっ かりと 説明 し、 御理解 をいた だき たい と考え ていま す。
・ その後の 進め 方に ついて は、当地域 には 対象医 療機関 はあ りま せんが 、対 象医療 機関
でそれ ぞれ状 況が 異な るため 、県と 医療 機関 で個別 に検討 を行 い、地域調 整会議 で協 議
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してい くこと にな りま す。
・ 以上 で、 資料２ の 説明を 終わり ます 。
（幸村 議長）
・ 引き続 いて、 ２つ 目の 説明を お願い しま す。
（事務 局

坂 井主 幹）

・ はい 、引 き続き 坂 井から 報告事 項２ の地 域医療 介護総 合確 保基 金（ 医療分 ）につ いて
説明し ます。
・ 資料 ３を お願い し ます。
・ スラ イド １の中 ほ どの枠 囲みに 記載 して いると おり、 本日 は令 和元年 度の国 から の
内示額 及び令 和２ 年度 新規事 業提案 状況 につ いて御 説明し ます 。
・ スラ イド ２を御 覧 くださ い。令 和元 年度 の国か らの内 示額 です 。
・ 上の表を 御覧 くだ さい。所用 額①の 合計 １９億 ７６０ ０万 円余 に対し て、国から の内
示額は １９億 ７０ ００ 万円余 となり 、所 用額 に対す る内示 額の 割合 は９９ ．７％ とな り
ました 。
・ また 、下 の枠囲 み の２つ めの丸 に記 載の とおり 、所用 額と 内示 額との 差額約 ６百 万
円につ いては 、執 行残 が見込 まれる 事業 の事 業費削 減等に より 対応 しまし たので 、今 年
度の事 業執行 に影 響は ござい ません 。
・ 以 上を ふまえ ま して、 令和元 年度 県計 画及び 交付申 請書 を令 和２年 １月２ ４日 まで
に厚生 労働省 へ提 出す る予定 です。関係 者の 皆様に おかれ まし ては 、適切 な事業 執行 に
ついて 御協力 のほ どよ ろしく お願い 致し ます 。
・ 続 きま してス ラ イド３ を御覧 くだ さい 。令和 ２年度 にお ける 新規事 業の提 案状 況で
す。
・

（ １）で すが 、先 の第７ 回調整 会議 で報 告しま したと おり 、４ 月１５ 日から ７月 １

５日に かけて 令和 ２年 度の新 規事業 を募 集し た結果 、８団 体か ら計 １２事 業の御 提案 を
いただ きまし た。 各団 体から 御提案 いた だき 、お礼 申し上 げま す。
・ いた だい た提案 に つきま しては 、９ 月に 県医師 会の担 当理 事を 交えて それぞ れ意 見
交換が 実施さ れて いま す。な お、提 案事 業の 一覧を スライ ド４ から ５にま とめて あり ま
すので 、後程 、御 確認 くださ い。
・

