
第 12 回地域医療を守る運動全国交流集会 

スケジュール 
 
13：00 開会あいさつ 

 

13：15 記念講演 

    ＊コロナ禍の日本 

     新型コロナ危機で明らかとなった脆弱な日本の医療とその背景 

～「医療法等改正案」参考人質疑から～～ 

     本田 宏 氏 

（前埼玉県済生会栗橋病院院長補佐。外科医。 

NPO 法人医療制度研究会副理事長） 

 

14：30 基調報告 

 

15：20 ＊特別報告 

     ・地域医療守る共同行動宮城連絡会  児玉 高弘 氏 

     「県立がんセンター・労災病院・ 

赤十字病院移転統合反対の取り組み」 

 

     ・地域医療と公立・公的病院を守る長野県連絡会 原 健 氏 

     「『再編・統合』要請を受けた病院との懇談で明らかになったこと」 

 

      ・大阪府関係職員労働組合   中曽根 万紀子 氏 

     「コロナ禍での大阪府・府保健所職員の実態」 

 

16：20 意見交換 

 

17：30 閉会挨拶、閉会 
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2021.11.23 NPO法⼈医療制度研究会 本⽥ 宏

2015年まで36年間外科医として勤務

第12回地域医療守る運動全国交流集会

記念講演

新型コロナ危機で明らかとなった
脆弱な日本の医療とその背景

「医療法等改正案」参考人質疑から

2021年11月23日（火・祝）13:15～14:15

2021年3月24日「衆院厚労委員会」参考人

本庶 祐 京都大学特別教授 （2018年ノーベル賞受賞）
免疫チェックポイント阻害因子発見とがん治療へ応用でジェームズ・P・アリソン氏と生理学・医学賞共同受賞

2019.10.12 本田 宏 NPO法人医療制度研究会
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2021.9.15 本田 宏 NPO法人医療制度研究会

死者数 東アジア最多：16,922名（9/15）
NIKKEI

https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-vaccine-status/

16,922⼈（9/15）

2021.10.3 本田 宏 NPO法人医療制度研究会

PCR検査数と陽性率 6月17日 NIKKEI
https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-vaccine-status/

少ない検査、高い陽性率

人口1000人あたり検査数と陽性率 9月5日 NIKKEI
https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-vaccine-status/

オリンピック関係者だけ？

東京オリ・パラ
7/23～9/5

隠れ陽性者？

2
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2020年10月～2021年9月 コロナ死割合（％）

多：1大阪、2兵庫、3沖縄、4北海道、5東京、6千葉、7愛知、8神奈川、9埼玉、10福岡

少：1島根、2鳥取、3秋田、4富山、5青森、6新潟、7山梨、8鹿児島、9高知、10香川

NHK 各都道府県毎月のコロナ死者数
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/

2021.11.4 NPO法⼈医療制度研究会 本⽥ 宏

多：1位大阪、2位兵庫

少：1位島根、2位鳥取
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2021.11.3 本田 宏 NPO法人医療制度研究会

☜ 戦後3番目低投票率

☜ 埼玉県知事選

☟ 福祉国家80%超

☜民主党政権交代

2021年10月31日総選挙 戦後3番目の低投票率55.9％
ネットワーク「地球村」（2014年11月数字確認変更）より引用改編 http://www.chikyumura.org/bureau/2013/04/19210643.html
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2021.11.3 本田 宏
NPO法人医療制度研究会

報道の自由度低下

投
票
率
低
下
？

時事ドットコムニュース
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021110100180&g=pol&p=20211101ax20S&rel=pv

2021年10月31日総選挙
戦後3番目の低投票率55.9％
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都道府県別公的病院数・病床数割合
厚生労働省「平成18年医療施設調査」より作成

病院 病床

2021.11.2 NPO法人医療制度研究会 本田 宏

2020年10月～2021年9月 コロナ死割合（％）

多：1大阪、2兵庫、3沖縄、4北海道、5東京、6千葉、7愛知、8神奈川、9埼玉、10福岡
少：1島根、2鳥取、3秋田、4富山、5青森、6新潟、7山梨、8鹿児島、9高知、10香川
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日本は民間病院80％ 公的病院が少ない

Division of Medical Oncology, Nippon Medical School 
Musashikosugi Hospital

2021.9.4 本田 宏 NPO法人医療制度研究会

― 海外における医療法人の実態に関する調査研究 報告書 <資料編:諸外国における医療提供体制について>

厚生労働省 ― 平成 28 年度 医療施設経営安定化推進事業 委託先:株式会社川原経営総合センター

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/005_3.pdf

2011.10.30 済生会栗橋病院 本田 宏 医療制度研究会

公的医療は財政難で簡単に切り捨てる日本

「日本の医療史」より 東京書籍：1982酒井井シヅ氏 順天堂大学医学部医史学研究室客員教授

明治10年頃公立病院はほとんどの府県にあり各地方での機関病院と
なっていた→西南戦争後の激しいインフレとその後の松方政策は地方財
政を厳しい状況→公立病院の多くは廃院→一方私立病院は自由に開業、
医療を民間に任せた結果、公立病院と私立病院の総数が逆転→現在日
本が他国に比し私立病院が異例に多いという実態の歴史的背景。

病院数 官立・公立 私立

明治10年 71（官7、公64） 35

明治21年 225 339

日本の病院の特色（歴史的背景）
１：教育病院は最高の医療機関（文部省管轄）
２：一般医療は民間主体
３：公的医療は財政難で簡単に切り捨て
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東京都：10

▼国家公務員共済組合連合会九段坂病院
▼東京都台東区立台東病院
▼東京都済生会中央病院←◎
▼東京大学医科学研究所附属病院
▼社会福祉法人恩賜財団東京都済生会向島病院
▼独立行政法人地域医療機能推進機構 東京城東病院
▼奥多摩町国民健康保険奥多摩病院
▼独立行政法人国立病院機構村山医療センター
▼東京都立神経病院
▼国民健康保険町立八丈病院

神奈川県：10
▼川崎市立井田病院
▼三浦市立病院
▼横須賀市立市民病院
▼社会福祉法人恩賜財団 済生会平塚病院
▼秦野赤十字病院
▼独立行政法人国立病院機構 神奈川病院
▼相模原赤十字病院
▼東芝林間病院
▼社会福祉法人恩賜財団済生会神奈川県病院
▼社会福祉法人恩賜財団済生会若草病院

茨城県：6
▼笠間市立病院
▼小美玉市医療センター
▼国家公務員共済組合連合会水府病院
▼村立東海病院
▼独立行政法人国立病院機構霞ケ浦医療センター
▼筑西市民病院

栃木県:2
▼独立行政法人地域医療機能推進機構 うつのみや病院
▼独立行政法人国立病院機構宇都宮病院

群馬県：4
▼群馬県済生会前橋病院
▼一般社団法人伊勢崎佐波医師会病院
▼公立碓氷病院
▼下仁田厚生病院

埼玉県：7
▼蕨市立病院
▼独立行政法人地域医療機能推進機構 埼玉北部医療センター
▼北里大学メディカルセンター
▼東松山市立市民病院
▼東松山医師会病院
▼所沢市市民医療センター
▼独立行政法人国立病院機構東埼玉病院

千葉県：10
▼千葉県千葉リハビリテーションセンター
▼独立行政法人国立病院機構千葉東病院
▼独立行政法人地域医療機能推進機構 千葉病院
▼千葉市立青葉病院
▼銚子市立病院
▼国保多古中央病院
▼東陽病院
▼南房総市立富山国保病院
▼鴨川市立国保病院
▼国保直営君津中央病院 大佐和分院

再編・統合
関東:49

→437

2021.10.9 NPO法人医療制度研究会 本田 宏 医療制度研究会
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2012.9.4 済生会栗橋病院
本田 宏 医療制度研究会

問題解決のために
正しい診断が必要最低条件

2017.2.25 本田 宏 NPO法人医療制度研究会副理事長

①物事の全体像を把握する ②世界との差は？
グローバルスタンダード

③温故知新
歴史の検証必要！

7
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温故知新！
近代史を知らないと？

2021.6.26 本田 宏
NPO法人医療制度研究会副理事長

2011.10.30 済生会栗橋病院 本田 宏 医療制度研究会

済生会
明治44年5月30日明治天皇の済生勅語によって創立
済生勅語：朕惟フニ世局ノ大勢ニ随ヒ國運ノ伸張ヲ要スルコト方ニ急ニシテ 經濟ノ状況漸ニ革マリ
人心動モスレハ其ノ歸向ヲ謬ラムトス政ヲ為ス者宜ク深ク此ニ鑒ミ倍々憂勤シテ業ヲ勸メ敎ヲ敦ク
シ以テ健全ノ發達ヲ遂ケシムヘシ若夫レ無告ノ窮民ニシテ醫藥給セス天壽ヲ終フルコト能ハサル
ハ朕カ最軫念シテ措カサル所ナリ乃チ施藥救療以テ濟生ノ道ヲ弘メムトス茲ニ内帑ノ金ヲ出タシ其
ノ資ニ充テシム卿克ク朕カ意ヲ體シ宜キニ随ヒ之ヲ措置シ永ク衆庶ヲシテ頼ル所アラシメムコトヲ期
セヨ 済生会H.P. より引用

済生勅語の大意

私が思うには、世界の大勢に応じて国運の発展を急ぐのはよいが、我が国の経

済の状況は大きく変化し、そのため、国民の中には方向をあやまるものもある。

政治にあずかるものは人心の動揺を十分考慮して対策を講じ、国民生活
の健全な発達を遂げさせるべきであろう。 また、もし国民の中に、生活に困窮

して医療を求めることもできず、天寿を全うできないものがあるとすれば、そ
れは私が最も心を痛めるところである。これらの人たちに薬を与え、医療を施して生

命を救う──済生の道を広めたいと思う。 その資金として、ここに手元金を提供するが、総
理大臣は私の意をくみとって措置し、永くこれを国民が活用できるよう希望するものである。

最も有名な御真影、キヨッソーネ作
による肖像版画 出典: フリー百科
事典『ウィキペディア（Wikipedia）』

「撫子の歌」 ：初代総裁を勤められた伏見宮貞愛親王殿下

「露にふす末野の小草いかにぞと 朝夕かかる わが心かな」

8
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2017.6.3 本田 宏 NPO法人医療制度研究会

井上 馨（1836年1月-1915
年9月）長州藩主、尾去沢
銅山汚職事件、今清盛、
三井の番頭さん

山縣 有朋（1838年6月-
1922年2月）長州藩士、日
本軍閥の祖、山城屋和助
事件 、小清盛

江藤 新平（1834年3月-
1874年4月）佐賀藩士、
四民平等、日本司法の
父、佐賀の乱で梟⾸

副島 種臣（1828年10月-
1905年1月）佐賀藩士、
政治家、書家

副島が言うあの連中とは長州人を指している。その長州人の言い分はこうだった。
「われわれ長州藩は関ヶ原の合戦（1600）に敗れて領地を三分の一にカットされ、それから270年間敵で
ある徳川に恨みの一太刀を報いんため、臥薪し嘗胆する苦しみに堪えて来た。鳥羽・伏見の戦に続く戊
辰の戦で、われわれは藩の資金を投入し藩士の血を流した。その結果が今の新政府だ。利権は270年
間堪え忍んで来た屈辱と血の犠牲に対する当然の償いではないか」

新平はこう言った「奴ら薩長人は国家と言うこの苗木を丹精して育てるよりは、その樹液を吸い取るこ
とだけを考えている。これでは苗木はやがて栄養不良で枯死することは避けられん」

司法省の予算問題：大蔵大輔の井上は半額の45万円に削減した。陸軍省の要求額は全額ノーカット
で査定されたのである。ところが、新平を怒らせる材料はまだあった。井上の主宰する大蔵省の省予算
はそれこそ気の遠くなるような巨額であった。「これでは、まるで長州政府じゃないか」

「まるで長州政府」？クレプトクラシー（収奪・盗賊政治）のルーツ？

⽇下藤吾 叢⽂社 平成2年11⽉1⽇

2014.5.7 済生会栗橋病院 本田 宏 医療制度研究会

「人口10万対150人」の医師の目標は達成した

昭和58年（1983年）
医療費抑制を目指す当時の厚生省は医療費亡国論を発

表、医師過剰時代の到来を喧伝し始めた。

“医療費亡国論”
社会旬報（1983、昭和58年） 厚生省の吉村 仁保険局長

１、「医療費亡国論」このまま租
税・社会保障負担が増大すれば日本
社会の活力が失われる

２、「医療費効率逓減論」治療中心
の医療より予防・健康管理・生活指
導などの重点をおいたほうが効率的

３、「医療費需給過剰論」供給は一
県一大学政策もあって近い将来医師
過剰が憂えられ、病床数も世界一、
高額医療機器導入数も世界的に高い

※以上以外に不正請求と不当請求の違いに言及

これに当時医療界は誰一人反対した形跡がない。

9
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勤務医の労働実態と働き方改革の方向性～医師のワークライフバランスと地域医療を守るために～
医療制度研究会 2018.9.15 全国医師ユニオン代表 植山直人氏を改編・追加

（＊2013年に関しては人口1000人当たりの医師数より作成）

1970「最⼩限必要な医師数を⼈⼝10万対150⼈」⽬標設定

1973⼀県⼀医科⼤学

1982医師数抑制
閣議決定

1981⼟光臨調 ３K（⽶・国鉄・健康保険）

1997医学部定員削減
閣議決定

2004新卒後研修制度開始

330

240

2016年

250

2018年

350

OECDと日本の医師数、日本は現在13万人医師不足
（人口10万人当りの医師数）

1983医療費亡国論

13万⼈不⾜1985
医師国家試験

年2回から1回に減

2008医学部定員増

2023定員削減決定

2023年

2021.3.24 本田 宏 NPO法人医療制度研究会

1980年代から削減、保健所と感染症病床

10



2021/11/17

11

2020.6.13 本田 宏 NPO法人医療制度研究会

新型コロナウイルス危機で明らかになった日本の医療
対応に成功した独・韓 苦慮した伊・スペイン・米

日本の「ICUベッド」不足！
急性期ベッドは、韓国やドイツも多い！→

→

→

→

新型コロナ危機は 医療再生のラストチャンス 本田 宏 月刊保険診療2020.6. 

ベッド数当り少ない医師・看護師

11
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①徳島315.9 

②京都314.9 ③高知306.0

47埼玉
160.1

2020.3.19 本田 宏 NPO法人医療制度研究会

2017OECD単純平均3.5 （人口1000人当たり）

①徳島329.5 ②京都323.3 ③高知316.9

2018年12月31日現在日本の医師数「327,210人」

2017年OECDと比較して「約13万人不足」

327,210人

458,094人

㊼埼玉169.8

( 平成30 (2018) 年医師・歯科医師・薬剤師の概況 厚生労働省 )

（人口10万人当たり）

★

2021.6/27 衝撃の特集
医師の「絶対数不足」完全無視！

2021.6.27 NHKスペシャル パンデミック激動の世界（12）検証“医療先進国”（後編）

2021.7.2 本田 宏 NPO法人医療制度研究会

「ベッド数当り医師数」

ベッドが多いことが問題？

12



2021/11/17

13

新型コロナウイルス危機
10年前から感染症専門医不足

今も専門医は約1500人！

2020.7.21 本田 宏 NPO 医療制度研究会

全国400余の感染症指定医療機関
学会認定の感染症専門医在籍は144施設

日本感染症学会が要望書 2020.7.16 NHK

2020.7.24 本田 宏 NPO法人医療制度研究会

400－144
256施設：専門医不在

13
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医師の絶対数が不足する日本

集中治療専門医も「2650人以上」不足

2020.7.21 本田 宏 NPO法人医療制度研究会

集中治療専門医育成システムの確立に向けて
根本的な解決策は、集中治療専門医の数を増やすことです。

ドイツは人口8000万人に対して約8000人の集中治療医がいます。日本
は1850人。他の先進国と比べても少なく、ICUとそれに準ずる1万7000
床をカバーするには最低でも4500人は必要と試算されてます。

西田修氏
藤田医科大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座主任
教授 日本集中治療医学会理事長
週刊 医学界新聞 2020年7月20日

2020.9.6 本田 宏 NPO法人医療制度研究会

https://honkawa2.sakura.ne.jp/1900.html
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2011.10.30 済生会栗橋病院 本田 宏 医療制度研究会2011.2.18 済生会栗橋病院 本田 宏 医療制度研究会

30年抑制した医療費

2020.9.15 本田 宏 NPO法人医療制度研究会
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上部消化管内視鏡料⾦（病院内視鏡）

アメリカ
84,870円

ドイツ
37,666円日本

11,400円

片山 修氏提供

春日部中央総合病院内視鏡センター

ドイツ：病院の場合 1ユーロ＝120円 （2020富士フィルム資料）
米国：病院の場合 1ドル＝108円 （2020COOK Medical資料）

日本は
ドイツの1/3以下

アメリカの1/7以下

15
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2018.9.12 NPO法⼈医療制度研究会 本⽥ 宏

厳しい⽇本の病院経営！！
病院の損益差額は⼀般病院
で⾚字が拡⼤し、精神科病
院では⿊字から⾚字に転落
している。また医療法⼈の
⼀般病院は⿊字ではあるが
、損益差額率は1.8％に過
ぎず、再⽣産のための財源
を確保できる状況にない。
⼀⽅公的病院では損益差額
率は▲13.7％で⼀般会計か
らの繰⼊⾦等によっても税
引後利益率は▲3.2％で、
中⼩⺠間病院も医業収益は
減収しており、特に⼩規模
病院で⿊字から⾚字に転落
している。これらの収益性
悪化の⼀因として、⼀般病
院では医療の質の確保、患
者ニーズの多様化に対応す
るため、さまざまな職種の
⼈員が増加しているが、こ
うした多職種への評価が⼗
分でないこと

「医療経済実態調査」（病院・診療所）の分析と考察 ⽇医総研ワーキングペーパー.平成29年12⽉前⽥
由美⼦

2021.7.6 NPO法⼈医療制度研究会 本⽥ 宏

患者と病院は⻘息吐息なのに！
⽇本の薬価をめぐる諸問題 京都保険医協会政策部会

京都保険医新聞 第2982号 2016年11⽉10⽇

2018年5⽉8
⽇

16
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2020.2.19 NPO法人医療制度研究会 本田 宏

医薬品企業 売上高営業利益率推移
「製薬企業等の 2018 年度決算概要と薬剤料比率」

日医総研リサーチエッセイ No.73 2019年7月17日
日本医師会総合政策研究機構 前田由美子 研究協力:日本医師会薬務対策室

Seven Social Sins ガンジーの碑文 魂の箴言より
Mahatma Gandhi  1869-1948 2003.01.17 朝日新聞、 山田養蜂場全面広告

1.理念なき政治 Politics without Principles

2.労働なき富 Wealth without Work

3.良心なき快楽 Pleasure without Conscience

4.人格なき学識 Knowledge without Character

5.道徳なき商業 Commerce without Morality

6.人間性なき科学 Science without Humanity

7.献身なき信仰 Worship without Sacrifice

資本主義が行き着く七つの社会的罪

2012.6.16 済生会栗橋病院 本田 宏 医療制度研究会
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2014.5.7 済生会栗橋病院 本田 宏 医療制度研究会

ウコンウツギ

守られている？
日本国憲法第二十五条
（生存権、国の社会的使命）

① すべて国民は、健康で文化的な
最低限度の生活を営む権利を有する。

② 国は、すべての生活部面について、
社会福祉、社会保障及び公衆衛生の
向上及び増進に努めなければならない。

2017.2.10 本田 宏
NPO法人医療制度研究会

高い学費 ＆ 低い給付制奨学金受給
率！

給付型奨学金“狭き門”宮本徹議員
抜本拡充、授業料引き下げを 2017年1月28日「赤

旗」

※

デンマークは18歳未満の子供は親に扶
養義務があるが、18歳を迎えると成人と
なり家を出るため扶養義務が国に移る。

大学の勉強は厳しく、学費や生活費を
稼ぐためにアルバイトなどに明け暮れて
いる暇はない。そのため生活の心配がい
らないように、申請すれば国から給付型
奨学金が給付される制度になっている。

18
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デンマークの小学校は1クラス20人
350人の生徒に35人の教師と12人の保育士
一番大切なことは？と尋ねると？
2017年5月2日

2017.5.11 本田 宏 NPO法人医療制度研究会

助け合うこと・・！
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「第 12 回地域医療を守る運動全国交流集会」 

基調報告 

 

１．はじめに 

 国内で最初に新型コロナウイルスの感染が確認されてから、間もなく 2 年になろうとしています。こ

の間の感染者は累計で 170 万人を超え、死者は 1 万 8000 人に達しました。特に、「災害レベル」の感染

爆発となった「第 5波」は、感染力の強いデルタ株が広がり、東京に 4度目の緊急事態宣言を発令し、政

府専門家会議もこの状況で開催は「普通はない」と断言するのを押し切って五輪を強行し、瞬く間にかつ

て経験したことのない規模とスピードで感染が全国に広がって、多くの国民に多大なる犠牲を強いる事

態となりました。これは、まぎれもなく科学を無視した政府による「人災」です。 

この「第 5 波」では、一日の新規感染者が全国で 2万 5千人を超え、確保病床はたちまちひっ迫し、保

健所は機能マヒに陥って、陽性が判明しても病院にも施設療養にも入れず、重い症状があっても入院で

きない事態や、健康観察が滞り、医療にアクセスすらできない在宅放置が広がり、「自宅療養」はピーク

時 13万 6千人に達し、自宅等で死亡したコロナ感染者は 8月だけで 250人、9月も 117人に上りました。

憲法 25条で生存権保障と国の責務を明記し、皆保険体制を構築してきた日本で、政府判断の誤りから感

染を拡大させたあげく、必要な医療にすらかかれずいのちを落とすという、決してあってはならない事

態を招いたことを、政府自身がまず何よりも猛省すべきです。 

ところが、まさに災害級の感染爆発により被害が拡大している最中、全国 33 都道府県に「宣言」や「措

置」を拡大した 8月 25日の会見で、菅首相は、死者数を他国と比べれば政府の対策は機能していると強

弁し、「救える命が救えない」事態をも軽視した本音を露にしました。 

政権発足時、国民に「まずは自助」を求め、五輪強行で感染爆発をまねいて入院がひっ迫すると早々に

「原則自宅療養」とする方針を打ち出し、いのちの危機にすら「自助努力」「自己責任」を強いる菅政権

の姿勢に国民の不信が高まり、総選挙を前に内閣支持率は 3 割を切るまでに下がって、菅首相は政権を

投げ出さざるを得なくなりました。その後、自民党の総裁選の結果、看板は岸田政権に挿げ替えられ、岸

田首相は「新しい資本主義」を掲げていますが、その中身は、アベノミクスや全世代型社会保障改革をそ

のまま引き継ぐ、新自由主義「構造改革」路線にほかなりません。 

「第 5波」の急激な感染拡大のもと、医療崩壊と保健所の機能マヒを招き、夥しい数の自宅放置と在宅

死をまねいた根本的な要因は、病院・病床の効率的再編・削減を推進し、感染症病床を減らし、保健所の

統廃合を進めてきた歴代政府の社会保障費抑制政策にあります。OECD諸国の平均水準と比べて 14万人も

少ない医師体制や、欧州諸国同等の人口当たり一般病床数に、従事する看護職員数は半分から 3 分の１

という看護体制のもと、急激な感染拡大に対応して入院を確保することは容易でなく、限界があること

は自明です。コロナ禍の下で明らかになった、感染症に対し極めて脆弱な日本の医療・公衆衛生体制の拡

充・強化にむけて、この間の、新自由主義を貫徹した社会保障費抑制路線を根本から改めることこそ求め

られます。 

しかし、この間も政府は、足元の新型コロナの感染には「フェーズに応じた病床確保」で対処しつつ、

「地域医療構想の背景となる中長期的な見通しは変わっていない」「新興感染症等に備えて病床を確保し

続けるには追加的な負担がかかり続ける」等として、「感染拡大時の短期的な医療需要には『医療計画』

に基づき機動的に対応」「地域医療構想は基本的な枠組み（病床必要量の推計・考え方など）を維持し着
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実に進める」とし、2021 年国会で、その方針を具体化する「医療法等一部改正」を強行してきました。

それにとどまらず、地域医療構想の推進を求める財界や財務省からは、「コロナ禍において、むしろ役割

分担と連携の重要性が確認された」として、地域医療構想の加速を求める議論が高まっています。政府

は、2021 年国会の感染症法改正で罰則と知事権限の強化により病床を確保する枠組みをつくり、財務省

は、「医療機関の経営は病床確保料で黒字にも関わらずコロナ患者の受入が不十分。」「欧米に比べ感染者・

死者ともに少ないのに医療崩壊と言われる事態が発生したのは非効率な医療で医療従事者を分散させて

いるから。」「地域医療構想を推進し、診療報酬の定額払い制度を導入すべき。」などの議論を展開してい

ます。 

感染症の専門家が「第 6波」を警告するなか、冬場の感染拡大に備えた医療体制、検査体制、ワクチン

接種体制、治療薬の開発等の促進など、いのちを守る体制の確保を求めて、この間積み上げてきた運動を

更に大きく発展させていくと同時に、「惨事便乗型」で医療体制の集約化を促進し、医療費抑制のための

提供体制改革をさらに加速させることねらう政府・財界の目論見を打ち破る取り組みを、全国の津々浦々

から大きく広げていくことが求められます。本集会では、政府が進める医療提供体制の縮小・削減をくい

止め、地域医療を守り充実させるため、昨年に引き続き、全国の運動について交流を深めるとともに、展

望を明らかにしていきます。「いつでもどこでも誰でも安心してかかれる医療」の実現をめざしていきま

しょう。 

 

２．脆弱にされてきた医療・公衆衛生体制 

（１）感染症指定医療機関や感染症病床の不足 

 コロナ禍により、「医療崩壊」が現実化した背景には、医療費抑制政策を続けてきた歴代政権の医療政

策があります。かつて小泉政権の時代に、救急体制の崩壊や産科・小児科医不足のために里帰り出産がで

きないなど、さまざまな地域医療の危機が叫ばれましたが、その後も、そういった危機は改善されること

はなく、国はいっそう地域の医療体制を再編・縮小していく方向へと向かってきています。ここ数年は地

域医療構想や医師の偏在対策等が打ち出されるなかで、より深刻な状況となってきています。医療費削

減政策の中心は、病床数の削減に置かれてきています。 

 新型コロナ感染拡大のなか、感染症指定医療機関や感染症病床の不足が問題となっていますが、この

間、結核患者などの感染症の患者が減ってきたことを理由に、「感染症の時代は終わった」として、感染

症指定医療機関と感染症病床ともに削減されてきました。 

 新型コロナに対応できる第 2種指定医療機関は、全国で 351か所（1871床）しかなく（2019年）、1996

年の旧伝染病床 9761床から激減しています。指定医療機関の 8割は、自治体が運営する公立病院や日本

赤十字社が運営する公的病院が担っています。 

 

（２）公衆衛生と保健所機能の弱体化 

 新型コロナウイルス感染拡大は、保健所を減らして公衆衛生行政を縮小し、住民から保健所を遠ざけ

たことの誤りを明らかにしました。公衆衛生を担う保健所が機能しなければ、感染拡大が防げず住民の

いのちが危険にさらされることになります。いま、新型コロナウイルス対応で保健所の職員は、住民のい

のちにかかわる待ったなしの対応に追われています。保健所数も人員も減らされた体制でのコロナ対応

は、職員にさらなる長時間過密労働を強いています。また、住民と接する保健所職員が、国の対応の不足
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や遅れの苦情等を真っ先に受け止めることになり、さらには、病床や宿泊施設がひっ迫してコロナ感染

者の入院・入所調整もできず、「誰を先に入院させるか」という「いのちの選択（トリアージ）」を毎日の

ように迫られ、身体的にも精神的にも大きなストレスがかかる状態が続いています。 

 地域保健法の成立（1994 年度）により保健所の在り方が見直されました。それまで結核などへの対応

が中心に行われていた施策は、政府の「感染症は終わった」とでも言わんばかりの姿勢のもとで縮小・削

減されていくことになりました。概ね人口 10万人に 1つを目安に地域に設置されていた保健所の機能は、

保健所と保健センターに業務がわけられ、「保健所は広域的・専門的な保健サービス（第二次予防）を、

市町村保健センターは直接住民に身近な保健サービス（第一次予防）」を実施することとされ、保健所は、

都道府県、政令指定都市、中核市、特別区など、二次医療圏に概ね１ヵ所の設置とされました。さらに、

地方自治体の人員削減や民間委託等を進める「地方行革」が、保健所の縮小と弱体化に拍車をかけ、1994

年には全国に 852か所あった保健所が、2020年には 469か所にまで減らされてきました。この 30年で施

設が半数近くまで減っただけでなく、予算や人員も減らされ、新たな感染症対策の専門家も増やそうと

はしてきませんでした。職員総数は約 3 万 4000 人から約 2 万 8000 人に減り、なかでも医師数は 4 割以

上減っています。 

 

また、国の感染症対策の中核を担い、研究、ワクチン開発、流行状況の調査・監視などを行う国立感染

症研究所は、研究の継続性や感染症対策が弱体化しています。研究者の定員が長期にわたって減らされ、

予算も 10年前と比べて大幅に削減されています。国の感染症対策を大転換すべきです。今後も必ず発生

する新たな感染症にも対応できる研究基盤の確立と維持向上が喫緊の課題です。 

政府は、2021・22 年度の 2 年間で感染症対策に従事する看護師を 900 人増員する予算措置を行いました

が、保健所の増設などの抜本的な対策は何ら示していません。2009年～10年にかけて日本国内で流行し

た「新型インフルエンザウイルス」について、当時の民主党政権のもとで「対策総括会議」が保健所や地

 
保健所数 人口 

（万人） 
保健所当たり人口  

1995 年 2020 年 

札幌市 ９ １ 197 197  

仙台市 ５ １ 109 109  

さいたま市 － １ 131 131  

特別区（東京） 53 23（各区１） 949 41 区平均は 100 万人以下 

横浜市 18 １ 375 375 1990 年は 16 か所 

川崎市 7 1 153 153 1990 年は 9 か所 

名古屋市 16 １ 233 233  

京都市 11 １ 147 147  

大阪市 24 １ 274 274  

神戸市 ９ １ 152 152  

広島市 ８ １ 120 120  

福岡市 ７ ７ 159 23  

北九州市 ７ １ 94 94 100 万人以下 
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方衛生研究所の体制強化などを提言していましたが、その後の安倍政権は報告書を放置し、いっそうの

体制縮小が強行されてきました。もし当時の提言が活かされ、体制拡充が図られていれば、新型コロナ感

染症対応も大きく異なるものだったはずです。今度こそ、国の感染症対策を大転換すべきです。 

 

（３）国際的にも少ない集中治療室 

重症の感染症患者を治療する集中治療室（ICU）の病床数（人口 10 万人当たり）をみると、ドイツは

29.2床と世界的にトップクラスです。医療崩壊が起こったイタリアでも 12.5床です。日本は 4.3床（通

常の医療を縮小し ICU に準じた機能をもつ病床の人員を増やしても最大 13.5 床）と少なすぎます。ICU

病床には医師や看護師などの人員が大幅に割かれるため、その他の一般病床が手薄になり、手術や救急

搬送患者が制限される事態まで生じています。 

日本集中治療医学会は、新型コロナに関する 2020年 4月の理事長声明で、新型コロナの重症患者に対

応するには ICUの人員配置基準（患者 2人に対し看護師 1）の 4倍のマンパワーが必要だと指摘していま

す。また、2021年 8月には、一般病床を集中治療室（ICU）に迅速に転換するための仕組み作りや、人材

育成の強化を国などに求める提言を発表し、提言では、国内の ICU病床数を現行の約 7000床から約 9000

床まで増やす必要があること、そのうえで、非常時に一般病床を ICUに転換できるよう、人工呼吸器用の

酸素供給設備の増設をすること、全国に集中治療医は約 2100人いるが、ICUを拡充するには「さらに 5000

人以上必要」であること、看護師も含めた専門スタッフ育成システムの必要性もあることを訴えていま

す。同学会の西田修理事長は「日本で人工呼吸器が必要になった重症患者の救命率は 78％で欧米より高

い。だが、今後入院できない重症患者が増えれば、救命率が急激に下がる恐れがある。早急に集中治療の

体制を強化する必要がある」と指摘しています。 

本来、医療には緊急時のための余力、余裕が大事です。常にぎりぎりまで入院患者を受け入れる「効率

化」ではなく、余裕のある病床受け入れ体制と人員体制が必要です。院内感染の発生で病院が患者の受け

入れを休止した場合、その地域にある他の病院でカバーしなくてはなりません。 

 

（４）地域医療構想による病床削減 

 2014 年に医療法が改正され、2014 年 10 月より病床機能報告制度が始まり、都道府県が地域医療構想

を策定する仕組みが導入されました。病床機能報告制度は、各病院・有床診療所が保有している病床の医

療機能（高度急性期、急性期、回復期、慢性期）などを、都道府県知事に報告する仕組みです。一方、各

都道府県は、国が策定したガイドラインに基づき、国から提供された策定ツールとデータセットを用い

て、構想区域（各都道府県内の 2次医療圏を原則とし、現在 341区域ある）における病床の機能区分ごと

の将来（2025 年が基準とされている）の医療需要に基づく「必要病床数」を算出した地域医療構想を策

定しました。 

 あわせて、都道府県は、構想区域ごとに診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険

者などとの協議の場（地域医療構想調整会議）を設け、協議が行われています。また、都道府県知事は、

病院の開設等の申請に対する許可に、地域医療構想の達成を推進するために必要な条件を付すことがで

きるようになり、病床削減（転換）などの要請、勧告（公立病院の場合は命令）、それらに従わない医療

機関名の公表などの措置が発動できるようになりました。 

 地域医療構想の狙いは、看護師配置が手厚いとされる高度急性期、急性期（診療報酬が高い）の病床を
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回復期、慢性期の病床（診療報酬の低い）に転換させ、もしくは過剰と判断された病床開設は認めないな

どして計画的に削減し、入院患者を病院から在宅医療へ、さらに介護保険施設へと誘導することで（「地

域包括ケアシステム」といわれる）、医療費を削減することにあります。 

 地域医療構想は、2018年までに、全ての構想区域で出そろいましたが、地域医療構想の完遂による「必

要病床数」が実現した場合には、全国で 15 万 6000 床（2013 年度の病床数と比較して）もの病床が削減

される内容となっています。地域に必要な医療機関や診療科の縮小・廃止が生じることになります。 

 

（５）医師・看護師の抑制と人手不足 

 地域医療構想で算出された「必要病床数」は、医師や看護師の需給推計にも連動しており、高度急性期

病床、急性期病床の削減で、特に看護師については、現在の状況より大幅に少ない人員で足りるとの推計

となっています。 

 医師についても、地域医療構想と「医師の働き方改革」と「医師偏在対策」を名目に、病院を再編し、

医療体制を集約して、医師数は増やさない方針となっています。このままでは、医師・看護師の負担増に

よる現場の疲弊がさらに進むことは避けられない状況になっています。 

 そもそも、日本の医師数は、人口 1,000人当たりでみると 2.49人で、OECD（経済開発協力機構）加盟

国（38か国／2021年 6月）の内、データのある 34か国中 28位と不足が顕著となっています（出典：OECD

「Health Resources」https://data.oecd.org/fr/healthres/medecins.htm）。医師不足は長時間労働を招

いています。厚労省の「医師の働き方改革検討会」では、過労死ラインの月平均 80時間を超える時間外

労働（休日労働を含む）をしている勤務医が約 8万人に上るとされています。 

 看護師についても、日本の入院患者一人当たりの看護師数は 0.86人で、ドイツ 1.61人、フランス 1.75

人、イギリス 3.08 人、アメリカ 4.19 人など、欧米諸国の 2 分の 1 から 5 分の 1 の水準にすぎません

（2017年。OECD Health Statistics 2019）。医療法や診療報酬による、看護師の低い人員配置は、長時

間・過密労働・低処遇を招き、現場では深刻な人で不足状態が続いています。看護師（正規雇用看護職員）

の離職率は、11.5%に上っています（2019 年度。日本看護協会調査）。 

 

（６）医療機関の経営悪化 

 この 2 年間の新型コロナ感染拡大は、医療提供体制に極めて大きな影響を及ぼしました。コロナ感染

症患者に対しては、これまでにない人員配置（例えば ECMOによる呼吸管理が必要な重症患者では通常の

ICU における 2 対 1 看護配置の 4 倍となる「1 対 2」配置など）や感染対策、動線の確保が求められまし

た。また外来医療では、軽微な症状での医療機関の受診を控える受診抑制が起きています。 

また入院医療では、コロナ感染症の重症患者に医療資源を集約するために「予定入院・予定手術の延

期」や「病棟の一部閉鎖」（閉鎖病棟の医療スタッフをコロナ重症患者対応に充てる）などが行われてい

ます。 

こうした状況は、医療機関経営にも大きな影響を及ぼしています。全国自治体病院協議会の調査では、

公立病院全体で、医業収支比率は 2019 年度の 89.1％から 2020 年度は 86.2％となり、2.9 ポイント悪化

しています。患者減による影響が響いているとみられています。重点医療機関や協力医療機関では、支援

金等の効果で、経常収支は平均で黒字となっていますが、重点医療機関の中でも 23.6％が、支援金投入

後も「赤字」となっています。国の支援は、「コロナ感染症患者を受け入れる病院」（主に重点医療機関、
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協力医療機関）を中心に行われていますが、（重点医療機関に 89％交付、協力医療機関に 7％交付、その

他医療機関に 3％交付、ほか医療機関（コロナ病床の割り当てなし）に 1％交付）中小規模の病院に対す

る手厚い支援が必要になっています。 

 外来の受診抑制や「予定入院・予定手術の延期」や「病棟の一部閉鎖」により、医療機関の経営は悪化

し、医師や看護師などへの賞与（ボーナス）などを減額する医療機関が続出しています。日本医労連の調

査では、2020年度の年間一時金は、5割弱（45.6％）の組合が前年度実績を下回っています。 

 

３．コロナ危機への無為無策 

（１）安倍・菅自公政権の対策は無為無策 

 今回（第 5波）のコロナ危機では、医療現場のひっ迫が深刻になる地域が増え、医療崩壊が現実のもの

となりました。資本の利潤最大化を狙って公的医療費を抑制してきた新自由主義的改革が、コロナ危機

を深刻化させたことは明白です。 

 新型コロナのような感染症対策は公衆衛生（public health）と呼ばれます。公衆衛生は、社会保障、

社会福祉とともに生存権を保障する 3 つの制度として、憲法 25 条第 2 項に明記されています。そして、

公衆衛生の担い手である国は、新型コロナのパンデミックのような感染症流行時に、検査体制を整備し、

感染者を隔離・保護・治療するための入院ベッド（病床）を確保するなど、感染の拡大を防ぐための対策

を行う責任があります。 

 しかし、安倍・菅自公政権の対策は、医療・保健所の体制強化や PCR検査体制の拡充に背を向けたばか

りか、検査を受けることさえ制限し、病床削減を進め、高齢者の医療費・窓口負担を 2倍化する法案すら

強行しています。社会経済活動の自粛に対する補償をしぶり、困窮する個人や業者への給付金も 1 回き

りなど、冷たい対応に終始したのも、新自由主義に縛られた結果です。国民への自粛のお願いばかりで、

「国民の我慢」だけに頼る対策といえるものです。こうした対応は、専門家の科学的見識の無視にもつな

がっています。 

 無症状感染者の発見・保護が感染制御のカギとなりますが、世界各国と比べ日本の検査数は、人口 100

万人当たりの検査数が世界で 144位と立ち遅れています。第 5波での 1日当たりの新規感染者数は、8～

10 位を推移し、世界の上位に位置するような感染規模となる一方で、誰もがいつでも検査できる世界標

準の検査体制にする抜本的な検査拡充には取り組もうとしていません。 

 空港検疫の検査においても、検査体制は不十分なまま、国内の感染力の高いデルタ株の流入を許すこ

とになり、全国に感染が拡大しています。7 月 12 日に 4 度目の緊急事態宣言が発令されましたが、反対

の声を無視して東京オリンピック・パラリンピックの開催を強行しました。連日、全国で 2万人を超える

過去最多の感染者数を記録するなど開催直後からの感染爆発で、医療崩壊と保健所の機能マヒを招き、

「自宅療養」が 13万人を超え、8月 1か月のコロナ陽性者の自宅死亡は 250人にも上りました。 

 安倍政権下でスタートした「Go To トラベル」事業でも、科学無視の姿勢があらわになりました。感染

拡大の要因と指摘されていたにもかかわらず、全国で一斉停止したのは 2020年 12月 28日と遅きに失し

ました。その結果、2021年 1月 7日、菅政権となって初めて緊急事態宣言の発令となりました。 

 

（２）コロナ対策も自己責任 

 菅首相は、就任以来、「自助、共助、公助」と、自己責任論を展開し、感染拡大抑止のための積極的な
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検査戦略をもたずに、国民への自粛を要請する一方で、補償は怠り続けています。2020 年末に政府が決

定した「追加経済対策」では、検査の抜本的な拡大のための全額国費負担の施策がないばかりか、経営難

に陥っている医療機関に対する減収補填はありませんでした。持続化給付金や家賃支援給付金など困窮

する事業者への直接支援も打ち切りました。国民への苦難に寄り添わない姿勢は、感染爆発の真っただ

中で、原則「自宅療養」の方針を打ち出したことに表れています。感染爆発や医療崩壊の深刻な現実に目

を向けようとしない菅政権は、国民への説明責任も果たそうとはしてきませんでした。緊急事態宣言の

発令の際も、国会で自ら説明しようとせず、経済再生担当相に任せきりで、野党 4党からの臨時国会召集

の要求には、「ただちに補正予算案を編成する必要はない」として、これに応じず憲法違反を繰り返して

います。 

 

（３）菅政権とそれを引き継ぐ岸田政権の対応と限界 

 菅政権が 8月に打ち出したのが、重症者と重症化リスクのある中等症患者以外の「原則自宅療養方針」

と、病院名公表という罰則付きの病床確保要請です。国と東京都が 8月 23日に新型コロナウイルス患者

用の病床確保要請を行いましたが、10 日間でわずか 150 床の上積みしかなりませんでした。感染症法の

改正後、国として初の要請で結果が注目されましたが、病床逼迫（ひっぱく）の打開策にはなりませんで

した。その最大の原因は人手不足です。政府の権限を強める法改正を進めたとしても、人手不足を解消し

ない限り、この問題は解決できません。新型コロナの急変リスクを無視して必要な医療提供体制を確保

する責任を放棄し、医療機関には脅しで従わせようとする最悪の対応です。病床確保が進まず、誰の治療

を優先するのかという「いのちの選別」を迫られる事態が各地で起きました。 

 医療現場では、応じたくても応じられない事情があります。「コロナ対応はどうしても人手がかかり、

病床を一つ増やすだけでも大変」と指摘する声があがっています。重症のコロナ患者を受け入れる患者 1

人に看護師 1 人を常時配置する体制の病床を 10 床用意しようとすれば、一般病棟 7 対 1 の病床を 70 床

閉鎖しなければ人手は確保できません。医師・看護師などの医療スタッフを確保すると同時に、一般の手

術やコロナ以外の入院を制限する必要があり、一般患者の理解も得なければなりません。 

 厚労大臣は 9月 14日の記者会見で、新型コロナウイルス感染症に関する今後の医療提供体制の構築に

向けた基本的な考え方を、近く都道府県に事務連絡する方針を表明しました。感染力の強いデルタ株の

拡大、ワクチン接種の進展に伴う患者像の変化、治療薬の普及など状況の変化を踏まえ、冬場に向けた医

療提供体制の考え方を示すとしました。会見では「コロナ病床確保のためには一般医療に制約がかかる」

として、一般医療と新型コロナ対応の両立を課題に挙げましたが、医師・看護師などの人手不足を解消す

るための抜本的な対策はみられません。 

 その後の 9月 28日政府対策本部会議決定は、大臣会見同様、ワクチン接種の進展による患者像の変化

や中和抗体薬の開発を強調し、ワクチン接種を進捗させ医療供給体制をもう一段整備して「社会の耐性

を高めながら、現在適用している日常生活の制限を段階的に緩和」するという方針を打ち出しました。 

そして、この政府対策本部決定を受けた 10月 1日の事務連絡「今夏の感染拡大を踏まえた今後の保健・ 

医療提供体制の整備について」では、都道府県に対し「保健・医療提供体制確保計画」を策定し、「①健

康観察・診療体制」「②入院外の治療体制」「③入院体制」それぞれについて、ピーク時需要に対応する必

要量と担い手を予め明確にし、機動的でより実効性の伴う具体的な整備計画を 11月末までに取りまとめ

るよう要請しました。さらに、10 月 15 日政府対策本部会合で、「今後の感染拡大に備えた対策強化のポ
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イント」を示し、今夏の 2 倍程度の感染力を想定し、入院患者受け入れの 2 割増強、病床の 8 割以上の

稼働を求めるとし、感染力が 3 倍になるなどより深刻化した場合は、一般医療を制限し病床を確保する

としました。 

報道によれば、厚労省は、「第 6波」の全国の入院患者を最大 3万 4千人、必要な病床を 4万 2千床と

推計し、17都府県で 5000床の不足としています（「読売」10/17付）。 

しかし、この推計は、第 5波ピーク時の入院と入院調整中の合計 2万 8446人を基にその 1.2倍を想定

しただけで、厚労省の調査で自宅療養の 10人に 1人が中等症であった（「共同」10/14付）ことは勘案さ

れていません。最大 13 万 5 千人の自宅療養の 1 割が中等症であったなら、「自宅放置」を解消し「救え

る命が救えない」事態を回避するには 2万床が不足します。 

厚労省のこの第 6波の想定からは、自宅放置に陥った事態を深刻に反省し、2 度と繰り返さないという

立場に立っているのか甚だ疑問です。また、例え病床だけが増えても、医師や看護師が足りないという問

題があり、マンパワー不足の解決に関しては、やはり全くの無策です。 

岸田政権は、総選挙を意識して新型コロナの「対策強化」を打ち出しましたが、公立・公的病院再編・

削減の推進を含む全世代型社会保障改革など、安倍・菅両政権の社会保障費抑制路線は、そのまま継承す

ることを明言しています。新型コロナ対応で中心的な役割を担ってきた公立・公的病院を再編・削減する

方針を撤回し、医師・看護師の大幅増員に舵を切ることなしに、今後の新興感染症対策において、国民の

いのち守る感染症医療体制を確立していくことできません。 

 