今後 は、
（２ ）に 記載し ている 選定 基準 及び事 業実施 によ り得 られる 成果な どを 考慮

し、令 和２年 度基 金事 業の選 定が行 われ ます 。
・ なお、令和 ２年度 基 金事業 につい ては 、来 年２月 から３ 月に 開催 される 県及び 地域 の
調整会 議で報 告予 定で す。
・ 資料 ３の 説明は 以 上です 。
（幸村 議長）
・ ありが とうご ざい まし た。ただ今 の２ 件の報 告事項 の説明 につ きま して 、御意 見 、御
質問等 をお願 いし ます 。
・ 最初の公 立病 院・公 的医療 機関等 の具 体的 対応方 針の再 検証 につ いては 、い ろいろ と
御意見 おあり では ない かとい う気も しま すけ ども。何か皆 さん 御意 見、御 質問等 ござ い
ません でしょ うか 。特 にあり ません か。 どう ぞ。
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（桑木 先生）
・ 桑木 です 。この 公 立病院・公的 病院 のこ とに若 干補足 いた しま す。今 回、鹿 本医 療圏
は該当 しなか った わけ ですが 、地域 の実 情に 合って ないと いう 御指 摘が、この前 の福 岡
で行わ れたブ ロッ クの 説明会 でもあ りま した 。
・ 具体的 には 、熊 本 市民病 院のＡ とか 、病 床稼働 率が極 端に 低い のは震 災の影 響で 、再
建前の このデ ータ で採 点され てしま った ので 、こう いう結 果に なっ ている と。
・ 熊本県 は７つ 、槍 玉みた いにあ がっ てま すが 、これ は結 局何も 進まな かった ので 、財
務省と かが腹 立て てや れと言 った背 景も あり ます。これは まだ 優し い方で 、本当 に槍 を
突かれる前にもう一回地域で再検証してくださいねという催告通知書みたいに思って
いただ いて結 構か と思 います 。
・ 私もでき るだ けデ ータを いただ いて 、再 評価し たいと 思い ます ので、これ が全て では
ないと 御理解 いた だけ ればよ ろしい かと 思っ ており ます。
（幸村 議長）
・ まあし かし 、そう いう ことに なると 、国 の方 針とし てはか なり 厳し いとこ ろで考 えら
れて いる という 印 象を受 けます けど も、 ただど うなん でし ょう ね。
・ 熊本 市民 病院に 関 して言 えば、明ら かに 釈明で きると いう か説 明でき るとい う部 分も
あるか もしれ ませ んけ れども 、他の とこ ろも 、たと えば同 じ医 療圏 にもっ といろ んな 実
績のあ るとこ ろが あっ たらも うだめ だと いう ような ことを 言わ れる と、本 当にそ の病 院
が必要であっても機械的にはじかれていくというようなことがありはしないかという
気がし て非常 に不 安な んです けれど ね。 そん なに厳 しい考 えが ある のです か。
（桑木 先生）
・ これは ですね 、あ くま でも公 的病院 とか 公立 病院を 対象に した 出し 方なん ですね 。
次の 議論 としま し ては、必ず 、民 間病 院 の地域 ではこ うい った 高度急 性期・急 性期に な
ってい るとい うこ とで 、それ なりの デー タも おのず と出て くる と思 います ので、議論 は
まずそ の段階 で本 格化 すると 考えて おり ます 。
（幸村 議長）
・ たとえ ば、植木 病院の 院長先 生ある いは 宇城 市民病 院の院 長先 生と 時々話 したり する
のです けど 、この 基 準でい けば、近く にも っと業 績のあ ると ころ がある からつ い槍 玉に
挙げら れるん です けど 、その 役割と いう のは 、たと えば植 木病 院で 我々の 鹿本医 療圏 と
いうか 医師会 が関 わっ ている から考 える んで すけど も、や っぱ り非 常に住 民の要 望と い
うか必 要性等 ある んで すよね 。だか らそ うい ったと ころを 汲み 取っ てくれ るかど うか、
そうい う協議 をし てい くとい うこと にな るか と思い ますけ ども 、そ れをど れだけ 吸い 上
げてく れるか とい うと ころが 非常に 不安 にな りまし たね。
・ 水足先 生。時 間も 押し てます けど、 何か 。
（水足 委員）
・ 結局、国が 決めた スケ ジュー ルに沿 って やら ないと いけな かっ たの で、各 病院 の入院
機能に つい ても、 詳 細な比 較とか しな いま まに現 状維持 でみ んな 出して いるの が現 状
だと思 うんで すね 、将 来的に どうす ると いう のは 。やは り環 境を見 ながら 、ど うい うド
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クター が自分 のと ころ にいる かによ って 、や っぱり おのず とで きる 医療も 変わっ てく る
ので、それぞ れの 地域 で同じ ことを やっ ても 成り立 つか成 り立 たな いか、経営的 に成 り
立たな ければ 民間 は誰 もその 分野に は手 を出 さない ので、やは り公 的病院 が負わ ざる を
得ない ような 機能 は確 かにあ ると思 うん です けど。それは ある 程度 適正な 配置は 必要 だ
という ふうに は我 々考 えてい ますの で。
・ 実際 にどう いう 中身 をやっ ている かと いう のは、本 当に オープ ン になっ ていな いの で、
それぞ れの病 院の 機能 とかま だまだ 情報 を共 有化す るべき だろ うと いうの は、そ の辺 の
分析を いろい ろア ドバ イザー として やっ てい ただけ れば助 かる なと 思って 、ぜひ 先生 に
なって いただ きた いと 私は思 ってい まし たけ れども 。
・ いろいろ な大 学の 会議に も出て ます ので 、自治 体病 院がど うい うこと をやっ てい るの
か、私 はある 程度 把握 はして いるつ もり なの で、近 くにや はり 競合 するよ うな民 間の 病
院が同 じこと をや って いるよ うだっ たら 、民 間の方 にぜひ 譲っ て欲 しいと いうの は日 本
医師会 の中川 副会 長の 意見だ と思っ てお りま すけど も、ど こも ある 程度公 的病院 でさ え
も経営 のこと を考 えな ければ ならな い時 代に なって いるの で。熊本 市民病 院がで きる 時
にも有 識者会 議と いう のが一 応でき てい まし たけれ ども、あま り詳 しい話 し合い はな さ
れてい ないで すも んね 。ただ 熊本市 内の 病院 の先生 達は、市長 のと ころに 何回も 陳情 に
行った りされ て医 療機 能につ いては 、い ろん な注文 をつけ られ た先 生が多 かった のも よ
く知っ ていま すけ ども 。
・ 山鹿の 場合も 、公的病 院と医 師会と の間 でい ろんな 足りな い機 能を 本当に お互い に補
足し合 ってや って いく という 、こう いう 話し 合いは 本当に 大事 なこ とだと 思って いま す
ので、オープ ンに 自分 のとこ ろのこ とも いろ いろお 互いに 打ち 明け あって 、支え てい く
という ふうな 話し 合い ができ たらい いな と思 ってい ます。
（幸村 議長）
・ 桑木先生 、そうい う 状況で ござい ます ので 、いろ いろ と御指 導を お願い したい と思 い
ます。 よろし くお 願い いたし ます。 他に 何か ござい ません か。
・ これで だいた い予 定さ れた事 項は終 了し まし たけど も、何か 全体を 通して 委員の 皆様 、
事務局 からご ざい ませ んでし ょうか 。