4．「骨太方針 2021」と改定医療法 

（１）公立病院等の再検証は感染症対策を踏まえてスケジュール等を再整理 

 新型コロナが猛威を振るうなか安倍・菅・岸田と続いてきた自公政権は、アルファ株やデルタ株などよ

り感染力の強い変異株が広がり、感染拡大の新たな波が押し寄せる度に感染者数や重症者数が増大する

なかでも、感染症対応は一時的なものだとして、病床削減を推進する地域医療構想と公立・公的病院の再

編・削減を進める方針と、その推進のための「再検証リスト」を掲げ続けてきました。 

公立・公的病院の再検証スケジュールに関しては当初、「骨太方針 2019」に沿って、機能の見直しにつ

いては 2019 年度中に、再編統合については 2020 年秋までに行うという期限が設けられていました。そ

の後、2020 年 1 月から日本国内でも新型コロナが広がり、地域医療提供体制の脆弱さが浮き彫りになる

なか、2020 年 3 月 4 日、厚労省は「政府方針と歩調を合わせつつ、再検証スケジュールについて厚労省

が改めて整理し、通知する」と提示せざるを得ない状況となりました。さらに、同年 8月 31日の厚労省

通知でも、「再検証等の期限を含め、地域医療構想に関する取組の進め方について、（経済財政諮問会議や

社会保障審議会・医療部会などの）議論の状況や地方自治体の意見等を踏まえ、厚生労働省において改め

て整理して示す」としているだけで、再検証の期限については明示できませんでした。 

しかしなおも、「骨太方針 2020」（7月 17日閣議決定）で「感染症への対応の視点も含めて、質が高く

効率的で持続可能な医療提供体制の整備を進めるため、可能な限り早期に工程の具体化を図る」とし、8

月 24日に開催された社会保障審議会・医療部会では、「新型コロナウイルス感染症を契機として、我が国

の医療提供体制の課題がより明確になった。地域医療構想の実現などを加速化していく必要がある」「地

域医療構想や医療計画の中で、新型コロナウイルス感染症をはじめとする新興・再興感染症にどう対応

するかを考える必要がある」などの意見を受けて、地域医療構想を推進する方針を確認しています。 
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2020 年 10 月 1 日の「医療計画の見直しに関する検討会」では、①新興・再興感染症と医療計画の関

係、②平時の入院医療体制を想定した地域医療構想と新興・再興感染症の関係、③外来機能の分化・連携、

に関する今後の議論の進め方が確認され、新興・再興感染症への対応を医療計画に位置付けることに賛

同する意見が多数あがりました。その後、地域医療構想の実現に向けた方策を議論する「地域医療構想に

関するワーキンググループ」（「医療計画の見直し等に関する検討会」の下部組織）において検討が進めら

れ、新たな「再検証等スケジュールの提示」を行うことが確認されています。また、「新公立病院改革ガ

イドライン」は、2020年の夏ごろをめどに改定し、各公立病院には 21年度以降のさらなる改革プランの

策定を要請することになっていましたが、厚労省が再検証期限をあらためて整理しなおす方針を打ち出

したことを踏まえて先送りされています。 

 

（２）進む病床削減、消費税を財源にさらに削減を推進する「医療法等一部改正」の強行 

 コロナ禍の現在でも、医療費抑制政策は進められ、病床削減が粛々と行われてきています。厚労省の

「医療施設動態調査」によれば、2019年 11月から 2020 年 11月までの 1年間だけみても、全国で療養病

床を中心に 2万 1350床もの病床が削減されています。 

 2021 年通常国会で成立した、改定医療法（良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進

するための医療法等の一部を改正する法律）は、さらに、病床削減を加速させるものです。改定の主な内

容は、①医師の働き方改革、②各医療関係職種の専門性の活用、③地域の実情に応じた医療提供体制の確

保となっています。 

①では、医師の時間外・休日労働の上限について、過労死水準の年 960 時間を「原則（A水準）」とし、

「地域医療確保暫定水準（連携 B・B 水準）」と「集中的技能向上水準（C水準）」は、その 2倍の年間 1860

時間を合法化しました。連携 B・B水準は 2035年までに廃止するとし、「医師の労働時間短縮等に関する

大臣指針」を定め、対象医療機関には「医師労働時間短縮計画」を策定させ、計画には②で規制緩和を図

る「タスクシフト・シェア」の推進を盛り込ませます。 

この②には、医師不足に対応するためとして、タスクシフト（業務移管）を推進し、医師養成課程を見

直すことも盛り込まれています。医師・看護師の絶対的不足を放置したまま侵襲性の高い医療行為の業

務移管を進めれば、医療の質・安全性を脅かしかねません。 

また、大臣指針には「医師の時間外労働短縮目標ライン」を設定するほか、「各関係者が取り組むべき

推奨事項」が掲げられ、行政の役割として「国及び都道府県は、医師の働き方改革を、地域医療提供体制

における機能分化・連携、医師偏在対策と一体的に推進」することとし、地域医療構想・働き方改革・医

師偏在対策を「三位一体」で進める方針が盛り込まれます。改正法は 2023年度の医学部定員削減を前提

とし、医師の増員を抑制する一方で医師の労働時間短縮を口実に使い、医師体制や診療科の集約化をは

かり、病院統廃合を促進することがねらいです。 

 ③の医療提供体制に関しては、医療計画の記載事項に新興感染症等への対応に関する事項を追加する

こと、2020 年に創設された「病床機能再編支援事業」を地域医療介護総合確保基金に位置づけ、当該事

業については消費税を財源に国が全額負担し、再編を行う医療機関には、税制優遇措置を講じるとされ

ています。つまり、病床を削減した病院には補助金を出し、その補助金の財源には消費税を充てるという

ものです。2021年度予算では 195億円が計上され、その削減規模は 1万床にもなります。“社会保障の充

実のため”として増税された消費税を病床削減（社会保障の削減）にために用いることは本末転倒であ
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り、断じて許されるものではありません。 

 都道府県医療計画の「事業」への新興感染症対策の追加も、新興感染症の爆発的拡大を「災害」と位置

づけ、病床の再編・削減を進める地域医療構想は推進し、感染拡大時には、新型コロナ対応における医療

体制確保と同様、感染状況に応じて「機動的に対応」することを計画に盛り込むに過ぎず、感染症病床の

拡充や医師・看護師の増員をはかるものとはされていません。 

 さらに、地域医療構想の「病床機能報告制度」の外来版ともいえる「外来機能報告制度」が創設され

（2022年 4月施行）、外来機能分化の推進が、紹介外来の拡大や患者負担増と合わせてもくろまれていま

す。法改正をふまえ新設が議論されている「医療資源重点活用外来」のうち、一般病床 200床以上の病院

は紹介状なしの場合、窓口定額負担の徴収を義務化することがねらわれており、窓口負担の拡大が新た

な受診抑制を招きかねません。 

 

（３）75歳以上医療費窓口負担 2倍化 

 さらに、先の通常国会で成立した健康保険法等の改正（全世代対応型の社会保障制度を構築するため

の健康保険法等の一部を改正する法律）では、後期高齢者医療制度における 2 割負担の導入を定めまし

た。現在の後期高齢者医療制度における 75歳以上の高齢者の患者一部負担は、原則 1割で、現役並所得

者については 3 割となっていますが、課税所得 28 万円かつ年収 200 万円以上の層を対象に、2 割負担と

なります。ただし、外来医療については施行後（2022 年 10 月が想定されている）3 年間に限り、1 か月

の負担金を最大 3,000円に抑える措置（配慮措置）が設けられました。 

 しかし、コロナ禍において、感染症による重症化リスクの高い高齢者の受診抑制をさらに促すような 2

割負担の導入は、感染対策に逆行しているといわざるを得ません。 

 厚労省は、「負担能力のある方に可能な範囲でご負担いただくことにより、後期高齢者支援金の負担を

軽減し、若い世代の保険料負担の上昇を少しでも減らしていくことが、今、最も重要な課題」であると説

明（厚労省「第 140回社会保障審議会医療保険部会」資料）していますが、窓口負担の見直し（高齢者の

受診抑制）にかかる財政影響（2022 年度、満年度）をみると、後期高齢者支援金にあたる現役世代の負

担の軽減は 720 億円であり、現役世代一人当たりの減少は年間わずか 700 円にすぎず、最も削減される

のは、980億円の公費負担となっています。公費削減を中心とした医療費抑制政策は、コロナ加を経ても

なお、何ら変更されていません。何よりも、2割負担となる対象者の範囲は、政令で定めるとしているこ

とから、今後、国会での審議を経ることなく、さらに対象者の範囲が拡大されていく危険があります。 

 

（４）「骨太方針 2021」と改定医療法の具体化に向けた議論 

 菅政権の「骨太方針 2021」（21.06.18閣議決定）は、「新型コロナの克服とポストコロナの経済社会の

ビジョン」を掲げ、「グリーン」「デジタル」「地方」「少子化対策」を 4つの原動力と位置づけ、「感染症

の克服と経済の好循環」「4 つの原動力を支える基盤づくり」「経済・財政一体改革」を推進して、構造改

革を戦略的に進め、ポストコロナの持続的な成長基盤を作るとしています。このコロナ禍により「顕在化

した新たな課題」として、「緊急時・平時の医療人材・資源の配分のあり方」や「行政のデジタル化やオ

ンライン教育」などを上げ、「課題に対応できる体制を構築・強化していく」としていますが、削減し続

けてきた医療・公衆衛生体制を拡充・強化する方針は皆無です。 

むしろ、「惨事便乗型」で、感染症対応のための病院の連携強化や機能強化・集約化の促進などを、地
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域医療構想にもとづく医療提供体制の再編を進める契機とし、さらには、「更なる包括払いの在り方の検

討も含めた医療提供体制の改革につながる診療報酬の見直し」まで盛り込んでいます。 

 また、2022 年度から団塊の世代が 75 

歳以上に入り始めることを見据え、全世

代型社会保障改革を推進し、効率的な医

療提供体制の構築や一人当たり医療費

の地域差半減に向けて、地域医療構想の

PDCA サイクルの強化や医療費適正化計

画の在り方の見直しを行うとしていま

す。 

 これを受けて厚労省は、地域医療構想

と医療費適正化画それぞれについて、都

道府県に対する統制を強め、病床再編・

削減と医療費抑制を推進する具体的方

策を、地域医療構想などについては「第

8 次医療計画等に関する検討会」を新た

に立ち上げ、また、医療費適正化計画については社会保障審議会医療保険部会において、それぞれ検討を

開始しています。 

 

 

１）地域医療構想と医師確保計画の一体的取り組み 
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 （地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ・7月 29日） 

①厚生労働省は、第 8 次医療計画（2024～29 年度）の策定に向けて、地域医療構想と医師確保計画に一

体的に取り組むとしています。公立・公的 436病院の再編・統合の再検証スケジュールは「一律の期限を

定めてない」が、今後は、公立・公的病院の具体的対応方針の再検証だけでなく、民間病院も含めた対応

方針の検討・策定を進めるとしています。 

②2025 年の医療需要と病床必要量を 4 つの医療機能ごとに推計し、地域医療構想として策定されていま

すが、厚生労働省は、「2025 年は一つの節目であり、最終年度ではない」として、「2025年以降を見据え

た枠組み」についての検討を進めるとしています。関連して、2022 年度から、地域医療連携推進法人の

見直しの議論を開始するとしています。 

③2020 年度から始まった医師確保計画は、23 年度の見直し時期に向けて、来年 12 月までに計画策定ガ

イドラインの改定を行う（病床数削減、病院再編・統合が進んだ 2次医療圏から、他の 2次医療圏へ医師

が移動することを想定し、医師偏在対策として位置付ける）としています。     

 

２）外来機能報告制度の創設（外来機能報告等に関するワーキンググループ・7月 28日） 

①一般病床・療養病床を持つ病院・有床診療所に対して、外来診療データを都道府県に毎年度、報告する

ことを義務付けました。都道府県「外来医療計画」に位置付けることになります。提出された外来診療デ

ータをもとに、各地域で「医療資源を重点的に活用する外来」を担う基幹医療機関を明確化する（「かか

りつけ医機能」を担う医療機関の明確化に先行する形といえる）としています。 

②報告する内容 

医療資源重点外来の実施状況の報告は、▽医療資源を重点活用する入院の前後の外来（悪性腫瘍手術の

前後の外来など）、▽高額医療機器・設備を必要とする外来（外来化学療法、外来放射線療法を行う外来

など）、▽特定領域の機能を持つ外来（外来・在宅医療・地域連携や救急医療の実施など）となっていま

す。また、国の基準を踏まえ、重点外来を担う基幹医療機関となる意向の有無の報告（2次医療圏域で国

の基準を満たす医療機関が手上げしないことが実際に可能なのか？）、外来機能のその他の事項（外来・

在宅医療・地域連携の実施状況や救急医療の実施状況など）の報告となっています。厚生労働省が NDBを

基にデータを各医療機関に提示し、各医療機関で確認する形となっています。 

③報告の開始時期 

 無床診療所は任意となりますが、厚労省医政局は、「重装備の無床診療所（たとえば、高額な医療機器

による検査を集中的に実施する等）には、外来機能報告を呼びかける」としています。2022 年 4 月から

外来機能報告制度が始まりますが、厚労省が 2022年 9月までに NDBデータを精査し、医療機関に提示す

ることから、医療機関が報告を行うのは 2022 年 10 月となります。「医療資源を重点的に活用する外来」

を地域で担う基幹医療機関の明確化については、2023年

3 月になる方向です。④基幹医療機関への外来受診は、

かかりつけ医からの紹介を原則とし、紹介状を持たずに

受診した場合には、選定療養の定額負担を義務付けると

しています。現行の定額負担の最低金額 5,000 円に、

2,000円以上を上乗せして徴収する一方、定額負担 2,000

円を保険給付から差し引く仕組みが導入されます（事実
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上の保険免責制の導入）。徴収する金額などの枠組みは 2022 年度診療報酬改定向けて、中央社会保険医

療協議会で議論するとしています。 

 

３）第 4期医療費適正化計画（2024～29年度）における計画の在り方の見直し 

特定健診・保健指導や平均在院日数短縮などを目標に掲げスタートした医療費適正化計画は、2018～

2023 年度の第三期計画から「病床機能の分化及び連携の成果を踏まえた医療費の見込みを盛り込む」よ

う見直され、地域医療構想による医療費削減を計画に織り込むことになりました。この見直しを含む、

2015 年の医療保険制度改革法は、国民健康保険の財政運営を都道府県に移行し、これらの改革により都

道府県は、地域医療構想と国保運営と医療費適正化計画を一手に担い、「医療提供体制と医療保険制度の

両側面で中心的役割を担うことが期待される（医療費適正化方針）」とされてきました。 

2021年度政府予算方針では、「第４期の医療費適正化計画に向けて、地域医療構想の実現や医療の効率

的な提供の推進のための目標など、適正な医療を地域に広げるための計画における取組内容を見直すと

とともに、毎年度の PDCA管理を強化するため、医療費の見込みの改定や保険料算定に用いる医療費との

照合など、医療費適正化計画の実効性を高める方策について、見直しに向けた検討を行う」とされ、「骨

太方針 2021」に地域医療構想とともに医療費適正化計画の在り方の見直しを行う方針が盛り込まれ、適

正化計画見直しに向けた議論が進められています。 

 

 7月 29日の第 144回社保審医療保険部会において厚労省は、「都道府県医療費適正化計画の課題」に▼

適正な医療を地域に広げるために適切な課題把握と取組指標の設定や、取組指標を踏まえた医療費の目

標設定を行うようにすべきではないか。▼適正化計画と地域医療構想との関係の整理が必要ではないか。

▼医療費見込みについては、都道府県単位で PDCA管理を働かせる観点から、算定の考え方や実効性の確
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保の方法、保険料率等との関係を整理すべきではないか。▼適正化計画と保険者や保険者協議会との関

係について整理が必要ではないか。などを列挙し、都道府県計画の医療費見込みなどについて、「骨太方

針 2021」に掲げられた見直しの方向を示しました。 

①定期改訂や制度別区分などの精緻化を図りつつ、 

②各制度における保険料率設定の医療費見通しや財政運営の見通しとの整合性の法制的担保を行い、 

③医療費の見込みを医療費が著しく上回る場合の対応の在り方など都道府県の役割や責務を明確化。 

④取組指標を踏まえた医療費を目標として代替可能であることを明確化するとともに、 

⑤適切な課題把握と取組指標の設定や、取組指標を踏まえた医療費の目標設定を行っている先進的な都

道府県の優良事例についての横展開を図る。 

⑥都道府県計画において「医療の効率的な提供の推進」に係る目標及び「病床の機能の分化及び連携の推

進」を必須事項とするとともに、 

⑦都道府県国保運営方針においても「医療費適正化の取組に関する事項」を必須事項とする。 

⑧保険者協議会を必置とするとともに、都道府県計画への関与を強化し、国による運営支援を行う 

⑨審査支払機関の業務運営の基本理念や目的等へ医療費適正化を明記する。 

これらの直し等について第４期都道府県計画の策定に間に合うよう、必要な法制上の措置を講ずる。 

 また、この他「骨太方針 2021」は、国保の法定外繰入早期解消の促進、普通調整交付金の配分につい

て議論を継続し、中長期的課題として、「広域連合による後期高齢者医療制度の運営や、生活保護受給者

の国保及び後期医療への加入を含めた医療扶助の在り方の検討を深める。」としています。 

医療資源の分布、人口密度、地勢、風土、文化など地域の医療の諸条件は異なることを考慮せずに、都

道府県に医療費適正化と提供体制改革を一体的に進める司令塔の役割を担わせて、医療費の地域差を縮

減するとしていますが、地域差が半減できれば住民の健康・医療が充実するという根拠は示されていま

せん。健康で安心して住み続けられる「まちづくり」の実現という施策に逆行しています。 

 

４）第 3期（2018～2023年度）の全国医療費適正化計画 

①入院医療費は、地域医療構想に基づく病床機能の分化・連携推進の成果を反映させて推計するとして

います。1.0兆円程度の削減効果額が見込まれるとしています。 

②外来医療費は、糖尿病の重症化予防、特定健診・保健指導の実施率向上、後発医薬品の使用 80％目標、

重複・多剤投与の是正による、医療費適正化の効果を織り込んで推計するとしています。2023年度に 0.6

兆円程度の削減効果額が見込まれるとしています。 

内訳は、ア・「後発医薬品の数量シェア 80％」で 4,000 億円、イ・「特定健診の実施率 70％、特定保健

指導の実施率 45％以上」で 200億円、ウ・糖尿病に係る 40歳以上の一人当たり外来医療費が全国平均を

上回る都道府県が、平均との差を半減することで 800 億円、エ・重複投薬（3医療機関以上）と多剤投与

（65歳以上で 15種類以上）されている患者を半分に減らすことで 600億円と推計しています。 

③「骨太方針 2015」は、「都道府県別の一人当たり医療費の差を半減させることを目指す」方針を打ち出

しています。医療費の地域差を「見える化」した上で、全国平均を上回る一人当たり医療費の半減を目指

すとしています。 

④2023 年度時点での都道府県別一人当たり外来医療費の地域差を半減するためには、2,500 億円の追加

削減が必要になると試算しています。そのための取組として、糖尿病の重症化予防や重複・多剤投与の是
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正を挙げていますが、一人当たり外来医療費が平均を上回る都道府県における取組を合計しても、800億

円程度にしかなりません（外来医療費の地域差には機械的な分析では説明がつかない。ある地域で特定

の疾病が多かったとしても、それが直接、医療費全体を押し上げているとは断定できない）。 

⑤入院医療費を削減し、在宅シフトが進めば外来医療費がそれだけ増えます。しかし、「介護施設・在宅

医療等」への移行による外来医療費の増加は見込んでいないので、2,500億円の追加削減額がさらに膨ら

むことになります。                            

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

（出所）厚生労働省「医療・介護情報の活用による改革の推進に関する専門調査会」（2017年 1月 12日） 

（出所）社会保障審議会医療保険部会（2021年 7月 29日） 

 

5．地域医療構想の問題点 

（１）地域医療構想とは 

 「地域医療構想」とは、各都道府県において、二次医療圏を基本とした構想区域毎に、「2025年のある

べき医療提供の姿」を定めたものです。国が示した「ガイドライン」（以下 GL）に基づいて必要病床数を

定めたもので、一般病床と療養病床が対象で、精神病床は含まれません。GL では、一般病床と療養病床

を「高度急性期」「急性期」「回復期」「慢性期」に機能分化し、４つの機能ごとに将来の医療需要と必要

病床数を推計しています。2016 年度に全ての都道府県で策定され、2018年スタートの第７次医療計画に

盛り込まれました。 

 公表された推計値では、2013 年時点で 135 万床余りあった一般・療養病床を 2025 年に 4 機能合計で

115 万～119 万床へと削減するもので、マスコミも「病床大幅削減計画」として大々的に報道しました。

全体として急性期を減らして回復期・慢性期へとシフトさせ、さらに在宅等へと入院患者を押し出すも

のです。増える 6都府県（埼玉・千葉・東京・神奈川・大阪・沖縄）を除き、ひどいところでは 4～5割
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も削減となる推計となっていて、複数の県議会からＧＬ見直しを求める決議が上がりました。必ずしも

自治体や病院の理解が得られているわけではありません。 

 

（２）「病床機能報告」結果は地域医療構想と大きく乖離 

 一般病床・療養病床をもつすべての医療機関には、毎年度「病床機能報告」を行うことが義務付けられ

ています。病床機能報告は、自院の病床について、病棟単位で「高度急性期」「急性期」「回復期」「慢性

期」のどの機能を果たしているか、また将来的にどの機能を果たすべきと考えているのか、などを都道府

県に報告するものです。この結果と地域医療構想とを照らし合わせ、地域医療構想調整会議で「データに

基づいた自主的な機能分化・連携」に向けた議論が進められています。 

 各都道府県の地域医療構想を積み上げると、「高度急性期：11％程度（13万床程度）」「急性期：35％弱

（40 万床程度）」「回復期：33％程度（38 万床程度）」「慢性期：22％程度（25 万床程度）」となっていま

す。これに対して、「病床機能報告」結果（2018年度）でみると、急性期が 56.9万床で、10ポイント以

上多く、回復期が 17.1万床で 20ポイント程度少ない状況で、地域医療構想とは大きく乖離しています。 

そこで、厚労省は、公立病院や公的病院について、手術件数などを分析し治療実績が乏しい場合は統合や

再編を促すことを決めました。分散している医療機能を集約し、病院ベッド数を減らして医療費を抑制

するのが狙いです。 

 厚労省は、今後、病床機能の分化・連携に向けてさらに議論を深めていくためには、手術等の診療実績

に着目することが重要となるとし、2021 年度の報告から診療実績の報告を通年化し、1 年分の月別の診

療実績（報告前年度の 4月～3月）を報告するよう変更する方針です。また、従来認めてきた紙媒体によ

る報告を 2023 年から電子による報告に統一するとしており、1083 医療機関（104 病院、979 有床診療所

／2021年１月末現在）が電子媒体への変更を迫られることになります。 

  

（３）地域医療構想の根幹に位置する需要推計の問題点 

都道府県が策定した地域医療構想に掲げられた病床数は、国のＧＬに基づき、国から提供されたデータ

セットと推計ツールを用いて算出される機能別の医療需要の値を、機能毎に決められた稼働率で割り戻

し、その数を必要病床数として掲げたものです。地域医療構想を策定する主体は、形式的には都道府県で

すが、都道府県の裁量で数値が変わるところは、慢性期の地域差を縮減する 3 つのパターンのいずれを

選択するか、という部分のみで、それも地域の実態に基づき下から積み上げたものではなく、国が用意し

た三択であり、実態は、ほぼ国の想定した通りの構想の策定を都道府県に肩代わりさせただけです。しか

も、国から都道府県に提供されたデータセットと推計ツールは「ブラックボックス」となっていて、そこ

に格納されたデータも計算式も検証は不可能です。 

また、都道府県が医療需要の推計に用いたデータの元は、2013年のレセプトデータとされていますが、

国は、このレセプトデータをＧＬで定めた 4 つの医療機能別に振り分ける操作を行っています。レセプ

トデータが初めから 4機能別に分かれているわけではなく、4機能別の需要の振り分けは国の操作による

ものです。高度急性期・急性期・回復期については「医療機能の分化・連携を推進する」という政策的前

提を置き、その政策的前提に基づいて各機能の境界点を定め、機能別の医療需要に区分する「編集」が行

われたデータが推計に用いられています。また、慢性期は、入院需要から除外する基準を定めて、医療需

要を絞り込み、さらに地域差を縮減するフィルターを通して医療需要が算出されています。 
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こうしたデータの操作や、検証不可能な推計ツールを用いた医療需要の計算の結果導かれた数字を掲

げている点からも、地域医療構想は、医療費抑制のために国が創造したフィクションです。 

そして、地域医療構想の最大の問題は、地域住民の需要をきちんと把握できていないところにありま

す。「身近で必要な医療が受けられない」「お金がなくて医療にかかれない」など、地域格差や経済格差に

よって医療へのアクセスが阻害された住民の医療ニーズについては、レセプト（診療報酬明細書）の形で

記録に残ることはありません。レセプトは保険診療を受けた結果を示したものにすぎません。また、地域

間の提供体制格差が、地域間の受療格差につながっている現実があるなか、地域ごとのレセプト=地域ご

との医療需要とする推計は、結局、将来にわたって今の地域間の医療格差を固定化するものです。「不足

する医療の充足をはかるため」「将来のあるべき医療の姿を明らかにする」などといった地域医療構想に

ついての政府の説明は、まったくのデタラメです。また、地域医療構想を前提に計画や推計を行うため、

本来必要となる医療費や医師・看護師等の医療スタッフの人数も大幅に低く推計されることになります。 

 

（４）地域医療構想に連動した医師・看護師の需給推計等をめぐる問題 

厚労省は、不足する医師・看護師の需給見通しとそれに基づく養成・確保政策を策定しています。そし

て、いずれの需給見通しでも、需要推計のベースには地域医療構想がおかれ、病床機能報告で集めたデー

タが編集されて用いられています。地域医療構想の推計方法による 4 機能別の将来の医療需要と、現状

36



の 4機能別の医療需要当たり医師・看護師数を積算し、将来の医師・看護師の需要を推計する計算方法が

基本とされており、医療需要が過少に見積もられれば、それに連動して、医師・看護師の需要も少なく見

積もられるという仕組みです。また、医療需要当たりの医師・看護師数の設定に用いられる病床機能報告

のデータも、過労死・過労自死が後を絶たない過酷な実態や「無給医」の問題などはいっさい捨象して数

値を取り出し、それを更に編集して推計に当てはめるなど、様々な問題が含まれています。 

看護師需給推計では、4機能別に想定された患者像に対応する病床の看護師配置と、病床機能報告のデ

ータを編集し推計に用いられる数値の食い違いにより、結果として看護師需要の推計値が大幅に抑制さ

れるという問題があります。その齟齬は、高度急性期で特に顕著です。 

高度急性期の医療需要は、ICU 等で対応する重症患者の医療資源投入量に該当する患者数から算出され

ています。他方、高度急性期の医療需要当たり看護師数は、病床機能報告で高度急性期と報告された一般

病棟も含めた看護師数の単純平均です（約 0.96 人）。高度急性期と報告された病床の診療報酬上の人員

配置基準では、ICUは患者 2 人に看護師 1人、一般病棟は患者 7人に看護師１人と 3.5倍もの差がありま

す。つまり、想定された患者像に対応する ICUの人員配置で計算すれば、高度急性期の看護師需要は推計

結果の 3倍以上となるところ、平均を用いることで大幅に抑制されているという事です。 

また、医師需給推計では、病床機能報告のデータを基に 4 機能別の医療需要当たり医師数を算定する

際、高度急性期と急性期の数値の計算から、最も医師配置の手厚い大学付属病院を除くという操作が行

われ、その結果得られた数値が推計に用いられることで、結果として医師需要の推計値が大幅に低く抑

えられている可能性がある、という問題があります。 

医師需要推計では、入院医療に従事する推計医師数を病床機能報告から得られた「高度急性期：急性

期：回復期：慢性期＝4.8：2.7：1.5：1.0」の比率で按分し、4機能別の医療需要当たり医師数を算出す

るとされています。高度急性期と急性期に大学付属病院を含めれば、その按分比が高くなり、病床当たり

医師数が増え、推計結果の数値が大きく増える可能性があります。 

 地域医療構想に連動し、病床機能報告のデータを操作して用いることで、医師・看護師の将来需要を抑

制し、養成・確保対策を推計の水準に合わせていたのでは、いつまでたっても地域や現場の医師・看護師

不足が解決しないことは明白です。こうした欺瞞的な需給推計を改め、医師・看護師の大幅増員へと政策

の舵を切ること。その根幹に据えられた地域医療構想を抜本的に見直すことが求められます。 

 さらにまた、一昨年の医師法・医療法等一部改正（「医師偏在是正法」）により都道府県医療計画に盛り

込まれた医師の確保・養成策にかかわる「医師確保計画」の抜本的な見直しが求められます。 

医師確保計画は、厚労省が定めた「医師偏在指標」に基づき「医師多数」「医師少数」区域を定めて、

少数区域は多数区域からの医師確保で充足を図る「偏在是正」を進めます。同時に、地域医療構想に連動

した医師需給推計にもとづき 2036年の「必要医師数」を定め、「将来時点の医師偏在指標」により各区域

の将来の「必要医師数」を定めて、医師供給の見通しが必要医師数を上回る場合は、医学部定員の削減対

象とします。この計画策定のねらいは、地域医療構想を利用して抑制した将来の医師需要を医師数の最

大値とし、その医師数を偏在指標を用いて各地域に均てん化して配分し、それを超える医学部定員を削

減することで医師増員を抑制することにこそあります。「医師が増えれば医療費が増える」という、使い

古された「医療費亡国論」への妄執から脱却し、いのち守る地域医療を実現する医師確保政策に抜本的に

転換させていくことが重要です。 
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（５）公立病院や公的病院の病床削減進まず 

 厚労省は各都道府県からの「病床機能報告」に基づき、病床数の集計を進めていますが、これまでに集

約された全国の 9 割を超える公立病院や公的病院の病床数は、公立病院の病床数は 2025 年度の推計 17

万 3,620 床で、2017 年度比 803 床減に止まり、公的病院は 1,002 床増の 30万 3,195床となっています。

こうした状況を踏まえて政府は、手術件数などを分析し、治療実績が乏しい場合は統合や再編を促すと

して、具体的な病院名を公表し、地域での議論を求めるとしました。 

 

５．424 病院の再編・統合リストの公表と 6 団体による「424 共同行動」 

（１）424病院リストの公表 

 厚労省は 2020年 1月、都道府県に対して、地域医療構想を踏まえた、具体的対応方針の再検証を要請

する医政局長通知をだしました。再検証を要請する公立・公的医療機関については、2019 年の 9 月に、

いわゆる「424病院リスト」として公表しましたが、通知では、公表したリストに、データの入力漏れな

どがあったとして、次の 7施設がリストから除外されました。 

▼社会福祉法人恩賜財団済生会支部東京都済生会中央病院（東京都）、▼JA 静岡厚生連 遠州病院（静

岡県）、▼岩国市医療センター医師会病院（山口県）、▼徳島県鳴門病院（徳島県）、▼宗像医師会病院（福

岡県）、▼熊本市立熊本市民病院（熊本県）、▼杵築市立山香病院（大分県） 

一方、データ精査の結果、新たに再検証対象となる見込みの病院が 20施設程度追加されました。 

しかし、厚労省は「424施設を公表した後に、自治体等から『風評被害が生じている、公表方法等につ

いて慎重に考えるべきであった』との声が多数示された。こうした声も踏まえ、新たな対象病院等につい

ては厚労省として積極的に公表することはしない」としました。その結果、436 病院が再検証対象になる

と見込まれます。また、再検証にあたって「民間病院の診療実績データ」（高度急性期・急性期と報告し

た 3187施設の診療実績と公立・公的等と競合する類似・近接の約 370病院リスト）も「積極的な公表は

行わない」として公表されていません。 

この通知は、厚労省が混乱や不安を招いた本質を、入力漏れなどと手続き上の問題にすり替え、本質的

には無反省に、当初の方針を貫徹する姿勢を示していて、断じて許すわけにはいきません。 

再検証期限については、「骨太の方針 2019」により 2020年 9月が一つの目安とされていました。 

 

（２）6団体による「424共同行動」の発足と取り組み 

 国民に必要な医療を提供する姿勢を持たず、地域医療崩壊への懸念の声にいっさい耳も傾けない安倍

政権の医療・介護・社会保障切り捨て路線をストップさせるため、全労連、中央社保協、医療関係単産（国

公労連、自治労連、医労連）と全医労の 6 団体は 2019 年 11 月 6 日、「424共同行動」として推進するこ

とに合意し、①「共同声明」の発表と記者会見、②政府要請と国会議員要請、③意思統一集会の開催、④

署名提出の国会行動、⑤全国知事会や市町村会、全国自治体病院協会などへの要請、⑥学習推進のための

資料提供（ホームページに学習資料掲載）などを推進しました。 

 6 団体共同行動は、2019 年 12 月４日の記者会見を皮切りに、中央での共同宣伝行動（2020 年 1 月 14

日巣鴨駅前、2 月 15 日国立駅前）、厚労省要請行動・署名提出院内集会・記者発表（2020 年 1 月 15 日、

2 月 26日、4月 22日）を行い、「公立・公的 424病院への『再検証』 要請を撤回し、地域医療の拡充を

求める署名」5 万 9527 筆と「わたしの仕事 8 時間プロジェクト」がとりくんでいる「＃緊急事態宣言な
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のに政府が病院・ベッド削減を支援！？＃新型コロナによる医療崩壊を防ぐための緊急署名―公立・公

的病院の統廃合は中止に」のネット署名 4万 7251 人分を厚労省に提出し、「再検証」要請の白紙撤回と

地域医療構想を抜本的に方針転換すること及び感染症などに即時対応することができ、また、いつでも、

どこでも、誰もが、必要な時に必要な医療が受けられる体制を確立するため、人員や病床の削減方針を転

換し、地域医療を拡充させることを求めて要請を行いました。 

 また、424 共同行動として 2020 年 2 月に全国知事会、全国市長会、全国町村会、全国自治体病院協議

会、日本難病・疾病団体協議会（JPA）などを訪問し、「リストの撤回、地域医療を守れ」署名運動などへ

の協力を求めながら懇談を実施しました。「今回の厚労省の 424 病院名指しのやり方については、市長

会としても憤っている。（全国市長会）」、「自治体病院の使命は地域住民の命を守ることであり、全国一律

の基準による分析のみで病院名を公表したことは、地域の命と健康を守る最後の砦である自治体病院が

機械的に再編統合されるという住民の不安を招きかねず、地域の個別事情を無視するもので、公平な視

点とは言い難い。（全国知事会）」、「公立だからこそ不採算部門や過疎地医療などを不採算部門や過疎地

医療などを担っている、赤字病院だとか補助金で運営しているだとか、その上にまっさきに病院の再編

統合を再検証せよというやり方は納得できない。（全国自治体病院協議会）」などが述べられ、424共同行

動の運動と方向性に一定の理解を得ることができました。 

 

６．地域医療を守る運動・全国の取り組み 

（１）地域医療を守る運動・全国の取り組み 

「424共同行動」は、全国の自治体からの抗議通告、地方議会から国への意見書などを波状的に集中さ

せるために、自治体要請や地方議会への陳情・請願の取り組みを提起しました。その結果、各地域での共

同行動組織も広がり、2019 年 12 月議会では 89 自治体、2020 年 3 月議会では 15 自治体で採択されまし

た。特に北海道 46 自治体、秋田 26 自治体、鳥取 6 自治体、徳島 6 自治体などが先進的な取り組みとな

りました。また、政府の強引な統合・再編に反対する意思を確認し、病院内外に発信できるよう、再検証

リストに挙げられた病院への要請をすすめ、57 病院で要請・懇談がすすみました。地域社保協で積極的

な取り組みが行われ、特に青森、岩手、長野、静岡、岡山、香川で運動がすすみました。 

 

（２）地域医療を守る会の結成、全国で進む 

 公立・公的病院等を守り発展させ、地域医療の拡充を求める運動を広げようとの呼びかけには、32 県

で運動母体となる連絡会などの結成や、関係団体との共同声明発表、公立・公的病院や地域医療を守る会

の結成など、運動が推進されてきています。 

 こうした運動が展開される中、424 病院の再検証期限について厚労大臣は 2020 年 6 月 5 日、新型コロ

ナウイルス感染症対応を考慮し「改めて時期や進め方を整理したい」として当初の 9 月から延長する考

えを示しました。これまで公立・公的病院の果たしてきた役割と、感染症と向き合う中でその役割の重要

性が国民の目にも明らかになりました。そしてこの間の厚労省要請の中で明らかになったことは、①国

内の感染症病床数の見直しが必要であること、②そのための公立・公的病院の在り方も見直さなければ

ならないことは厚労省も認めざるを得ない状況であること、③公立・公的病院再編統合の背景にある「地

域医療構想」そのものが、今回の感染症拡大など有事の対応を全く考慮していない構想であることなど

です。 
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（３）依然として再編・統合を推進してきた安倍・菅政権 

 相次いで批判的な意見が出されても、安倍・菅首相は、地域医療構想の着実な実現をめざすとして、公

表後も官民合わせて過剰だとする約 13万床の病床削減を狙っています。すでに、再編・統合にむけて具

体化を図っています。進めていく梃子になっているのが重点支援区域です。 

厚労省は 2020 年 1 月 31 日、再編や統合を目指す地域に、国が財政的な支援を行う「重点支援区域」

として、宮城県、滋賀県、山口県の 3県、合わせて 5 つの地域、14病院を全国で初めて指定しました。 

 その後、新型コロナの感染拡大が進んでいる最中の 8月 24日、地域医療構想の実現に向けた重点支援

区域の 2回目の選定について公表しました。都道府県からの申請を踏まえ、6県 7区域を、2回目の重点

支援区域として選定しました。 

 そして、2021年 1月 22日には、地域医療構想の実現に向けた国による助言や集中的な支援を行う「重

点支援区域」の第 3 弾として、山形県の置賜区域と、岐阜県の東濃区域の 2 県 2 区域を新たに選定した

と公表しました。重点支援区域には、第 1 弾で宮城、滋賀、山口の 3県 5区域、第 2弾で北海道、新潟、

兵庫、岡山、佐賀、熊本の 6 道県 7 区域が選ばれており、今回の選定と合わせて 11 道県 14 区域になっ

ています。重点支援区域を順次拡大し、推進のテコにしていくことになっています。骨太の方針 2020で

は、必要に応じて専用の病院・病棟の設置を推進することをコロナ対策でも謳っていますが、一方で、再

編・統合を進めて、削減を進めていくという欺瞞的な対応は、断じて認められません。重点支援区域申請

は随時募集しており、今後も選定を予定するとしており、注視する必要があります。 

 新潟県は、上越医療圏（上越、糸魚川、妙高３市）について、「重点支援区域」への指定を申請するこ

とが 9月 26日までに明らかになりました。上越医療圏では、県立柿崎（上越市）、上越地域医療センター

（同）、新潟労災（同）、厚生連けいなん総合（妙高市）、県立妙高（同）の 5 病院が「424 リスト」に入

り、再編論議を促されていました。この 5病院に、上越圏で地域医療の中核的な役割を果たしている県立

中央（上越市）、厚生連上越総合（同）、厚生連糸魚川総合（糸魚川市）の 3病院を加えた計 8病院の枠組

みで、重点支援区域への指定を申請するとしています。 

 

 ＜重点支援区域（１回目選定・2020 年 1 月 31 日）＞ 

 ◇宮城県 

・仙南区域（公立刈田綜合病院、みやぎ県南中核病院） 

・石巻・登米・気仙沼区域（登米市立登米市民病院、登米市立米谷病院、登米市立豊里病院） 

 ◇滋賀県 

・湖北区域（市立長浜病院、長浜市立湖北病院、長浜赤十字病院、セフィロト病院） 

 ◇山口県 

・柳井区域（周防大島町立大島病院、周防大島町立東和病院、周防大島町立橘病院） 

・萩区域（萩市立萩市民病院、医療法人医誠会都志見病院） 

 

＜重点支援区域（2 回目選定・2020 年 8 月 24 日）＞ 

 ◇北海道 

・南空知区域（岩見沢市立総合病院、北海道中央労災病院） 
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・南檜山区域（北海道立江差病院、厚沢部町国民健康保険病院、乙部町国民健康保険病院、 

        奥尻町国民健康保険病院、町立上ノ国診療所、上ノ国町立石崎診療所） 

 ◇新潟県 

・県央区域（県立燕労災病院、新潟県厚生農業協同組合連合会三条総合病院、県立加茂病院、 

       県立吉田病院、新潟県済生会三条病院） 

◇ 兵庫県 

・阪神区域（市立伊丹病院、公立学校共済組合近畿中央病院） 

      （市立川西病院、医療法人協和会協立病院） 

◇ 岡山県 

・県南東部区域（玉野市民病院、玉野三井病院） 

◇ 佐賀県 

・中部区域（多久市立病院、小城市民病院） 

◇ 熊本県 

・天草区域（天草市立牛深市民病院、天草市立栖本病院、天草市立新和病院、天草市立河浦病院） 

 

＜重点支援区域（3 回目選定・2021 年 1 月 22 日）＞ 

◇山形県 

・置賜区域（米沢市立病院、三友堂病院、三友堂リハビリテーションセンター） 

◇岐阜県 

・東濃区域（土岐市立総合病院、岐阜県厚生農業協同組合連合会 東濃中部医療センター 東濃厚生病院） 

 

（４）424病院リストに掲げられていない病院での統廃合の動きも 

 宮城県では、村井知事が 9月 10日、宮城県立がんセンター（名取市）と東北労災病院（仙台市青葉区）、

仙台赤十字病院（太白区）の連携・統合構想で、がんセンターと赤十字病院、労災病院と県立精神医療セ

ンター（名取市）の枠組みで再編し、二つの拠点病院を新設する方針を明らかにしました。 

 4病院の運営に携わる県と県立病院機構、日本赤十字社、労働者健康安全機構、東北大の 5者が協議開

始に合意し、診療内容や病床数、運営主体など詳細を詰め、いずれも 2022年度中の基本合意を目指すと

しています。仙台市長は、「新型コロナウイルスで医療提供体制が課題の中、突然公表されて非常に驚き、

大変遺憾だ」と不快感をあらわにしています。がんセンターと労災病院、赤十字病院の連携・統合構想は

昨年 8月、村井知事が発表し、移転新築を見込んで富谷、名取両市が同 9月に誘致を表明しましたが、3

病院の所在地では、地元住民や医療関係者から構想に反対し、現地存続を求める要望が相次いで出され

ています。 

 

（５）感染症対応などの不採算医療も担う自治体病院の拡充と役割の発揮を 

自治体病院は、感染症指定医療機関（病床）の約 7 割を担っています。住民のいのちを守る地方自治体

が責任をもって運営する自治体病院の責務として、不採算の行政的医療を含む地域医療を担っており、

感染症に対応し、その体制を日ごろから整備していく必要があります。同時に自治体病院の統廃合・運営

形態変更、医療費削減、病床削減を求めている「地域医療構想」から転換し、拡充させることこそが求め
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られます。ところが政府は、医療費削減のための病床削減や病院の統廃合計画を撤回するどころか、さら

に強めていく姿勢を変えていません。その削減として狙われている医療機関の多くが、自治体病院をは

じめとした公立・公的病院です。 

また自治体病院の役割を放棄し、医療を儲けの道具へと変質させる運営形態の変更も、全国各地であい

ついでいます。いま、東京都がすすめようとしている都立病院の独立行政法人化は、そのもっとも顕著な

例の一つで、公的医療の後退と患者負担増、制度移行に伴う作業などの業務量増大と人件費などのコス

ト増が発生すると指摘されながら、「儲かる医療」への転換のために強硬的にすすめられています。病院

の統廃合だけでなく、このような自治体病院の運営形態の変更も、地域医療にとっては大きな影響を及

ぼすことになります。 

 

（６）中央社保協 

 地域医療構想に基づく 424（440）公立公的病院の再検証撤回を求める共同行動、いのち守る緊急行動

に結集し、47７都道府県社保協各地域で、署名推進、自治体要請、宣伝行動等に取り組みました。また、

署名提出行動、厚労省要請行動にも参加しました。地域キャラバン行動（要請・懇談）、住民アンケート

の取り組みなど、地域住民の要求掘りおこし、共同の前進が求められるなか、社保協として、地域での共

同の結節点としての役割を果たし、地域の団体、労働組合と協議しながら取り組みました。 

 さらに、再検証対象となった公立・公的病院の所在地域をはじめ、対象外の病院の統合計画が目論まれ

る地域の共同が各地で進み、学習会、交流集会が企画されました。 

第 12回地域医療運動全国交流集会（Web）には、長野県社保協から地域医療を守る運動の特別報告、京

都社保協から京丹後地域の取り組みについて発言がありました。 

 また、子どもの医療費無料制度について、「中学卒業まで、当面、就学前まで国の医療費無料制度を早

期に創設すること」要求に各地で運動が進み、沖縄では、沖縄県が「２０２２年度からの拡充は知事の公

約でもあり実行する」「ペナルティ廃止へ力合わせたい」と県社保協の要請に回答。子ども医療費無料制

度を２０２２年４月から沖縄県全域で中学卒業まで拡充すると発表しました 

 国民健康保険は、第二期国保運営方針がコロナ禍の影響を検討することもなく強行され、高すぎる国 

保料を統一保険料とするスケジュールの具体化が進められようとしています。 

 総選挙を前に、国民健康保険について、「払える保険料」「国民の受療権の確保」「国保財政の国庫負担

増」などを求めて、政党、国会議員あてに要望書（別紙）を提出しました。 

 