５

その他

（宮坂 委員）
・ 一点 だけ ですね 。 少しメ ンバー も代 わら れてい ますが 、前 々回 の第６ 回の当 会議 で、
非稼動 病棟を 有す る医 療機関 の協議 が行 われ たとい うのを 、メ ンバ ーがほ とんど 変わ ら
れてな い部分 もあ りま すので 、ただ ちょ っと 気にな ること があ って 質問し たいと いう こ
とで 、議事 録を ちょっ と確認 しまし たら 、２ 診療所 に御意 見を 伺っ て、一応全 員の 合意
の決定 はして いま す。ただし 、１診 療所 につ きまし ては予 定を ７月 １日か ら診療 を行 う
という 状況で 合意 をし たとい うこと です 。
・ そのこと に関 して 、今回メ ンバー も少 し代 わりま すけど も、事務 局等の 方に報 告な り
情報提 供をさ れて いる かどう かをち ょっ とお 聞きし たいと いう とこ ろです 。
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（幸村 議長）
・ はい、 よろし くお 願い します 。
（事務 局

坂 井主 幹）

・ はい、御質 問あり がと うござ いまし た。昨年 度３月 に開催 しま した 第６回 の調整 会議
で 、今 、宮 坂委員 の 方から お話が あり まし たよう に、過去 一年間 に一度 も入院 患者 を収
容しな かった 病床 のみ で構成 される 病棟 を非 稼動病 棟と言 いま すが 、その 非稼動 病棟 を
有する 医療機 関と いう ことで 、状況 を説 明し ていた だきま した 。
・ その中 で、谷産婦 人科 医院様 の方か ら説 明が あった 時に 、将来 的に は入院 も再開 しよ
うと思って、今、医師も探しており準備もしておりますということと、それを目標に
はしているけれども、まず外来からちょっと機能を充実させて、今やっている産婦人
科に神経内科と心療内科を追加する形で、７月１日から診療を予定しますという御説
明があ ってい たか と思 います 。
・ その後 、診 療所の 届 け等を 管理し てお りま す医事 は、今菊池 保健 所の方 でやっ てお り
ますの で、菊 池保 健所 の担当 者とも 情報 を共 有しな がら経 過を 確認 してい るとこ ろで ご
ざいま すが、 特に 動き はない ようで ござ いま す。
・ そこで 、谷 産婦人 科 の医療 法人の 事務 長で ありま す稲垣 事務 長さ んにも 、当 日は稲 垣
事務長 さんが 御説 明さ れまし たので 、本 人に 直接お 尋ねも して みま したが 、医師 の確 保
はまだ できて いな いと いうこ とで状 況は 変わ ってお りませ んと いう ことで した。一応 ７
月１日 の予定 でし たが 予定は 延びて おり ます と、来 年４月 １日 の開 始を目 標に今 準備 を
進めて いると ころ です という お答え があ って いると ころで す。
・ まずは 、外 来の充 実 という ところ に取 り組 まれま して 、その 状況 をみて 病棟を 再稼 動
すると いうよ うな 予定 の御説 明でし たの で、病棟を 再稼動 され る際 には事 前にこ の調 整
会議で 協議が また 必要 になり ますと いう こと でお願 いして おり ます ので、皆様そ の際 に
はどう かよろ しく お願 いしま す。
・ 今後 も、 経過を 確 認して いきた いと 思っ ており ます。
（宮坂 委員）
・ ありが とうご ざい まし た。予定は あく までも 未定と いうこ とで 報告 された んでし ょう
けども 、こ の全体 会 議で合 意して いる こと ですの で、今 後も 見守 ってい くとい うこ と
でよろ しいか と思 いま す。以 上です 。
（水足 委員）
・ 有床 診療 所の稼 動 してい ない病 床に つい て。実 際土曜 日に 熊本 県医師 会の郡 市の 医師
会長の 協議会 が開 かれ 、そこ で、調 整会 議の 議長を されて いる 各会 長の先 生方か らお 話
をして いただ いて 、有 床診療 所の先 生方 はや っぱり 動いて なけ れば 返上し ないと いけ な