７．「いのち守る請願署名」の取り組みと「いのち守る緊急行動」 

（１）「いのち守る請願署名」の取り組み 

全国労働組合総連合（全労連）、中央社会保障推進協議会（中央社保協）、医療団体連絡会議（医団連）、

医療三単産（全大協、自治労連、医労連）は、新型コロナ対策につながる「いのちまもる請願署名」を 20

年秋から開始しました。2021 年の通常国会までの約 8 カ月において、コロナ禍という運動を進めるにあ

たって困難な状況があったにも関わらず、署名数は 65万筆を超え、また賛同・紹介議員国会議員も幅広

い党派（自民・国民民主・立憲民主・共産・れいわ・沖縄の風・無所属）から 135 人に至りました。この

ことは、署名に掲げた各項目（①今後も発生が予想される新たな感染症拡大などの事態にも対応できる

よう、医療、介護、福祉に十分な財源確保を行うこと。②公立公的病院の統合再編や地域医療構想を見直
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し、地域の声を踏まえた医療体制の充実を図ること。③ 安全・安心の医療・介護提供体制を確保するた

め、医師・看護師・医療技術職・介護職等を大幅に増員すること。④保健所の増設・保健師等の増員など

公衆衛生行政の拡充を図ること。ウイルス研究、検査・検疫体制などを強化・拡充すること。⑤社会保障

に関わる国民負担軽減を図ること。）が、広く国民の声であることを示しました。 

医療機関、介護事業所へ緊急財政支援等を求める取り組みは、全国で積極的に行われています。保団連

の調査（2021 年 3 月現在・別紙資料参照）では、すべての医療機関・医療従事者に財政支援を行ってい

る市町村は、162市町村にのぼっています。 

 しかし、政府・与党は、感染症対応の医療提供体制を強化するどころか、消費税を財源に「ベッド削減

の推進」、「過労死ラインの 2倍にあたる医師の長時間労働容認」や「高齢者医療費 2倍化」する法案を通

常国会で成立させる一方で、全労連、中央社保協、医団連、医療三単産が取り組んだ「いのち守る請願署

名」（65万筆）は審議未了とし、採択しませんでした。 

 

（２）「いのち守る緊急行動」 

新型コロナに感染しても病院での治療すら受けられず、いのちを落とす人が後を絶たないなか、医療や

公衆衛生体制の削減計画を止めないばかりか、オリンピック開催を強行する姿勢を変えず、国民のいの

ちを蔑ろにする政府の政策をこれ以上継続させるわけにはいかないとして、全労連、中央社保協、全日本

民主医療機関連合会（全日本民医連）、全国保険医団体連合会（保団連）、新医協（新日本医師協会）は、

2021 年 6 月 24 日、「医療の削減を進める菅政権を私たちは許さない」声明を発信するとともに、全国で

「いのちまもる緊急行動」を実施することを表明しました。7 月から 11 月の総選挙までの期間、職場・

地域から声を上げ、共同の取り組みを大きく広げ、国、自治体に、いのち守る政策への転換を迫る緊急の

行動が提起されました。 

また、6 月 25 日には、全労連、中央社保協、医団連（保団連、全日本民医連、医療福祉生活協同組合

連合会、新医協、日本医労連）が、菅首相および厚労大臣に対して「コロナ禍から国民のいのちを守るた

めの緊急要求書」を提出しました。対応した三原厚労副大臣に対して、国民のいのちと暮らしを守る政府

の責任において、要求項目にしっかりと向き合い、回答されることを求めました。 

あわせて、菅首相らから納得のいく回答がない場合は、9月に政府に対する抗議行動を実施するととも

に、全国の医療機関や介護施設で抗議の意思表示を拡大させていくことを表明しました。 

「緊急要求書」に対する回答は 7 月 7 日にありましたが、納得できるものではなかったことから、そ

の回答に対する再要請書を提出し、8 月 20 日に交渉がもたれました。交渉で浮き彫りになったことは、

いまの緊急事態には一定の対応を検討するが、従来からの効率化と病床削減を柱とする「地域医療構想」

や「医師数抑制政策」は継続するというものでした。 

「地域医療構想」などの見直し要求は再度行うこととし、感染爆発の緊急事態に対応するための緊急要

請が行われ、8 月 23 日には、記者会見が実施されました。会見では、9 月 5 日に全国一斉に蜂起するア

ピール行動を行うことを表明しました。 

「いのち守る緊急行動」では、7月 6のオンライン学習会（100名参加）、五輪開会日一斉宣伝（7月 23

日）、パラリンピック開会日一斉宣伝（8 月 24 日）、一斉蜂起 0905（9 月 5 日）、立憲民主党との懇談（9

月 17日）などが実施されてきています。9月 5日の行動は、36 都道府県 119 地方で一斉に声があがり

ました。菅首相への手紙「コロナ禍私が経験したこと」－いのちまもる VOICE－提出行動（9月 16日）で
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は、内閣府へ 1,565人分を提出するとともに、ネット署名 56,695人分も提出され、同日の記者会見では、

現場から寄せられた率直な声が紹介されました。 

 

8．市民連合と４野党代表が合意した共通政策 

市民連合と野党 4 党(立憲民主党、日本共産党、社会民主党、れいわ新選組)は 2021 年 9 月 8 日、「衆

議院総選挙における野党共通政策の提言―命を守るために政治の転換を―」(下記)で合意しました。共

通政策では、「科学的知見に基づく新型コロナウイルス対策の強化」を掲げ、①従来の医療費削減政策を

転換し、医療・公衆衛生の整備を迅速に進める。②医療従事者をはじめとするエッセンシャルワーカーの

待遇改善を急ぐ。③コロナ禍による倒産、失業などの打撃を受けた人や企業を救うため、万全の財政支援

を行う。としています。先の総選挙では、自公政権から市民と野党の連合政権へと転換させていくため、

全国各地で奮闘することを呼びかけました。 

 

9．国が進める地域医療への対抗、地域医療を守るための課題 

 （１）医療政策の短期的課題 

 第 1 に、感染症病床や宿泊療養施設を増やし、新型コロナ患者の自宅療養を当面ゼロとすることが求

められます。今後も、ワクチンがいきわたるまで、感染拡大と病床のひっ迫は繰り返されることが確実

で、必要な病床や療養施設を確保しておく必要があります。特に、重症患者の集中が予想される感染症指

定医療機関に対しては、国が物的・人的支援を強化すること、軽症者については、容態が急変することも

あることを考慮し、医師・看護師が常駐する施設での療養を原則とするべきです。また、一般病床の感染

症病床への転換が難しい状況であれば、臨時に感染症病床を増やすしかありません。実際、諸外国では、

感染症の病床が不足している状況を踏まえ、臨時に感染症病床を設営し、病床を確保しています。中国の

武漢では、新型コロナの感染拡大の初期段階において、1000 人の患者を受け入れ可能な臨時病院を設立

しています。アメリカでも、最大 341の臨時病院を建設しています。日本の建築技術では、武漢のような

臨時病院は 10日間で建築できるといわれています。緊急事態宣言下の措置には、医療施設・医療資源の

確保に関する強制措置も含まれているのに、菅政権も、小池東京都知事もそうした医療提供体制の整備

を行おうとしてきませんでした。 

 第 2に、病院や施設内での感染を防ぐため、医療従事者・入院患者に定期的な検査を全額国庫負担で実

施すべきです。ワクチン接種にはいまだに未知の問題が残ることを考えるならば、ワクチン頼みではな

く、同時並行で、感染症対策のための定期検査を進めていく必要があります。 

 第 3に、コロナ対応をしていない診療所などの医療機関に対しても、感染者が発生した場合の減収、外

来患者の減少に伴う損失を補填すべきです。同時に、医療従事者が新型コロナに感染した場合には、労災

適用だけでなく、後遺障害も含めた独自の補償制度を設ける必要があります。 

 

（２）医療政策の長期的課題 

第 1 に、地域医療構想が地域の医療ニーズを反映していない実態を徹底して解明することです。地域

の医療ニーズを正確に把握し、それにもとづく必要な病床数を算定させ、それをもとに地域医療構想の

見直しを求めることです。 

第 2 に、公立・公的病院の果たしている役割を再評価し、維持・発展させることです。そのために、ま
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ずは、厚労省の 424病院の再編統合リストの撤回を求めることです。 

第 3 に、医師・看護師の計画的増員、養成を図ることです。医師不足解消のために、OECD 水準の医師

確保を目指すことです。将来医師数は地域医療構想の見直しを踏まえて検討させ、医師偏在指標に基づ

く「医師多数」「医師少数」などの指定と、それに基づく偏在是正に偏重した「医師確保計画」は白紙に

戻し、医師の絶対数を大幅に増やす中で、不足地域、不足診療科の充足を図らせることです。医師偏在指

標自体も再検証し、政策推進の指標として妥当性が確認できない限り廃止させることです。 

第 4 に、医師の長時間労働を早期に解消させることです。1860 時間という、過労死水準の倍となる時

間外労働は認められません。 

 第 5に、公衆衛生・保健政策については、政令指定都市の全行政区に保健所を再建し、地区担当制を復

活させたうえで、保健所の増設と機能の充実、保健師の増員を図ることです。また、地方衛生検査所や国

立感染症研究所の人員・予算・研究費の拡充、調査・研究の強化を図ることです。 

最後に、医療費の地域差半減目標は撤廃させ、医療費適正化計画も廃止、地域の実情に合わせた住民参

加の地域医療計画を策定させることです。 

 

10．地域医療を守る運動の発展に向けて 

（１）地域から求められる国公立・公的医療機関、地域医療体制 

①国は、菅首相が言うような自助・共助を国民に求める前に公助の視点をいかんなく発揮し、コロナ後

には、社会保障を充実させると同時に、憲法に反する無駄で緊急性にも乏しい軍事費を大幅に削っ

て、医療・介護・社会保障に回す施策に転換すべき。さらに、新型コロナ感染者を受け入れるために

は、対応できる施設設備や機能、人員確保など様々な準備が必要であり、国は自治体・医療機関任せ

でなく、充分な財政補償をすべきである。 

②患者・地域住民の意見が反映できる医療機関の運営と情報公開に努める。 

③住民のくらしと地域医療の実態をふまえ、地域に必要とされる診療科･医療体制をめざす。 

④医師不足を解消し、先進国（OECD）並みの医師確保と定着をはかり、保健・医療・介護・福祉のネッ

トワークを担う。 

⑤地域住民に安全・安心の医療を提供し、患者負担の軽減に努める。 

⑥地域の医療機関などと連携し、地域医療の水準の向上に努める。 

⑦救急、へき地、災害などの医療、不採算医療などを担う。 

⑧医師の臨床研修をはじめ、医療従事者の研修・養成に対応し、教育・研修機能を担う。 

⑨国・自治体は、医療・社会保障予算を増やし、患者負担を軽減し、医師・看護師など医療従事者を増

やす。 

⑩国・自治体は、国公立・公的医療機関の役割を果たすために、政策的支援・財政措置を強める。 

⑪国・自治体は、地域医療の後退をまねき国公立・公的医療機関の役割を否定する経営形態の見直し、

再編成・統廃合を押し付けない。 

 

（２）地域医療を守る運動の発展にむけて 

①「地域医療構想」について、都道府県の進捗状況や見解をただし、実態を無視した病床削減を行わな

いよう求めましょう。調整会議への傍聴行動を強めましょう。 
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②医療従事者（労働組合）は、地域医療を守り充実をはかる立場で、「声明」を出すなど、職場と地域

に宣伝を行い、学習活動に取り組みましょう。 

③医療崩壊の深層と世界と比較した日本の医療の現状、さらに医療機関の再編成・統廃合が住民のいの

ちと健康、地域の医療・介護体制、地域経済・雇用などに及ぼす影響などを学習しましょう。 

④患者・地域住民、医療関係団体、地域自治会と医療従事者（労働組合）で協力して、地域医療を守る

組織を結成し、集会・シンポジウム・パレードなどの運動に取り組みましょう。 

⑤医療機関の再編成・統廃合に反対し、医療機関の存続と地域医療の充実を求めて、自治体・国会に対

する「請願」「陳情」に取り組みましょう。 

⑥医療従事者（労働組合）や地域医療を守る組織で、地域医療の実態や患者・地域住民の医療要求をつ

かむ「地域医療要求アンケート」や地域医療実態調査に取り組みましょう。 

⑦「地域医療要求アンケート」や地域医療実態調査などをもとに、地域医療改善のための「政策提言」

をつくり、関係者に働きかけましょう。 

⑧地域医療を守り充実をはかる立場で、開業医や医師会、医療関係団体、地域の著名人、有力者、諸団

体と懇談や共同を強めましょう。 

⑨地域医療を守り充実をはかる立場で、自治体への要請、全ての政党・議員に協力を要請しましょう。 

⑩新聞、テレビ、ラジオなど地元のマスコミ関係者に取材を要請し、地域医療を守る広範な世論を形成

しましょう。 

⑪医療従事者（労働組合）と地域住民が手を結び、全国・各地の地域医療を守る運動の連携・発展、ネ

ットワークを作りましょう。 

 

11．新「いのち署名」の推進と議員要請、自治体請願の取り組み 

（１）「安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと健康を守るための国会請願署名」の取り組みに

ついて 

 ①2021 年の通常国会での請願採択を目指して、短期集中での取り組みを積極的に進めましょう。この

署名は、5 団体（全労連、中央社保協、全日本民医連、医労連、自治労連）で検討がなされ、「いの

ちまもる緊急行動」と共同して取り組みが開始されています。 

  署名目標は、前年到達 65 万筆を踏まえ、全労連 100 万、医労連 180 万など、各団体で目標が設定さ

れます。 

 ②この取り組みは、地域医療、診療報酬、75 歳窓口 2 倍化実施させない取り組み、後期高齢者医療保

険料、年金引き下げ許すな、介護改善、保育改善、生活保護基準の引き上げなど、さまざまな社会保

障要求の各制度署名とセットで、新「いのち署名」を訴えることになっています。 

 ③来春の通常国会時期の「いのち署名推進・地域医療守れ・社会保障拡充」を掲げた統一行動を、署名

提出等合わせて、検討されます。 

 

（２）議員要請、自治体請願の取り組み 

 ①議員要請行動については、来春 1 月開会予定の通常国会冒頭での国会議員要請行動が実施される予

定です。地元での国会議員訪問も強化しましょう。 

 ②昨年に引き続き、都道府県・市町村に陳情・請願を実施します。12 月議会、遅くとも 3 月議会にむ
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け、地域労連や地域社保協と共同して運動を進めましょう。 

 

12．おわりに 

 総選挙では、市民と野党の統一候補と自民候補の大激戦が繰り広げられましたが、岸田自公政権が継

続します。コロナ対策での失政や政治とカネの問題をはじめ、立憲主義を破壊する安倍・菅政権の継承を

国民は望んでいません。憲法を生かして、いのちと暮らしを守る政治の実現が求められます。 

 いま全国で、新型コロナウイルス感染症の拡大に対応した医療確保が喫緊の課題となっています。必

要な病床や療養施設の確保、医師・看護師等マンパワーの確保など、感染症から国民のいのちを守る医療

の確保と、ワクチンと同時並行で、感染症対策のための定期検査を進めていくなど、感染拡大を防ぐため

のあらゆる措置を早急に講じることが求められています。同時に、感染が急拡大し「医療崩壊」が起きた

背景には、この間の効率優先の医療体制への再編と、医師・看護師をはじめとする医療従事者抑制政策が

あったことは重大です。医療・介護・福祉現場に多大な混乱と苦難をもたらしています。大地震・津波、

豪雨などへの備えと同様に、感染爆発（パンデミック）や大規模災害等の有事に備えた、国民のいのちを

守る医療体制を平時から確保することは政府の責務です。災難に備えたいのち守る医療提供体制の確立

に向け、今こそ医療・社会保障政策を抜本的に見直すべきです。 

以上 
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第 12回地域医療守る運動全国交流集会 

 

東北労災病院・県立精神医療センター 

仙台赤十字病院・県立ガンセンター 

4病院再編・統合・移転問題について 

 

2021年 11月 23日（火） 

地域医療を守る共同行動みやぎ連絡会 小玉高弘 

（宮城県医労連書記長） 

 

 

1、経過(抜粋) 

20年 

8月 4日(火) 村井知事が記者会見で「がんを総合的に診療できる機能を有する病院」の

実現に向け 3病院の連携・統合を発表 

8月 5日(水) 河北新報一面で 3病院連携・統合が一面で大きく報道される 

9月 17日(木) 医労連・全労災本部・全労災東北支部・全日赤本部の連名で 

        県要請 医療政策課  NHK、民放全社、河北新報などが報道 

10月 29日(木) 医労連・全労災本部・全労災東北支部・全日赤本部の連名で 

仙台市要請 健康政策課 NHK、民放全社、河北新報などが報道 

町内会長懇談 地域署名配布 労災アンケート調査 

11月 17日(火) 郡仙台市長要請 青葉区連合町内会と共同 

12月 1日(火) 3病院移転・統合反対署名をスタート 

12月 4日(金) 反対署名 はじめての街頭宣伝(以後 15回街頭宣伝実施) 

 21年 

 1月 25日(月) 県に対し 3病院移転・統合反対署名 12,385筆を提出 

 5月 10日（月）労働者健康安全機構への要請を実施WEB 

          島田青葉区連合町内会長、村上台原連合町内会長同席 

 6月 16日（水）県議会意見交換会 立憲・共産・無所属ほか 

 7月 26日（月）仙台市議会各会派 県議会公明党 要請 

 8月 20日（金）村井知事 5選出馬表明 

 9月 7日（火） 移転・統合反対署名第 2次集約分 14135筆（累計 26520筆）提出 

 9月 9日（木） 3病院移転・統合から急転直下県立精神医療センターを追加し 

4病院再編統合を県が発表 

      ■富谷市に労災病院・県立精神医療センターを集約し合築する 

      ■名取市に赤十字病院・県立がんセンターを統合 
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9月 13日(月) 緊急街頭抗議宣伝 

 9月 14日(火) 宮城県へ抗議文提出  県庁前抗議宣伝 

10月 5日(火) 仙台市要請 

10月 31日(日) 4病院再編・統合・移転を公約に掲げた村井知事が 5期目の当選 

 

 

2、各病院の状況 

■東北労災病院  仙台市青葉区台原 

 ベット数 548床 職員数 820名(看護職 459名) 

 労組：全国労災病院労働組合東北支部(全労災) 宮城県医労連加盟 

 年間 3,500件の救急受け入れ、仙台医療圏だけではなく、東北地方の労災拠点病院。 

新型コロナ患者も積極的に受け入れる。同じ地域にあった JCHO 仙台病院(384 床)が

21年 5月に移転し、仙台市青葉区北部地域の医療を一手に担うことに 

 

 

■仙台赤十字病院 仙台市太白区八木山 

 ベット数 389床 職員数 603名(看護職 351名) 

 労組：無し 

 年間 2,000件の救急受け入れ、周産期医療に力を入れ年間 800件の分娩数 

 

 

■地方独立行政法人宮城県立病院機構 県立がんセンター 

 ベット数 383床 職員数 495名 

 労組：自治労加盟 独法病院労組を組織している 

宮城県医労連との接点無し 

東北大学病院と並ぶ県のがん治療の拠点病院 

 

 

■地方独立行政法人宮城県立病院機構 県立精神医療センター 

 ベット数 258床 職員数 209名 

 労組：自治労 独法病院労組を組織している 

宮城県医労連との接点無し 
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3、4病院移転・統合の問題点 

 (1)労災・日赤病院 「地域医療支援病院」などに指定されている地域の拠点病院 

  県内 150病院  

地域医療支援病院 13病院  

  感染症指定医療機関 7病院 仙台市内 大学病院、仙台市立病院 

            東北労災病院は入院協力病院 

 (2)救急受入医療機関としての役割 

  県内 73病院・診療所 仙台医療圏 38病院 

仙台市全体 救急受入４万 7,973件 

  労災病院 3,485件 市内受入 7.3% 4位 

  (労災病院は年間約 1万人の入退院、時間外受診年間 6500名) 

  日赤病院 1,750件 市内受入 3.6% 11位 

 

 

 (3)県内全体の病床数が大幅に減る可能性も 

  精神除く３病院が統合した場合 合計ベット数 1,266床  大学病院 1,300床 

  統合した場合 700床前後の病院になる可能性 500床減 

  県内 20,000床 地域医療構想 2,390床削減計画 

 

 

 (4)精神医療センターを利用している患者さんへの影響 

 

 (5)地域経済への影響 

 

 

 (6)宮城県の主張と私たちの主張 

 ①再編の必要性 

  宮城県：施設の老朽化と同時に赤字経営の解消、将来の人口減少を見据えた 

再編・統合が必要 

 

  私たち：基幹病院・中核病院として感染症対策、高度な医療を担っており安易に再編さ

れる医療機関では無い。 

 

 ②財政赤字 

  宮城県：4病院は財政難である。がんセンターは県から年 20億円の補助金、精神医療

センターは年 8億円の財政負担 
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私たち：民間では採算が取れない高度医療や政策医療、感染症対策を赤字でも担い県民

のいのちと健康を守るのが公的・公立病院の役割です。 

 

 ③医師・病院の偏在 

  宮城県：救急医療など仙台圏に偏在し、地域のバランスをとる必要がある。災害対応で

も分散化すべき。 

 

私たち：宮城県全体の人口 230万人、仙台市の人口 110 万人、県人口の半数を抱え

る仙台市に病院、医療従事者が集中するのは当然。今あるものを統合・移転さ

せるのではなく必要ならば新しい医療機関を作るべきです。 

 

 ④地域住民への不十分な説明 

  宮城県：協議している段階で公表は出来ない。方向性が決まったら説明する。 

 

  私たち：統合・移転ありきの協議で地域住民の意見が全く反映されていない。決まって

からの説明では賛成も反対も出来ないまま事が進められるのは問題。 

 

 

 

4、今後の運動について 

①4病院再編・統合・移転反対署名の推進 

②東北労災病院守る会の結成 

 21年 12月 12日(日)結成総会と 4病院問題学習シンポジウム 

 

以上 
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長野県地域医療を守る連絡会 

 

１．医療分野の取り組み 

「地域医療と公立・公的病院を守る長野県連絡会」の運動の取り組み 

～「再編・統合」要請を受けた病院との懇談で明らかになったこと～ 

 

長野県社会保障推進協議会 

事務局長       原  健 

 

添付資料： ・資料① 厚労省が示した長野県内公立・公的医療機関名 

・資料② 「地域医療と公立・公的病院を守る長野県連絡会」活動報告 

・資料③ 厚労大臣宛て「再検証の白紙撤回を求める要請書」 

・資料④ 「地域医療を守る連絡会ニュース」 

 

・資料① 
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「地域医療と公立・公的病院を守る長野県連絡会」 活動報告 

連絡会の結成 

・2019 年 12 月 5 日（木） 

会の名称 

「地域医療と公立・公的病院を守る長野県連絡会」 

構成団体 

長野県保険医協会 長野県労連組合連合会 長野県医療労働組合連合会 長野県自治労連 

長野県民主医療機関連合会 長野県難病患者連絡協議会 長野県社会保障推進協議会 長野県障害

者運動推進協議会（20年 8 月加盟） 

会の取り組み方針 

1．病院名を公表された県下病院と自治体に対する懇談を行う 

２．県民に対する情報発信と問題点の可視化に取り組む。「ニュース」の発行、県民に向けた「シンポ

ジウム」などを開催する 

 ３．病院等との懇談を踏まえ、県と国に向けた要請行動を行う 

 

病院との懇談 別紙連絡会ニュース参照 

□ＪＡ長野厚生連 鹿教湯病院 2020 年 1 月 16 日（木） 大澤道彦院長 池田英穂事務長と懇談  

「公的病院改革プランで再編含む検討をしてきた。名指しには、今更何をという印象だ」「当院の役割

に厚労省から何か言われるというようなこともないと考えている」  

 