いのか みたい な、 そう いう受 け止め 方を なさ ってい る先生 が非 常に 多い。
・ この 前こ こで話 を された 井上先 生な んか も非常 に立腹 され てま したよ ね。な んで この
場に引 き出さ れて 話を しない といけ ない のか みたい な、そ うい うこ とを思 ってい らっ し
ゃる先 生も非 常に 多い と思い ます。やっ ぱり 、話の 仕方は ぜひ 県の 方でも 注意し てい た
だきた いなと いう ふう に考え ていま す。 私の 後輩も 有床診 療所 やっ ていま したけ ども、
やっぱ りだん だん 稼働 率が悪 くなっ てや めて しまっ たとか です ね。
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・ どう して も必要 な 有床診 療所も あり ます ので、ぜひ有 床診 療所 として 適正な 配置 が生
き残っ ていく よう な配 慮もし ていた だけ れば 有床診 療所担 当の 私と しては 助かり ます。
よろし くお願 いし ます 。
（幸村 議長）
・ よろし くお願 いし ます 。
（保利 (哲 ) 委員 ）
・ その他 のこと です けど 、私の 病院 の問題 にな るんで すけど 、以 前説 明した ときに 介護
医療院 のお話 をし まし た。実質、こ れは １２ 月１日 に一部 オー プン しまし た。ただ、か
なり県 の高齢 者支 援課 、それ からそ こに いら っしゃ る市の 長寿 支援 課の方 にもい ろい ろ
お手伝 いいた だき まし た。
・ 手続 きが 結構時 間 がかか ったの と、それ から病 棟内に 診察 室と か談話 室とか 休憩 室と
かいろ いろ設 けな くて はいけ ないス ペー スが だいぶ 必要で ある とい うこと 。それ から、
うちは １床８ 平米 で、廊下幅 ２．８メ ートル 以上を 確保し てお いた 結果 、減額 には なら
ないん ですけ ど 、いわ ゆる既 存の６ ．４、そ れ以下 ８平米 以下 にな ると減 額にな りま す
ので、本当に やっ てい いのか どうか 微妙 に迷 うとこ ろだと 思い ます 。始め たので もう ち
ょっと やって みよ うと は思っ ている んで すけ ど、一 応そう いう こと をやっ ており ます と
いう報 告でご ざい ます 。
（幸村 議長）
・ 先生、 その廃 止は 簡単 なんで すか。
（保利 (哲 ) 委員 ）
・ それを しない と、残り の手続 きとか あり ます ので、どっ ちかに 決ま らない と動け ない
とい う、 なかな か 大変で ござい ます 。
（幸村 議長）
・ 他にあ りませ んか 。
（水足 委員）
・ せっか く市長 さん が来 られて いるの でぜ ひお 願いを したい のは 、介 護事業 の方の 話に
なっ てく るので 、医療施 設だけ れど も介 護事業 にと。医療 介護 院とい う形は 介護 施設 に
なって しまう とい うか 在宅施 設みた いな 形に なって しまう ので 、市 の許可 がなけ れば で
すね 。まず 優先 的に認 めてい ただけ るの は介 護療養 病床の 受け 皿と いう形 が、今、国が
やって います ので 、他 のとこ ろはな かな か介 護医療 院に移 れな いん ですよ 。市の 計画 に
従って ですね 、そ の辺 もいろ んな老 健施 設も かなり 経営が 苦し くな ってい るとこ ろも あ
ります し、い ろん な施 設が介 護医療 院に もい ける道 もある 程度 積極 的に認 めてい ただ け
ると。 市の財 政は 大変 だと思 います けど 、よ ろしく お願い した いと 思いま す。
（幸村 議長）
・ よろし くお願 いい たし ます。介護 医療院 の役 割とい うのは 、そ の本 質的な 目的か ら言
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うなら 非常に 今後 役に 立つ部 分では なか ろう かと思 ってお るわ けで ござい ますの で、よ
ろしく お願い しま す。