□飯山赤十字病院 2020 年 1月 22 日（水） 石坂克彦院長 天野久事務部長と懇談 

 「寝耳に水だ」「国は 17 年の６月だけの診療実績だけを基準にしたが、当院はその年の 7 月に急性期

病床の一部を地域包括病床に転換している。この点が考慮されていない」「近隣の病院（北信総合病

院）と「車で 20 分以内」という基準については当たらない。20 分ではとても北信総合には行ける距

離ではない。冬場ならば１時間はかかる距離」 

 

□東御市民病院 2020 年 1 月 23 日（木） 結城 敬院長 武舎和博事務長 新納郁子看護部長と懇談 

 「今回の名指しには、私どものような病院が地域に無くてもいいような印象を与えられてしまった気

がする」 

「20 分以内というのは上田医療 C や丸子中央、小諸の病院のことになるが、それぞれに役割はまった

く違うし専門分化もしている。距離が近ければという問題ではない」「市民からは、むしろこうした

ことがあって市民病院は「なくてはならない病院だ」という応援の声が寄せられていてありがたい」 

 

□ＪＡ長野厚生連 下伊那厚生病院 2020 年 1月 30日（木） 朔 哲洋院長 下里孝志事務長と懇談 

 「今回の公表の仕方はまずい」「この地域では医師の相互支援など連携しネットワークで支える医療が

資料② 
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できている」「地域医療調整会議でも問題なくスムーズにお互いが良くわかり合ったうえで意見交換

している。こうしたスムーズな連携は県内でも少ないのではないかと思う」 

 

□下伊那赤十字病院 2020 年 1 月 30 日（木） 熊谷善三事務部長 石田喜則総務課長と懇談 

  「あり得る話だろうとは思っていたが、これほど唐突に発表するとは思わなかった」 

「今回急性期医療を基準にしているが、この病院も一定数の患者を間違いなく診ており、あたかもそ

ういう患者を一人も診ていないというイメージで出たことについては心外だと思っている。また、

病院の患者数は最高で 300 人を超えるし入院も多い時で 100 人程度になる。これだけの患者さんを

診ている当院が対象になるというのは、まるで患者さんに治療の必要はないと言っていると同じで

はないかと思う」 

 

□ＪＡ長野厚生連佐久総合病院小海分院 2020 年 2月 4 日（火）  

由井和也副分院長 油井公昭事務課長 

 細野信予副看護部長と懇談 

 「率直にいっていきなりこうした形で情報がでたことは遺憾に思っている」「この南佐久地域は特に農

業など第 1 次産業の割合が収入として多い。この農業地域を支えることを使命として掲げている私

たちにとって、今回の話は地方の切りすてのような話」 

 

□安曇野赤十字病院 2020 年 2 月 5 日（水） 中野 武院長 岸田 守事務部長と懇談 

 「病院名の公表は率直なところ当惑した。まず病院に打診してから公表するものだ」「松本平も高速道

路を使えば 20 分で行けるがそれを近隣と言っていいのか」「当院には北アルプス圏からも患者さん

を受け入れ、年間 2751 件の救急搬入の実績がある」 

 

□長和町・上田市組合立 国保依田窪病院 2020 年 2月 7 日（金） 三澤弘道院長 清水英利事務部長  

平川和彦診療技術部長と懇談 

 「人間が住むには、水道とか、医療がないと住めない。いくら車が発達しても。病院があっても見ても

らえないのでは、その地域が崩壊していく」「病院は町内で一番大きな企業。雇用にも大きな影響を

持つ。一番は地域を守ること」 

 

□国立病院機構まつもと医療センター 2020 年 2月 10 日（月） 小池祥一郎院長 田中孝一事務部長

と懇談 

 「今回の件は唐突な感じはするが、想定していた」「医師がいないと経営問題になる。廃院は避けなけ

ればならない。先駆けて 10 年かけて中信松本病院と統合した」「他院がやっていない事を得意とし

ているので競合しない」 

□佐久穂町立千曲病院 2020 年 2月 28 日（金） 植竹智義院長 井出 明事務長と懇談 

 「千曲病院の病床稼働率は 85％以上あり、冬場は 100％になる。一か月間だけのデータで判断されて 

も困るしデータの元がなっていない」 

「この地域は、佐久広域の医療圏として官民関係なくみんなで一緒に医療を守ってきている地域。本来 
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国が求めている医療ができている地域だ。それを一緒くたに切るというこうとはおかしい」 

□川西赤十字病院 2020 年 3月 17 日（火） 大和眞史院長 小林雅弘事務部長と懇談 

 「公立公的病院を標的にしてはなしをすすめてくるだろうと予測はしていた。しかしこれだけの数を 

公表するとは想定外だった」「浅間総合病院が近接となるが、救急車で患者を搬送して帰ってくるのに 

2 時間はかかる。近接とはいっても処置などの用を足すのには時間がかかる。実際の生活の実感として 

は近くはない」 

□飯綱町立飯綱病院 2020 年 7 月 9 日（木） 大川和彦事務長と懇談 （伊藤一人院長は公務欠席） 

「伊藤院長が NBS ニュースで見解を表明した。今後も地域に揺るぎない存在との考えを貫いていく」 

「風評被害も心配であった。公表後、副町長と急きょ懇談をもった。どんな方向をとるべきか検討して

きた。分析結果はまともにとりあえるようなものではない」 

「飯綱町は１万１千人住民。町内で夜間救急をやっていることがどれだけ住民の安心につながってい

るかを考えてみてほしい」 

県知事宛要望書提出 別紙「県知事要請書」参照 

□2020 年 3 月 19 日（木） 長野県知事に対し「厚生労働省に対し、県内 15 病院を含む 440 病院のリス

トと『再検証』の白紙撒回を求めること」など 3項目の要望書を提出 

記者会見 

□2020 年 5 月 12 日（火）共同記者会見  

１．連絡会として病院との懇談結果（この時点で 11 病院）について内容を発表 

 ２．県内 15病院を含む 440 病院のリストと「再検証」要請を白紙撤回することを表明 

 ３．政府・厚労省に要請するとともに県民への問題の可視化を表明 

厚労省に要望書提出 別紙「厚労大臣要請書」参照 

□2020 年 7 月 21 日（火）厚労省医政局に、「リストの撤回」「コロナ禍で検査・病床確保」などについて

厚労大臣宛ての要望書を提出  

厚労省から迫井正深大臣官房審議官（当時） 下条みつ衆議院議員が同席 

 厚労省回答（概略）  

１．リストの撤回要請に対して 

「省としては白紙撤回ということにはならないが、伝え方など、こちらの至らない点もあり申し

訳なかった」 

２．病院からのヒアリング内容について 

    「現場の皆さんからの声を聴かせてもらうことは省としてはとても重要だと思っている」 

  ３．コロナ禍での必要な医療、検査体制の整備について 

     「コロナ感染対策で公立・公的病院の役割がクローズアップされている。検査や病床の確保も含

めて必要な対応をとる」 

４．今後の「地域医療構想」の議論のすすめ方について 

    「都道府県とのキャッチボールで。長野県が決めたことに『それはダメ』という話にはならない」   
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令和２年７月２１日 

厚生労働大臣 

加藤 勝信 殿 

地域医療と公立・公的病院を守る長野県連絡会 
長野県保険医協会     会 長   宮沢 裕夫 

                  長野県民主医療機関連合会 会 長   清水 信明 

                  長野県労働組合連合会   議 長   細尾 俊彦 

                  長野県医療労働組合連合会 執行委員長 小林 吟子 

                  長野県自治体労働組合連合 委員長   山下 昌律 

                  長野県難病患者連絡協議会 会 長   岳沢  桂 

                  長野県社会保障推進協議会 事務局長  原   健 

                                 （公印略） 

 

公立・公的病院に「再編・統合」を求める 440 病院のリストと「再検証」 

要請の白紙撤回、地域医療の拡充を求める要請 
 

 日頃より国民の健康・福祉の充実に尽力されている貴職に、心から敬意を表します。 

9 月 26 日厚生労働省は、自治体が運営する公立病院と日本赤十字など公的機関が運営する公的病院の４分の１

超にあたる全国 424(その後 440)の病院をリストアップし、「再編統合について特に議論が必要」とする分析結果

とともに対象となる病院名の公表を行いました。このリストには県内 15の病院が含まれています。 

今回の厚生労働省の公表と要請は、「地域医療構想」の進捗のみを目途に、地域や病院の実情や現状を一切勘

案することなく、画一的な基準で「再検討」を求めたものです。 

私たち、地域医療と公立・公的病院を守る長野県連絡会は、この間再編統合を要請された病院と懇談を行って

きました。懇談の中で、病院名公表に対し、病院長および管理部から「心外」「憤りを覚える」といった声が寄

せられ、「国の基準は実績と合わず、地理的条件を無視している」などの批判が集中しました。また、どこの病

院でも限られた医師体制のなかで地域医療を「競合」ではなく「連携で守る」努力が行われています。地域医療

に対し、国はこの点こそ評価すべきです。 

新型コロナウイルスの感染拡大に対しては、指定感染症病床の 9割を全国の公的病院が持っており、新型コロ

ナウイルス感染から住民の生命を守る上でも公立・公的病院は非常に重要な役割を担っています。 

この度の「再検証要請」に基づいて再編・統合がすすめば、長野県下の各地域で医療を必要とする患者・住民

が、安全で質の高い医療を受けることができなくなります。また、医師や看護師などの医療労働者の不安を増大

させ、離職・退職の加速や新規採用をいっそう困難にすることは明らかです。 

今回公表された公立・公的病院は、住民が安心して地域で住み続けるために必要な医療機関であり、必要な病

床です。厚労省が求める「再検証」は、安倍政権が掲げる地方創生にも逆行するものであり、また、地方自治の

本旨にも反するもので、容認できるものではありません。 

よって、県内 15 病院を含む 440 病院のリストと「再検証要請」を白紙撤回し、地域医療を守る観点から県内

医療機関のよりいっそうの充実を図ることを要請します。 

 

記 

 

 

１．長野県内 15 病院を含む 440 病院のリストと「再検証」要請を白紙撒回して下さい。 

 

 

２．地域医療を守るため、県内 15 の病院を含むすべての県内医療機関の存続およびいっそうの充

実と、医師・看護師などの確保をすすめ、地域住民が医療を受ける権利を保障する施策を強め

て下さい。 
 
３．コロナ禍のもと、国の責任で「いつでも・どこでも・だれでも」必要な検査や医療が受けられ

る提供体制を整備し、そのための財政措置をはじめとした支援を強めて下さい。 

 
以上 

資料③ 厚労大臣宛て「再検証の白紙撤回を求める要請書」 
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1/23 東御市民病院・結城院長「医療は常に地域で発生し、地域に帰

るサイクル。当院は急性期の負担を軽減する役割を担っている。地域

の病院がなければサイクルは回していけない」「私どものような病院

が地域に無くてもいいような印象を与 

えられてしまった気がする」「距離が 

近ければという問題ではない」「むし 

ろ市民病院はなくてはならないという 

応援の声が寄せられていてありがたい」 

看護部長は「『病院がどうなるのか』と 

いう声が寄せられている」と話しまし 

た。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

地域医療と公立・公的病院を守る長野県連絡会  Ｎｏ．1    ２０２０年 １月 ２７日 

ＴＥＬ026-223-1281 ＦＡＸ026-223-1291Ｅ—ｍａｉｌ： naganosyahokyou1281@star.ocn.ne.jp 

 

 

1/22 飯山赤十字病院・石坂院長は「寝耳に水だ」「近隣病院（北

信総合）まで車で20分の距離ではない。冬場は1時間かかる」

「（診療実績とされた）17年 6月は、7月に病床転換を予定し

ていた。県調整会議、北信総合病院、自治体とも議論して合

意してきた。困惑しているし、納得できない」と話しました。

現在、北信の 4 自治体（飯山、木島平、野沢温泉、栄）で厚

労大臣宛てに要望書（→）を準備し、署名を行っていると話

しました。 

 

【地域と公立・公的病院を守る長野県連絡会】 

2019 年 9月、厚労省は「再編統合の議論が必要」

として全国424、県内15カ所の公立・公的病院を

公表しました。それを受けて、地域医療を守るこ

とを目的に医療関係団体、労働組合、県社保協で

連絡会を結成しました。連絡会は１～2月、10カ

所の病院と懇談予定です。 

 

＜連絡会＞ 

・長野県保険医協会 

・長野県民主医療機関連合会 

・長野県労働組合連合会 

・長野県医療労働組合連合会 

・長野県自治体労働組合連合 

・長野県難病患者連絡協議会 

・長野県社会保障推進協議会 

1/16ＪＡ厚生連鹿教湯病院・大澤院長「公的病院改革プランで

再編含めた検討してきた。今更何をという印象だ」「入院患者か

ら『鹿教湯は大丈夫か』と義援金をいただいた」「当院の役割に

厚労省から何か言われるというようなこともないと考えてい

る」。事務長「再編の財政支援（84億円）で何ができるのか」と

話しました。 

 
 

飯山赤十字病院の維持・存続を求める要望書（案） 
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１月３０日(木)、連絡会から7名が参加し、下伊那赤十字病院の熊谷

善三事務部長、石田総務課長と懇談。「名指し」されたことについて、

熊谷事務部長は「本社から前日に連絡を受けたが、これほど唐突に発

表するとは思わなかった」「今回急性期医療を基準にしているが、こ

の病院も一定数の患者を間違いなく診ている」「あたかもそういう（急

性期の）患者を一人も診ていないというイメージで出たことについて

は心外」と話しました。地元の町役場には「日赤はどうなるのか」と

心配する問い合わせもあったそうです。「近隣病院とは連携、住み分

けもできている」とし、車で20分圏内という基準にも疑問を呈しま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

  

 

  

   

 

 

地域医療と公立・公的病院を守る長野県連絡会  Ｎｏ．2    ２０２０年 2 月 6 日 

ＴＥＬ026-223-1281 ＦＡＸ026-223-1291 Ｅ—ｍａｉｌ： naganosyahokyou1281@star.ocn.ne.jp 

 

 

１月３０日（木）、下伊那厚生病院の朔哲洋院長、下里孝志事務長と懇談。

院長は地域の人口減がすすむ中、効率化も含め考えないといけないとしたう

えで、「この地域の公的病院は、今回基準となった救急医療や周産期医療と

は違う役割を担っている。そこを都会の病院と同じ基準で判断されたのはま

ずかったと思う。今回の公表の仕方はまずい」と話しました。「地域医療調

整会議でもお互いが良くわかり合ったうえでの意見交換をしている」「アク

セスも都会と違い松川町と高森町とでは住民の生活圏が違い、単にタクシー

でいけば良いという問題ではない」と地域の実情とは乖離した公表を批判し

ました。地域の医療について「自分たちだけの医療の設計図を書いていても

だめだ。住民と一緒に歩んで、地域づくりという視点で、商工会や行政を含

めた総合力を活かして、そこに医療を位置づけることが必要ではないか」と

話しました。 

 

 

 

 

 

厚生労働省は1月17日、2019

年 9 月に公表した病院名に、デ

ータ入力漏れがあったとして、

新たに 20 施設を加えました。

（風評被害を招くなどとして施

設名は公表していません。）また

済生会中央病院など７施設を除

外し、「再検証」を要請する病院

は 440 病院となりました。厚労

省は住民や病院からの不安、反

発にもかかわらず強行姿勢を変

えていません。 

再編統合が必要とした厚労省の全

国424病院公表について、県と県内

77 市町村の計 78 自治体のうち

73％が「不満 51％」「やや不満

22％」と感じていることがわかりまし

た（共同通信）。「おおむね妥当8％」「妥

当0％」だった。茅野市は「地域事

情を無視した一律の判断基準での

公表は乱暴だ」飯田市は「地方では

急性期病院であっても慢性疾患を

診療せざるを得ない」県も「中山間

地域の医療提供など地域の個別事

情を踏まえていない」とした。「不

満」「やや不満」の全国平均（63％）

より県は 15Ｐ高かった。 

信
濃
毎
日
よ
り

左
図
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（三澤弘道院長）人間が住むには、水道とか、医療がないと住めない。

いくら車が発達しても。病院があっても見てもらえないのでは、その地

域が崩壊していく。合併を当院と東御市民病院ができるわけがない。30

分はかかるし住民の生活圏が違う。当院のような小さな病院で特色持っ

て、働いている人も、住民もお互い良い感じでやっていくのがいい。組

合立なので町長とも共有して、全国町村会でも国に陳情している。病院

は長和町にとっても一番おおきな企業。雇用にも大きな影響。一番は地

域を守ること「ゆりかごから墓場まで」外科系からシフトして内科医を

増やし、優しい病院をめざしていく。コメディカルといかにうまくやっ

ていくかも大切。みんなで地域をまもる。病院、地域、患者、みんなで

地域を考えたい。 
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（由井和也副分院長）地域の方から心配と強い不安の声が寄せ

られた。率直にいっていきなりこうした形で情報がでたこと

は遺憾に思っている。佐久総合病院は、農村医療を守ること

を使命にしてきた病院で、今農村が疲弊してきていることに

抗わなくてはならない。この南佐久地域は特に農業など第 1

次産業の割合が収入として多い。この農業地域を支えること

を使命として掲げている私たちにとって、今回の話は地方の

切り捨てのような話。南佐久５町村の首長の皆さんからの期

待があって建てられた病院。今もその期待に違わず、それに

応えるべく頑張っている。小海町の議長名で国に嘆願書と川

上村長による意見書を提出した。中小病院の連絡協議会をも

って意見交換をしてきている。診療については患者さんを取

り合うということではなく、他医療機関ともよく連携し、そ

れぞれの病院の機能に応じて役割分担と住み分けができて

いる。 

 

（小池祥一郎院長）医師がいなくなると経営問

題になる。廃院は避けなければと、先駆けて

10 年かけて中信松本病院と統合した。病院名

公表後に職員にも説明をした。記事に付帯する

背景の説明が不足していると思う。ある議員さ

んから「一緒になるの？」という声もあった。

地域への説明不足もあるのかと思う。もともと

国立病院機構としては、セーフティネット、政

策医療をやってきた。他院がやっていないこと

を得意としているので他と競合しない。統合に

あたって、救急病院の機能とセーフティネット

としての医療をしっかりやっていきたい。 

 

。 

 

 

2/4佐久病院小海分院 

2/7国保依田窪病院 

2/10国立病院機構まつもと医療センター 
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（中野武院長）病院名公表は率直なところ当惑した。国は、

発表はしたが進んでいないというのが現実ではないか。調

整会議で「地域の医療について十分踏まえていないのでは

ないか」という県のペーパーがあり少し安心した。安曇野

赤十字の立ち位置は、松本医療圏だが、安曇野市を中心と

した中核医療を担っている。松本医療圏は信大、相澤病院、

こども病院など県全体の医療を担っている特殊性があり、

それを勘案しないで分類された。松本平も高速道路をつか

えば２０分で行けるが、それを近接と言っていいのか。北

アルプス医療圏からも患者さんがくる。救急車搬入件数は

年間２７５１件。まず病院に打診して公表するもの。ちょ

っと話が違ったという印象。 
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（植竹智義院長）千曲病院の病床稼働率は 85％以上あ

り、冬場は 100％になる。一か月間だけのデータで判

断されても困るしデータの元がなっていない。この地

域は、佐久広域の医療圏として官民関係なくみんなで

一緒に医療を守ってきている地域。本来国が求めてい

る医療ができている地域だ。それを一緒くたに切ると

いうことはおかしい。ここは農業中心で、再編統合で

病院をつぶすことは、第１次産業をつぶすことと同じ。

病院の利用者の 9割は地元の佐久穂町の人々。地域か

らは「千曲病院はどうなってしまうのか」といった不

安の声があがった。19号台風の際に、病院は千曲川流

域住民の避難所となった。災害でも病院が無くてはな

らない存在であることに胸を張ってやっている。 

（事務長）12月町議会では、国に「再編統合をしないこ

と」の意見書を上げた。町長も「危機感を持って受け

止めている」とコメントしている。 

 

（大和眞史院長）浅間総合病院が近接となるが、救

急車で患者を搬送して帰ってくるのに 2時間はか

かる。実際の生活実感として近くはない。もし、

この病院が救急を止めて全部を浅間病院に送ると

なると、今の消防署の規模を倍以上にしないとで

きなくなる。職員にも不安があったが、説明会を

行い、動揺はない。地域からはこの問題で動揺が

出るかと心配していたが、むしろこのことで問題

意識を共有できたと思っている。この地域の住民

からは佐久市、東御、立科議会からも存続を求め

る陳情を上げていただいている。国は医師の「働

き方改革」をすすめるが、これは医師の安定確保

をより困難にするもので非常に心配をしている。 

病院が地域に果たす役割は、 

①災害などへの即応。 

②病院として必要な患者は 

すべて受け入れ、病院間の 

連携で診ていくこと。 

③在宅支援病院として介護 

とのネットワークの要にな 

ること。 

  

 

 

 

3/17川西赤十字病院 大和院長 
2/28千曲病院懇談 

2/5安曇野赤十字病院懇談 
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５月１０日に開催を予定していました「地域医療と公立・公的病院を真もある県民シンポジウム」

は、新型コロナウイルスの感染拡大の状況を踏まえて開催延期することとなりました。シンポジウ

ムで登壇をお願いしていました川西赤十字病院の大和眞史院長からメッセージをいただきました

ので掲載させていただきます。今般の世界的パンデミックにおいて、不測の医療需要に応えられる

医療提供体制の重要性が改めて浮き彫りとなっています。私たちは公立・公的病院の再編統合のリ

スト撤回を求めるとともに、あるべき地域医療について県民的な議論を呼びかけるものです。 

「地域医療と公立・公的病院を守る県民シンポジウム」へのメッセージ 

2020/4/30 川西赤十字病院 病院長 大和眞史 

再検証要請された公立・公的病院、A9B6病院としての考え 

2019年 9月 26日に「再検証要請」公立・公的病院 424病院のリストが公開されて以来、地域住民の方

たち、自治体の首長・議会の方たち、病院関係者と様々な意見交換を重ね、改めて病院の立ち位置を確認

する機会を得ました。地域医療構想と医師の働き方改革は今後 20年間を考えるうえで大きな政策要因で

す。 

厳しさを増す病院の経営課題や国の医療費抑制の中で、人材と設備・材料に対する投資が大きく、労働

集約的で収益性が低い（低い労働生産性）病院経営は規模・機能に関わらず厳しい状態が続いています。 

2014年以来の地域医療構想は、2025年の医療需要予測のもとに地域の状況に合わせて医療提供体制を

リモデリングするよう求めてきました。国からの要求が年 「々手を変え品を変え」厳しくなる中で、公立・

公的 1455病院を 5疾病 5事業を枠組みとした急性期医療の実績（主に手術など）と災害拠点・臨床研修

や医師派遣などの標榜を尺度にして計測し、結果公表して地域医療構想の推進を図ることになったと理解

します。 

この尺度；A項目９個と B項目６個のすべてがチェックされた「A9B6病院」は、1）急性期機能の診療

実績が特に少ない施設は急性期機能を担うべきでない、2）回復期医療機能は民間で代替可能であるとの

意見があることから、同程度の機能を持つ民間病院が近くにある場合には、交付金を受けている公立病院

が退出することが求められる、の 2点を問われます。当院は民間に移譲して赤十字の旗を降ろすべきなの

か？  

地域によっては 9領域の政策医療を十分には提供していなくても、その地に医療資源が乏しく、医療・

介護提供体制を維持していく上で無くてはならない病院もあります。佐久構想区域は、全国と比較して回

復期・慢性期病床の民間比率が 30％程度と低く、公立・公的病院の役割は大きいと考えられます。また民

間移行には、病院の負債や職員の雇用問題などいくつものハードルを越えねばなりません。こうした議論

を調整会議で行う必要があります。国が 2020年度に「重点支援地域」を指定して取組を始めたことに注

目しています。 

 