（水足 委員）
・ 有床診 療所で も変 換で きる形 を認め てい ただ けると 助かる なと いう ところ は出て く
ると思 います 。
（中嶋 委員）
・ まず、 関係課 から 話を 聞かせ てもら って 検討 してい きたい と思 いま す。
（幸村 議長）
・ そこの ところ は、 一緒 に検討 してで すね 。時 間も参 りまし たの で、 ありが とうご ざ
いま した 。
・ 本日予 定され てい た議 題は以 上でご ざい ます 。この 辺で終 了し たい と思い ますの で、
皆さん 、御協 力あ りが とうご ざいま した 。
・ 進行を 事務局 にお 返し します 。

６

閉

（事務 局

会
多 田隈 次長 ）

・ 幸村議 長及び に皆 様方 には大 変熱心 に御 協議 いただ き、あ りが とう ござい ました 。
・ 次回の 第９回 調整 会議 は、３ 月頃 の開催 を予 定して おりま す。年度 末のお 忙しい 時期
ですが 、ど うぞよ ろ しくお 願いい たし ます 。
・ なお、 本日お 配り して おりま す「熊 本県 地域 医療構 想」の ファ イル につき まして は、
そのま ま机の 上に 置い ておか れてく ださ い。お持ち 帰りに なら れる 場合は 、次回 の調 整
会議の 際に御 持参 いた だきま すよう お願 いし ます。
・ それで は、以上 をもち まして 会議を 終了 させ ていた だきま す 。本日 は、どうも あり が
とうご ざいま した 。
≪午後 ８時０ ８分 終了 ≫
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