COVID19  流行を受けて 

昨年の台風 19号による長野県内の災害、現在進行中の新型コロナウイルス感染症の流行に接し、不測

の医療需要を考えねばなりません。この流行で多くの死者を出しているイタリアでは、欧州連合（ＥＵ）

から財政規律を課された財政赤字と巨額累積債務を減らすため、病院は効率化の下で統廃合され、国民千

人あたりの病床数は 2000年の 4.2から 2017年は 3.2に減少し、高齢化への対応を重視したことで急性期

の病床も減らしました。北部イタリアの保健関係者は「医療への投資を手厚くしていれば、損失はもっと

少なかっただろう」と述べています。以って他山の石とすべき話です。 
  

 

 

 

 

 

 

地域医療と公立・公的病院を守る長野県連絡会  Ｎｏ．５   ２０２０年 ５月 ９日 
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５月１２日（火）「地域医療と公立・公的病院を守る長野県連絡

会」（連絡会）は名指しされた15病院のうち11の公立公的病院

との懇談結果について記者会見しました。新型コロナウイルス

感染拡大のもとで、公立公的病院が果たす役割が明確になって

きているにも関わらず、厚労省は再編統合の要請を撤回してい

ません。これまで連絡会は、3月 19日に県知事宛てに要請書を

提出し、再編統合440病院リスト・「再検証」の白紙撤回を国に

求めること、県内すべての医療機関の存続と医師・看護師など

の確保、必要な医療が受けられる提供体制の整備を求めてきま

した。今後は、連絡会として全国の運動とも連携しながら、政

府・厚労省へ要請するとともに、県民にこの問題を可視化して

いくことを表明しました。記者会見では県民医連、県保険医協

会、県医労連が発言。SBC信越放送ニュース、読売、信濃毎日、

毎日、しんぶん赤旗各紙で報道がされました。 

SBC 信越放送ニュース（5/12） 

読売新聞（5/13） 

共同代表 宮沢裕夫氏（県保険医協会・会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

地域医療と公立・公的病院を守る長野県連絡会  Ｎｏ．６   ２０２０年 ５月１４日 

ＴＥＬ026-223-1281 ＦＡＸ026-223-1291 Ｅ—ｍａｉｌ： naganosyahokyou1281@star.ocn.ne.jp 

連絡会・原事務局長は「再編統合要請は病院と地域住民の

不安と憤りを与え、自治体からも反発を呼んでいる」「厚労

省の全国一律の基準は病院の実情や地域特性を考慮してい

ない」「病院は地域住民にとってなくてはならない存在。な

くなれば地域社会の崩壊につながる」「医師確保はどの病院

も困難。慢性的医師不足の改善を」「公立公的病院は“競合”

ではなく“共存連携”で地域医療を守っている」「コロナ禍

で役割の重要性がより明らかになった」と懇談結果から見

えてきたことを話しました。また再編統合対象のリストに

感染症指定病院24カ所も含まれており「再編統合方針は緊

急事態に追い打ちをかけるようなもの」と指摘しました。 
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地域医療と公立・公的病院を守る長野県連絡会  Ｎｏ．７  ２０２０年 ７月 22 日 

ＴＥＬ026-223-1281 ＦＡＸ026-223-1291 Ｅ—ｍａｉｌ： naganosyahokyou1281@star.ocn.ne.jp 

県民シンポジウムは今年中にリモート開催で検討中。 

 

7 月 9日（木）飯綱町立飯綱病院との懇談を行いました。院

長は公務のため大川和彦事務長が応対されました。大川事務

長は厚労省からの「名指し」について「当初は風評被害も心

配であった」と話しました。公表後、理事者と急きょ懇談し

て方向性を検討してきたそうです。「（厚労省の分析結果は）

まともに取りあえるようなものではなかった」と話しまし

た。以下、概要です。 

（厚労省の全国一律基準について）信越病院と長野市民病院の中間にありますが、当院とやっている医療も違いま

す。冬場の悪天候もあります。役割分担はされているので、既成事実の指標をあてがわれるのは納得いきません。 

（地域医療の連携について）長野市民病院から非常勤医の派遣をしてもらっています。長野市内の病院に患者さん

を送ることもあります。信越病院とは信越が1次救急、飯綱は2次救急という役割分担で連携しています。 

（地域や職員の受け止め）公表結果について議会でも説明をしてきました。職員の中には「進退をかける」という

人もいましたが、「そんなに慌てたことはないよ」と声掛けもしてきました。伊藤院長がNBSニュースで見解も表

明してきました。今後も地域にゆるぎない存在との考えを貫いていきたいと思います。 

（医師の確保について）永遠の課題と思っています。苦しい時代もありましたが、今は地元に家を建て町内に生活

する医師もいて安定してきました。ただ、医師の高齢化と定年は課題です。なかなか思うようにいかないところ

もあります。 

（新型コロナの影響について）想定していたダメージはなかった。帰国者接触者外来の話があったときには断らざ

るをえませんでした。発熱外来をつくって、指定病院に送るという方針となりました。救急をやっている病院は

（この地域で）ここしかない。２次救急なので入院まで行います。飯綱町は１万１千人が住んでいます。町内で

夜間救急やっていることがどれだけ住民の安心につながっているかを考えてみてほしいと思います。 

 

7 月 21日（火）地域医療と公立・公的病院を守る長野県連

絡会（以下、連絡会）は、厚生労働省に対して要請を行い

ました。病院名が公表された県内15病院のうち13病院の

病院長、事務長らとの懇談を踏まえ、病院名リストと再検

証要請の白紙撤回など地域医療構想の進め方に再考を求め

ました。連絡会からは宮沢会長を含む5名が参加。加藤厚

労大臣宛の要請書を迫井大臣官房審議官に提出するととも

に1時間弱にわたり懇談しました。 

7/21 連絡会として厚労省要請 

7/9町立飯綱病院との懇談 
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長野県連絡会は 11月 15日（日）、地域医療と公立・公的病院を守る県民シンポジウムを長野バスター

ミナル会館で開催しました。厚労省の「再編・統合」要請の問題点を共有するため、研究者、名指しさ

れた病院、住民代表らが地域医療や公立・公的病院の役割について意見交換しました。病院長から「医

療費の削減を目的とした病院の統廃合や医療体制の縮小は見直していただきたい」など、厚労省がすす

める再編統廃合の進め方に異論が出されました。地域医療を町づくりの一環として位置づけること、住

民と十分な話いあいで進めていくことなどが明らかになりました。各病院長が地域医療を守ることに熱

い思いを語りました。同時に、医師やスタッフ確保の問題、車に乗れない人の病院へのアクセスの問題

など、病院や地域の課題も話されました。 

 

 

 

 

    

   

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域医療と公立・公的病院を守る長野県連絡会  Ｎｏ．８  ２０２０年 １１月 １８日 

ＴＥＬ026-223-1281 ＦＡＸ026-223-1291 Ｅ―ｍａｉｌ： naganosyahokyou1281@star.ocn.ne.jp 

 

 

基調講演 三重短期大学 長友薫輝教授 

全世代型社会保障は雇用労働改革のための社会保障改革である。人口減少での労働力確保

のため。その 4 カ条は「お上に頼るな」「病気になるな」「要介護になるな」「少なくとも 70

歳まで働け。（できれば死ぬまで）」である。医療保障の縮小にあわせた健康、疾病の自己責

任化、社会保障を儲けの対象にしようとするもの。医療費抑制のために自己負担を上げると

いうが医療費を下げるデータはない。なぜなら必要な人しか病院には行かないから。予防も、

医療費を抑制するというデータはなく、長期的には寿命が延び、医療費は伸びる。 

再編統合の再検証により病院を変えると介護や地域も変わる。「診療実績」と「類似かつ

近接」の 2 つの評価基準は分析の根拠が明らかでない。全国の感染症指定医療機関 367 病院

のうち、346 病院は公立公的病院が担っている。（再検証は）地域医療構想で必要病床数を

達成できなかったため、厚労省が「強制」を発動したもの。地域医療構想の影響はベッドだ

けでなく医療介護従事者の人員体制にも及ぶ。名指しリストは反証できないデータに基づく

ものであり数字だからといって過剰に信じてはならない。 

地域から社会保障をデザインしよう。地方の若者流出に対して（大学は公立化して対応し

ているが）病院は地域を支えきれているか？社会保障は地域経済の循環を作り出すもの。町

づくりの中に地域医療を位置づけ、持続あるものにしていくことが大切だ。 

地域から医療保障をつくりましょう！ 

社会保障充実で感染症にも強い社会を！ 
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住民代表 清水一宏氏（高森町） 

住民にとって診療実績は関係ない。すぐ診 

てもらえるかどうかが大事。（再検証要請は）不

自由な体、付き添う家族のこと考えていない。

下伊那日赤、下伊那厚生ともに地域に根差した

医療をやってくれている。（近接 20分というが）

大鹿村からは 1時間もかかる。通院途中に店が

あり、患者は買い物をする。みんな生活がある。

ご婦人たちが運動をして建てた下伊那厚生病

院。再編統合は何としても阻止したい。 

 

佐久穂町立千曲病院 植竹智義院長 

将来を見越して現在のベッドを減らそうとす

ることに無理がある。公立公的病院が必要な

地方ほどやり玉に。住民は仕事と生活がそこに

あるから住んでいる。地方創生といいながら

“地方殺し”ではないか。必要なのは医療従

事者全体のマンパワー。地域にでるとそれぞれ

の「プロ」が地域を支えていることがわかる。医

師もその一人。住民の命ある限り医療を続けた

い。 

川西赤十字病院 大和眞史院長 

人口減少や高齢化が進む中山間地の医療を公

立公的病院が担っている地域には（再検証要請

は）適切ではない。佐久医療圏は各病院が機能

を分担して高度から回復期まで担っている。

収支は企業であり頑張りたいが、公立・公的病

院を数字で評価する尺度がよいのか。川西赤十

字は地域が作って支えてきた歴史がある。健康

な人も病院のことをわかってもらう努力をして

いきたい。 

 

飯山赤十字病院 石坂克彦院長 

（再検証対象に）びっくりした。救急車の搬送

は平均22分。冬季は20分では到着しない。常勤

医を増やす努力をし、救急搬入、コロナ感染者

受入れで地域医療を守ってきた。断らない医療

で北信 2次医療圏を近隣病院とともに完結させ

ている。自治体との連携、住民に十分な医療の

提供を戦略にして医療を守っている。病院を継

続できるように。経済中心の話ではなく、住民の

いのちを守っていきたい。 

 

＜ 行動の呼びかけ ＞ 
① 県民シンポジウムのＤＶＤ学習をすすめましょう。 

公立公的病院の役割について地域住民と共有し、 

学習運動をすすめましょう。 

 

② 安全安心の医療・介護を実現するための「いのち署名」 

に取り組みましょう。 

 

③ 県内で自治体要請と議会陳情・請願に取り組みます。 

市町村議会の傍聴をしましょう。 

 

「 いのち署名 」 

に取り組みましょう！ 
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コロナ禍での
大阪府・府保健所職員の実態

2021年11月23日
第12回地域医療を守る運動全国交流集会

大阪府関係職員労働組合
中曽根 万紀子

保健所って

憲法第25条
第１項 健康で文化的な最低限度の生活を営む権利
第２項 社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進

保健所
• 都道府県、政令市、中核市が設置
• 行政職のほか、医師、保健師、栄養士、診療放
射線技師、臨床検査技師、獣医師、薬剤師、精
神保健福祉相談員などが配置

• 感染症対策、精神保健、難病対策、母子保健、
食品・環境衛生監視 など業務は多岐にわたる
保健センター

2
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保健師が実施する新型コロナウイルス対応の主な内容

電話相談対応、受診調整
検体採取、搬送
入院、宿泊療養、自宅療養の調整と患者移送
積極的疫学調査
濃厚接触者や感染が疑われる者への検査
医療機関や福祉施設等における感染症対策の支援
濃厚接触者や自宅療養者の健康観察等
入院患者・宿泊療養者の病状把握
自宅療養者の症状悪化時の入院調整、移送

3

保健師の声（詳しくはツイッター @fusyokuro）

急変する人も後を絶たず、救急車を呼んで病院に直接連絡して
ベッド確保できるまで帰れない日々が続く。夜中にタクシーで
帰って、明け方にコールセンターからの電話で起こされる。

子育て中の保健師も休日勤務。親が知らぬ間に学校へ行ってな
かったり、子どもへの影響が深刻。

管内で２桁の陽性者が連日発生。昼食が取れず１８時過ぎに食
べることも。昨日は終電前に慌てて帰宅。陽性者の調査と相談、
方針決め、濃厚接触者の対応や他保健所への依頼等の繰り返し
で誰に何を話してるかわからなくなってくる。

4
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保健師の声（詳しくはツイッター @fusyokuro）

全国に先駆けて大阪府がトップダウンで作った入院フォロー
アップセンターですが、完全に機能不全を起こしています。患
者さんとの対応や療養先の判断を全て保健所の責任にしつつ、
入院や転院の要請がことごとく断られます。

基礎疾患のある高齢の患者さんが自宅療養となり、毎日体調確
認をしていますが、家族から「早く入院させて」と。入院フォ
ローアップセンターに伝えるも決まらず、夜中に呼吸苦で救急
搬送、入院となりましたが、数日後に亡くなりました。亡くな
る方が増え、やりきれない気持ちです。

5

１９９４年：保健所法廃止、地域保健法改正
当時、大阪府には２２の保健所と７つの支所（政令市・中核市の大阪
市、堺市、東大阪市を除いて、羽曳野市、泉南市以外の全ての市に保
健所は設置）

２０００年：２２保健所７支所のうち７保健所（門真、大東、
松原、狭山、泉大津、貝塚、尾崎）を支所に「格下げ」
１５保健所１４支所に再編、職員４０人削減

「身近なサービスは市町村、都道府県は専門的・広域的業務」
という国の方針に従い、保健師業務が地区分担制から業務分担
制へ。

なぜ、保健所機能は低下したのか（１９９４年以降を振り返る）

6
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２００１年：各保健所の栄養士を４ヵ所に集中化、１４人削減

２００４年：保健所１４支所（門真、大東、松原、狭山、泉大
津、貝塚、尾崎、能勢、箕面、千里、摂津、柏原、河内長野、
高石）を廃止
職員５０人（行政職２６人、保健師１１人、放射線技師１３人）削減

中核市移行により、６保健所（高槻、豊中、枚方、寝屋川、八
尾、吹田）が市へ移管
現在９保健所（池田、茨木、四條畷、守口、藤井寺、富田林、和泉、
岸和田、泉佐野）

なぜ、保健所機能は低下したのか（１９９４年以降を振り返る）

7

8

２０００年
６１保健所

２０２０年
１８保健所

・⼤阪府 ２９
・⼤阪市 ２４
・堺市 ５
・東⼤阪市 ３

・⼤阪府 ９
・⼤阪市 １
・堺市 １
・東⼤阪市 １
・その他

中核市 ６
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４⽉ ５⽉ ６⽉ ７⽉ ８⽉
職員Ａ 127 97 67 99 147 
職員Ｂ 125 66 21 85 183 
職員Ｃ 112 80 48 77 152 
職員Ｄ 117 65 48 91 163 
職員Ｅ 116 143 93 69 128 
職員Ｆ 129 93 85 56 126 

ある保健所の時間外勤務実態の一例
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 健康医療部
• 保健所を含むコロナ対
策

 政策企画部（危機管理室）
• 宿泊療養、ゴールドス
テッカー、見回り隊、
緊急事態宣言

 商工労働部
• 時短協力金の審査・支
給

公務と政治の切っても切れない関係・・・維新府政

•維新府政の中で何が変わったのか
•「組織の空気が変わった」
職員の手足を縛り、口をふさぐ３つの条例
職員基本条例、労使関係条例、政治活動制限条例

•労使関係条例
• 「管理運営事項」を交渉の対象外に

• 府民要求が掲げられない
• 「交渉時間」以外の組合活動を認めない

【管理運営事項】
 施策の企画、立案及び執行
に関する事項

 府の組織に関する事項
 職員の定数及び配置に関す
る事項

 人事評価に係る制度の企画、
立案及び実施に関する事項

など
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コロナ禍の保健所の実態と職員の疲弊、あきらめ感

•１年半以上も続くコロナ禍の中で
―「もう限界、辞めたい」「眠りたい」「いつまで続くのか」

•長く続く公務員バッシングと職員削減の中で
―「公務員だから仕方ない」「声をあげると叩かれる」

•圧倒的な吉村知事人気

パワーの分析、変革の仮説

どうすれば、力関係を変えて、要求が実現できるか
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保健所職員

あきらめ
ガマン
仕⽅ない

知事や部⻑

府⺠の
⽀持・期待

権⼒
マスコミ

職員には黙っ
て働いてもら
いたい

⼈材バンク作っ
て忙しいときだ
け補充すれば

外部委託すれ
ば何とかなる
でしょ

15

●仲間のネットワーク ●現場の声
●組合の⼒（団結⼒） ●組合員の特技

保健所職員

声を上げて
もいいんだ

知事や部長

府⺠の
⽀持・期待

権⼒
マスコミ

職員には黙っ
て働いてもら
いたい

⼈材バンク作っ
て忙しいときだ
け補充すれば

外部委託すれ
ば何とかなる
でしょ

●仲間のネットワーク ●現場の声
●組合の⼒（団結⼒） ●組合員の特技

現場の声
の発信

組合員が
増えて

⼤きくなる

オンライン
署名
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保健所職員 増やさざるを
得ないなぁ

知事や部⻑

権⼒

17

現場の声
の発信

府⺠の
⽀持・期待

声を上げれば
変えられる

●仲間のネットワーク ●現場の声
●組合の⼒（団結⼒） ●組合員の特技

オンライン
署名

組合員が
増えて

⼤きくなる マスコミ

2021.3
大阪府の各保健所
に保健師と事務職
員１名ずつ増員

ピーク②
（2021.1.15）
署名提出＆記者会見
・保健師が声をあげる
・関係団体からも参加
してもらう

ピーク①
（2020.12.17）
署名提出プレイベント
・保健師が声をあげる
・関係団体の方への参
加呼びかけ
・動画（YouTube）
配信

キックオフ
（2020.10.9）
オンラインランチタ
イム集会
・気持ちの共有と戦
略説明
・オンライン署名ス
タート
・115人参加

・LINEグループの作成→「保健師の声」のツイッターでの発信
・四コマ漫画作成→ツイッターでの発信

（2021.2.24）
署名追加分提出

大阪府職労 保健師、保健所職員 増やしてキャンペーン
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寄せられる応援の声が現場の仲間の力に！

• ６万人を超える署名の重みとともに、後押しして下さった方々のお
顔が浮かび、また一緒に頑張ってきた仲間の想いを噛みしめると胸
がいっぱいになって、何回泣きそうになったか分かりません。変わ
るかもしれないという希望がありました。

• 自分たちの仕事や公務の大切さを公務以外の方々と一緒に伝えるこ
とができたことだけでも胸がいっぱいで、それだけで涙が出て、倒
れそうなくらいの感動と興奮でした。自分たちだけで訴えていると
きとは全く違う何か大きな力に支えられているような不思議な感じ
でした。

• 労働組合があるという大きな安心感があるからこそできた。
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ゴールの部分的達成と次なるキャンペーンへ

•各保健所に保健師１人ずつ増員（行政職員は増員ならず）
•大阪府全体で１０４人の定数増

保健所の状況は改善していない！こんな働かされ方、いったいい
つまで続くのか

• 労基法キャンペーン

私たちもキャンペーンがしたい！
マスコミや住民とのつながり

おわりに：このキャンペーンから学んだこと

経済成長優先、競争の社会ではなく、命とくらし、安全・安心最優

先の自治体が求められている。

憲法２５条の精神に立ち返り、公衆衛生の向上、福祉の増進、社会

保障の充実こそが必要。

現場の現場の労働者とともに成長できる。戦略を立てて声をあげる

ことで、世論が動き、勇気と希望を感じることができる。

「公務員だから仕方ない」から「公務員だからこそ声をあげる」

22
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コロナ対応最前線
仕⽅ないからあきらめないへ

第1章 保健所のシゴト、保健師のシゴト
第2章 コロナ禍の保健所の1⽇
第3章 地域住⺠の命と健康を守りたい！
第4章 分け合い、与えあって、⽣きていくことができる社会へ

⼤阪府関係職員労働組合・⼩松康則（共著）

発⾏：⽇本機関紙出版センター
定価 1,000円＋税
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静岡県内の運動報告 

                    静岡自治労連医療部  望月雅貴 

1， 地域医療について 

いきなりの名指し発表から 2 年。あきらめず県との交渉を重ね地域にも伝える。 

1 年半後の県との交渉で「名指し病院全て統廃合せず存続と国に伝えた」と朗報。 

 

「コロナ用病床確保した県内医療機関 42 の内、公立公的病院が 34。主に中等症・重

症患者を受け入れて頂き、中核的役割を担って頂いた」と県の厚生保健委員会でコロ

ナ対策課長の発言。「県内 700 床のコロナ対応病床の内、高度急性期、急性期病床が

9 割を占める」事も判明。 

 

病床削減は、看護師削減と連動していることを伝えてはがきのポスティングを開始 

 

2， 首長訪問を通し、漸進的な回答を県内で共有し交渉に活かす 

病院理事長が「病院は感染病棟への応援体制などすべての職員が頑張ってきた。職員

は一時金削減だけの提案では納得しない。これからの提案となるが例年の 3 月の特別

業績手当交渉の中で、一時金マイナスを上回る支給を一律で検討していきたい。原資

はコロナワクチン接種の補助金を充てたい。」この回答を自分たちの交渉で伝えて当

局に迫る。休暇などで前進を勝ち取る。 

 

 

3， 諦めずに粘り強く、組合員の要求を伝える活動 

2 年越しに要求書を提出し続け、手当を勝ち取った湖西病院。 

 

院内クラスターが発生した時の慰労金の組合要求に対して、全職員に防疫手当支給。

しかし、以前から支給されていたコロナ患者対応の病棟職員には変化なしに不満続出。

交渉を重ねても「条例で二重手当は出せない！」の一点張りで、ついに市長交渉。 

現場の想いを付箋に記した張り紙でも訴え、市長が条例改正を英断。 

しかし、前代未聞の過去に遡っての条例改正なので、反対意見も根強く、議会提案を

延期せざるを得なくなったが、11 月議会でクラスター時の病棟看護師等への上乗せ手

当が決着。 
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京丹波町の地域医療を考えるつどいニュース
京丹波町の地域医療を考えるつどい実行委員会 202１．10．13

≪連絡先：京都社保協 ℡ 075-801-2526≫

10/9「町の財政と地域医療を考えるつどい」
会場いっぱい50人が参加 熱心に聞き入る

京
丹
波
町
病
院
は
、

町
財
政
か
ら
も

持
続
可
能

（
平
岡
先
生
）

世
界
的
に
も

少
な
い

医
師
・看
護
師
の

大
幅
増
員
を
（
村
田
先
生
）

騙
さ
れ
な
い
た
め
に

「
町
財
政
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
、

病
院
の
維
持
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
」

に
つ
い
て
講

演
さ
れ

た
平
岡

先
生
は
、

講
演
の

冒
頭
に

「
自
治
体
財
政
は
、
小
難
し
い

用
語
が
多
く
、
つ
い
つ
い
、
政

府
や
自
治
体
当
局
に
騙
さ
れ
る

こ
と
が
あ
る
」
と
し
て
、
「
合

併
し
な
い
と
財
政
が
破
綻
す
る
」

と
す
す
め
ら
れ
た
平
成
の
大
合

併
や
「
コ
ロ
ナ
で
自
治
体
財
政

は
危
機
」
を
理
由
に
し
た
住
民

サ
ー
ビ
ス
削
減
攻
撃
、
病
院
の

統
廃
合
や
水
道
事
業
の
広
域
連

携
な
ど
も
、
ウ
ソ
が
多
く
、

「
騙
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ

と
が
重
要
」
と
財
政
分
析
の
重

要
性
を
強
調
し
、
京
丹
波
町
財

政
の
財
政
に
つ
い
て
、
具
体
的

資
料
を
示
し
な
が
ら
講
演
を
行

い
ま
し
た
。

分
断
攻
撃
許
さ
な
い

世
代
間
の
連
帯
を

「
国
の

医
療
費
削

減
政
策
か

ら
地
域
医

療
を
守
る

た
め
に
何
が
必
要
か
」
に
つ
い

て
講
演
さ
れ
た
村
田
先
生
は
、
政
府

の
こ
の
間
の
攻
撃
の
手
口
と
し
て
、

若
者
と
高
齢
者
を
対
立
さ
せ
る
世
代

間
分
断
攻
撃
が
あ
り
、
そ
れ
を
許
さ

な
い
世
代
間
連
帯
の
重
要
性
を
指
摘
。

ま
た
、
そ
も
そ
も
医
師
や
看
護
師

は
先
進
国
と
比
較
し
て
、
数
が
異
常

に
低
く
、
コ
ロ
ナ
禍
に
関
係
な
く
ギ

リ
ギ
リ
の
状
態
で
病
院
が
運
営
さ
れ

て
お
り
、
日
本
の
医
療
は
数
る
ど
こ

ろ
か
、
直
ち
に
予
算
を
増
や
し
、
医

師
、
看
護
師
を
増
員

す
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
て
い
る
と
強
調
さ

れ
ま
し
た
。

10
月
９
日
、
京
丹
波
マ
ー
ケ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
ホ
ー
ル
で
開
催

さ
れ
た
「
町
の
財
政
と
地
域
医
療
を
考
え
る
つ
ど
い
」
に
は
、
50
人
の

住
民
ら
が
参
加
。
平
岡
和
久
さ
ん
（
立
命
大
教
授
：
財
政
学
）
、
村
田

隆
史
さ
ん
（
府
立
大
准
教
授
：
社
会
保
障
）
の
講
演
に
熱
心
に
聞
き
入

り
、
京
丹
波
町
病
院
を
守
る
財
政
的
な
根
拠
や
、
社
会
保
障
の
立
場
か

ら
の
意
義
を
深
め
ま
し
た
。
尚
、
会
場
募
金
の
訴
え
に
、
２
万
３
１
３

０
円
の
ご
協
力
が
あ
り
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

【
京
丹
波
町
の
財
政
の
特
徴
】

①

京
丹
波
町
財
政
は
、
過
去
の
多
大
な
投
資
に
と
も
な
う
公
債
費

負
担
に
よ
り
圧
迫
を
受
け
て
お
り
、
さ
ら
に
新
庁
舎
建
設
に
よ
る

起
債
増
大
が
さ
ら
に
財
政
を
圧
迫
し
、
経
費
削
減
の
た
め
に
住
民

サ
ー
ビ
ス
が
低
下
す
る
恐
れ
が
あ
る
。

②

た
だ
し
、
町
は
予
算
を
厳
し
め
に
見
積
も
っ
て
お
り
、
予
算
ベ
ー

ス
で
の
財
政
見
通
し
は
実
態
を
反
映
し
て
い
な
い
。

③

町
の
財
政
収
支
は
健
全
性
を
維
持
し
て
お
り
、
財
政
の
持
続
性

に
対
し
て
過
度
に
危
機
を
あ
お
る
必
要
は
な
い
。

④

京
丹
波
町
病
院
事
業
に
つ
い
て
は
、
不
良
債
務
は
な
く
、
持
続

可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
医
師
・
看
護
師
を
確
保
し
、
病
床
利
用

率
を
上
げ
て
い
く
こ
と
が
、
病
院
の
地
域
に
お
け
る
役
割
を
果
た

し
な
が
ら
、
経
営
を
健
全
化
す
る
た
め
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。

≪平岡先生は、町財政の4点の特徴を強調しました≫

村田先生

平岡先生
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（表ー１） 愛知県における公立・公的医療等の再編・合理化の経過と計画 2021/11現在

2008 一宮市立市民病院今伊勢分院 217床 一宮市 移譲

2009 一宮市立尾西市民病院 186床 一宮市 移譲

2009 高浜市立病院 104床 高浜市 移譲 医療法人豊田会

2011 名古屋市立城西病院 226床 名古屋市 移譲 医療法人偕行会

2013 名古屋市立東部医療センター守山市民病院 101床 名古屋市 移譲 医療法人いつき会

国保東栄病院 40床 東栄町 指定管理者 医療法人財団せせらぎ会 指定管理期間終了

2012 名古屋市立緑市民病院 300床 名古屋市 指定管理者 医療法人純正会 2023/3で指定管理終了
2019 あま市民病院 180床 あま市 指定管理者 （公社）地域医療振興協会 指定管理期間20年契約

一宮市立市民病院 560床
一宮市立木曽川市民病院 138床
＊一宮市立市民病院今伊勢分院 移譲
＊一宮市立尾西市民病院 移譲

東海市立東海市民病院 199床 東海市
東海市立東海市民病院分院 154床 東海市
知多市立知多市民病院 300床 知多市

県立循環器呼吸器病センター 286床 愛知県 廃止 一宮市立病院へ（循環器・結核・感染症）機能移転
稲沢市民病院へ（循環器の一部）機能移転

名古屋市立東市民病院 498床 名古屋市 センター化 東部医療センター
＊東部医療センター守山市民病院 移譲 ＊101床分
名古屋市立城北病院 251床
名古屋市立城西病院 185床 500床
東部医療センター守山市民病院 ＊99床
西部医療センター城西病院 移譲 ＊120床分
名古屋市立緑市民病院 指定管理者

愛知県がんセンター愛知病院 276床 愛知県 移管 岡崎市立愛知病院（151床） 回復期・慢性期
岡崎市民病院 715床 岡崎市 急性期・結核・感染症機能

半田病院 ４９９床 半田市 移転建替え 建替2025年、急性期

常滑市民病院 265床 常滑市 慢性期中心

西尾市民病院 372床 西尾市

碧南市民病院 320床 碧南市

県下１３市町村またぐ22の医療施設・介護施設 大学病院―特定機能～機能分化
中心―藤田医科大学（1,384床）

藤田医科大学が、岡崎医療センター（400床）を開設。
2020/2～3―開設準備に際して、「新型コロナ感染症患者受入れ専門病院」として稼働。―

大学入学定員（岐阜大学―医師660、看護330　名古屋大学―医師662、保健学科806）+両大学院
附属病院―両病院間の診療等の検討は今後具体化。先ずは、医療情報の統合化など

2019/4に岡崎市へ移管した県立愛知病院を、県立病院として再開（補正予算で、26.5億円を組む―当初40床程度のコロナ専門病院）

2018年度「市立病院の在り方有識者懇談会」の附属病院化を受けて具体化。
名古屋市立大学病院（800床）+東部医療センター（498床）+西部医療センター（500床）＝1798床と、全国公立病院系列でも最大規模？
愛知医科大学が医療法人北斗病院（岡崎市内）の移譲を受け「愛知医科大学メディカルセンター」（270床）を開設。
＊当初―190床（急性期50+回復期100+慢性期40）の運営

第一赤十字病院（中村日赤）852床+第二赤十字病院（八事日赤）806床＝1，658床・・経営統合を準備中
　 2023年3月で指定管理機関終了する「名古屋市立緑市民病院」の経営を、名古屋市立大学附属病院化する計画
2023年4月予定 「緑市民病院のあり方を考える有識者懇談会」（2020/1～）での検討中（答申は出ていない）　「名古屋南部地域医療連携推進協議会」で報告

　「名古屋南部地域医療連携推進協議会」で報告―205床（急性期100+回復期105）
　 名古屋市立厚生院の縮小・廃止計画（2021/3市議会）を公表し、「附属病院」（204床）を名古屋市立大学附属病院化方針を示す。
時期は未定 特別養護老人ホームは廃止し、附属病院の「医療保護施設」機能を見直し、高齢者専門病院・研究施設をめざす。

「厚生院のあり方検討に関する懇談会」（2017/12～2020/10）の結論を受けて、
2023年4月予定 社会医療法人杏嶺会「一宮西病院」が、開設病院を統合し、801床の県内民間病院最大規模病院を開設予定（2023年）

＊（一宮西465床、尾西記念137床、上林記念257床）を統合予定。

半田市と常滑市の病院事業を経営統一の検討

名古屋市立病院５病院体制を、２センター+１病院（指定管理）へ再編成。病床数削減

国立名古屋大学と岐阜大学が「東海国立大学機構」を結成（組織、財政の一本化で効率化）
2020年4月

名古屋市立病院２センターを名古屋市立大学の附属病院化
2021年4月

岡崎市立愛知病院を県立愛知病院として「コロナ専門病院」を開設
2020年10月

2011

西部医療センター　新設
～2020まで

県立病院を岡崎市に経営移管
2019

2007～ 東栄医療センターとして、診療所化。2020/3人工透析を中止、2022/7入院病床の廃止を計画するも、人工透析復活や医療守れの住民運
動で、町長リコール住民投票が成立、町長辞職に伴う出直し選挙予定（2021/7）

地域医療連携推進法人―「尾三会」

2017年 地域医療連
携推進法人

人事交流派遣・カルテ共有・医療機器材料の共同購入・セント
ラルキッチン化

＊当初は、統合新病院の検
討～両病院存続で経営統合
（地方独立行政法人）で検討

会

検討中
2025/4経営統

合予定

西尾市民病院と碧南市民病院の経営統合の検討
経営統合・地
方独立行政
法人化

統合を検討して
いたが、折り合
わず単独再編

へ

2010

東海市と知多市の病院事業を統合－「一部事務組合（西知多医療厚生組合）」として運営

2009

自治体合併に伴い「一宮市」内公立４病院を、２病院へ再編

県立病院を廃止し、機能を市立病院に移転（一宮市立病院+稲沢市民病院）

＊主に医療機関の再編統合・経営形態の変更関連の事項を掲載。　これ以外に、公立・公的医療機関中心に、運営病床の削減や機能転換あり

名古屋市内2つの日赤病院を「日赤愛知医療センター」として一体運営化（愛知医療センター第一病院、愛知医療センター第二病院）
2021年7月

2020年4月

2021年4月
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「なごや医療モデル（仮称）における緑市民病院及び

厚生院附属病院のあり方について」 (健康福祉局関係 ）  

が提案される！  
 「緑市民病院」・「厚生院附属病院」については、

名古屋市立大学の付属病院化があたかも既定路

線であるかの様に、その在り方について、一切の

提案・承認もなく事実経過が積み上げられて来ま

した。こうした不透明な経過に対する批判の高ま

りがある中、名古屋市健康福祉局は 9 月議会―10

月 8 日開催の「財務福祉委員会」に『なごや医

療モデル（仮称）における緑市民病院及

び厚生院附属病院のあり方について』(健

康福祉局関係）を提出し説明しました。

市側の説明と議員の質問等については、

名古屋市議会 HP 上の「委員会中継」映

像で確認することが出来ます。（議事録は

後日掲載予定）事務局が入手した資料によれば、 (概要を以下に掲載します )  

《公立公的病院等再編・統合阻止》   ２０２１年１０月１２日                                              

ＮＯ．１５６ 

                                 発行：「424 愛知共同行動」事

務局 愛知社保協地域医療委員会

(文責：長尾-☏052-871-7856)                                                        
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＊「なごや医療モデル」では、なぜ、2 病院を名古屋市

立大学附属病院としなければならないかの根拠を説明

することにはなっていません！今後、この計画に対す

る反論とともに、2 つの病院では、それぞれ住民組織が

結成され「署名」等の運動がスタートしています！ 
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徳島県議会「国立病院機構病院の機能強化

を求める意見書」全会一致で可決 

小松島市議会「いのち意見書」可決県内５割達成 
通称「いのち署名」＝安全安心の医療介護の実現と国民のいのちと健康を守るための国会請願署名 

県内市町村議会には「いのち署名」と同趣旨の国への意見書提出を要請（陳情・請願） 

出典元：徳島県議会ホームページ 

いのち意見書可決１２議会 
徳島県内 24市町村の内、５割の地方議会が「医療

提供体制の抜本強化」を求めています。 

阿南市･三好市･吉野川市・石井町･板野町･北島町･

神山町･勝浦町･上勝町･牟岐町､同趣旨の意見書を

昨年 3 月議会で採択した那賀町を含め１２自治体 

小松島市３月議会で可決 

徳島県医療労働組合連合会 

〒771-0112 徳島市川内町富吉５５-８ 

tokuirouren@hotmail.co.jp 

℡070-5515-6682 fax088-665-2691 

発行／２０２１年４月２０日号 

全医労徳島地区協議会（議長・工藤純子）は、２つの支部

の地元（板野町議会と吉野川市議会）での「国立病院機能

充実を求める意見書」可決に続いて、県議会での可決を目

標に 2020 年秋から 21 年春に県議会議員への働きかけを

継続してきました。その努力が 2 月議会で結実しました。県

議会では、2019年 2月の「国立徳島病院存続決議（徳島病

院守る会）」に続く、全会一致の可決の快挙です。 

小松島市議会には 2020 年 11 月 9 日と 12 日の 2 回訪問、前川英貴市議（志士の会）

と橋本昭市議（共産）に紹介議員を快諾いただき３月議会で可決。写真は議長の許可

を得て議場で前川市議（中央）と津川さん（右：健生協労組）と県医労連の井上書記長 
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公立公的病院の維持・存続を求める意見書可決 
「地域医療充実を望む県民の総意」徳島県議会は４回目

徳島県議会は、2021年 9月定例会最終日（10/1）に

「新型コロナを踏まえた公立・公的病院の維持・存続

を求める意見書」を可決しました。2021年 3月定例会

「国立病院機能充実を求める意見書」。2019年 2月定

例会「国立徳島病院存続決議」に続く快挙です。 

遡って、徳島県議会は 2015 年 6 月議会に全国初と

なる「地域の実情に応じた医療提供体制の確保を求め

る意見書」を全会一致で可決しています。2015年の意

見書の特徴は、政府の病床削減計画に対して「①地域

の医療ニーズに応えられない。②医療機関の経営基盤

を揺るがす。③医療従事者の雇用機会喪失。④将来の

医療従事者を目指す若者の士気低下。⑤結果的に地域

の医療提供体制を崩壊させる。」と、政府計画を痛烈

に批判した部分です。そして、今のコロナ禍で相次ぐ

在宅死などは、2015年意見書が指摘した医療崩壊その

ものであり、政府によって作られた人災です。 

徳島県は、7年間で 4回目の地域医療充実を望む「徳

島県民の総意」を示しました。 

医療提供体制充実「医師確保・医学部定員削減阻止」で一致し共同が拡がる 
徳島県保健福祉部・医療政策課の廣瀬和久課長は、「人口比で日本一

医師数が多い徳島県でも外科医と産婦人科医は 20 年前より大きく減

少している。」「医師不足・地域遍在・診療遍在、内科医の 60 歳以上は

39％を占めるなど医師の高齢化は特に深刻な問題だ」と指摘。徳島県

は最優先で「臨床研修医・若手医師確保」に取り組み、政府関係機関

に対しては、医学部定員の地域枠の削減阻止、感染症専門医や不足す

る診療科医の指定枠の採用を要望してきたことを紹介しました。 

徳島県の代表が県社保協主催の学習決起集会に出席し、活動報告を

行うということは今までになかったことです。これは県社保協と県医

労連が地域住民と一緒に行動し、ひっ迫する医療現場の実態改善を求

めて、地方自治体と共同での「地域医療づくり」をすすめる必要性を

重視して、取り組んできたことで得られた運動の拡がりです。 

いのち意見書可決１２議会 
徳島県内 24 市町村の内、５割

の地方議会が「医療提供体制の

抜本強化」を求めています。意見

書を可決した地方議会は、阿南

市･三好市･吉野川市・石井町･板

野町･北島町･神山町･勝浦町･上

勝町･牟岐町､同趣旨の意見書を

昨年 3 月議会で採択した那賀町

を含め１２自治体に大きく広がっ

ています。 

徳島県医療労働組合連合会 

〒771-0112 徳島市川内町富吉５５-８ 

tokuirouren@hotmail.co.jp 

℡070-5515-6682 fax088-665-2691 

発行/2021 年 10 月 1 日号 
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徳島県議会 
2021年 9月定例会最終日（10/1）

に可決された意見書全文 
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11月 5日、全医労徳島支部・四国地方協・徳島県医労連は、吉野川市役所を訪問し、吉野川

市の原井敬市長、吉野川市議会の塩田智子議長と吉野川市健康福祉部の宮本陽一部長と徳島病

院存続について懇談を行いました。懇談には、徳島病院守る会役員で吉野川市議の岡田晋さんも

同席していただきました。 

 冒頭、全医労徳島支部工藤支部長より 6 月議会での徳島病院存続の全会一致での採択、7 月

に吉野川市長名で徳島病院存続要望書を地元選出国会議員に送付し、福山守・三木亨・山口俊一

国会議員が厚労省に要望書を提出して頂いたことに対してお礼の言葉を述べました。 

懇談では、10月末に徳島病院が職員に発表した病棟集約について説明。 

国は感染拡大で病床が足りず自宅療養の実態があったにも関わらず病床数削減をすすめ、ベ

ッド数を減らしたら助成金を支給する仕組みを作っており、徳島病院にも 1億 5千万円が入る

ことを説明しました。「病棟がなくなるのは雇用がなくなるのと同じではないか。市にとっても

重大問題」「受けたい医療が受けられなるのではないか」といった意見も出ました。 

 原井市長は、「徳島県に早急に今回の徳島病院の病棟集約について確認し、皆さんと共有した

い。吉野川市としても今後も徳島病院を存続していきたい。徳島病院にはコロナワクチン接種に

も大きく協力をいただいた。気持ちは同じ。年明けにも厚労省や機構本部に要望に行きたい。」

と発言し、今後も徳島病院存続のために動くことを約束しました。 

（現    状）慢性期 300床（60床×5病棟） 

（令和 4年度中）慢性期 270床（各病棟 5～8床削減） 

（令和 5年度中）慢性期 240床（現在より 1個病棟閉鎖） 

吉野川市長・吉野川市議会議長（左側）らと懇談する全医労・医労連の仲間たち（2021.11.5） 

徳島病院 

病床機能再編

計画（案） 
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5月 19日、中国四国グループは四国地方協に対し、愛媛医療センター付属看護学校の閉校

を伝達しました。伝達内容は、愛媛医療センター付属看護学校は令和 4年度（2022年度）の

入学生を最後に学生の募集を中止し、令和 7年（2025年）3月をもって閉校するとしていま

す。閉校の理由としては、入学応募者が減少し、令和 2年度には近隣に大学（聖カタリナ大看

護学科（定員 80人）、人間環境大看護学部（定員 80人））が開校し、学生確保が困難である

ことや母体病院の経常収支率が過去 5年間９６～９８％で推移し、学校の経営状況も経常収支

率が７５～８７％の赤字で、愛媛県からの補助金も年々減少していることをあげています。 

愛媛医療センター付属看護学校は、昭和14年に開設し今年で 82年目を迎え、2千人を超

える卒業生を輩出し、愛媛医療センターはもちろん、各地で活躍し地域医療に貢献していま

す。 

下記のように、付属看護学校は最近増えている私立に比べ、非常に安い授業料が魅力です。 

いま多くの学生は家庭の事情から多くの奨学金を借りて、晴れて看護師として働きだしても

奨学金返済が重くのしかかり、組合説明会でも組合費の捻出が難しいという新採用者を多く見

受けられます。愛媛県唯一の国立病院機構付属の看護学校をなくしてもよいのでしょうか！？ 

愛媛医療センター付属

看護学校（3年） 

私立 4年生大学看護

学科 

私立 4年生看護学部 

入学金 20万円 28万円 25万円 

授業料（卒業まで） 126万円 400万円 380万円 

学習環境充実費

（〃） 

15万円 200万円 220万円 

合計 161万円 628万円 625万円 

下宿代（卒業まで） 寮・約 15万円 AP・約 240万円 AP・約 240万円 

授業料+住居費 約 175万円 約 868万円 約 865万円 
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事 務 連 絡 

令和３年９月 14 日 

 

都道府県 

各 保健所設置市 衛生主管部（局）御中 

特別区 

 

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 

 

 

今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備えた医療提供体制の構築に 

関する基本的な考え方について 

 

新型コロナウイルス感染症に対応する医療提供体制については、これまでも、

病床・宿泊療養施設確保計画に基づき、感染の拡大状況に応じた計画的な体制整

備を行っていただいているところですが、感染力の強い変異株の流行や、ワクチ

ン接種の進展に伴う患者像の変化、重症化リスクの高い者が重症化することを

予防する効果のある中和抗体薬が使用可能となったこと等を踏まえ、また、今後

も中長期的に感染拡大が反復する可能性があることを念頭に、今後の体制を構

築していくことが必要です。 

その際、医療人材を含めた地域の医療資源には限りがあり、コロナ病床を確保

する際に、その分、一般医療を制限せざるを得ないという状況をそれぞれの地域

で経験したことを踏まえ、一般医療とコロナ医療の両立を図ることが重要です。

具体的には、病床の確保に加えて、臨時の医療施設や入院待機施設といった病床

を補完する機能についても着実に整備を進め、また、感染拡大時における地域全

体での医療提供体制の在り方や、コロナ患者に病状に応じてどのような場で療

養していただくかについてあらかじめ整理しておくとともに、感染拡大時に増

えざるを得ない自宅・宿泊療養者の健康管理・医療支援・急変時対応の体制の強

化、重症化リスクの高い者に対し適切に中和抗体薬を使用する仕組みの整備等

を行うことが重要です。加えて、これらの感染拡大時の医療提供体制を機能させ

るために、制約のある中でもう一段の医療人材確保を行う仕組みをあらかじめ

構築しておくことが重要です。 

こうした点を含め、今後の感染拡大に備えた医療提供体制の構築に関する基

本的な考え方について、下記のとおりお示ししますので、各都道府県において、

感染状況を踏まえつつ、現下の対応と並行して、今後の医療提供体制の在り方に

ついて検討していただくようお願いします。 

115



その際、確保病床について、実際に患者受入れが可能な病床数とは乖離があっ

た地域があるなど、これまでの対応における経験も踏まえつつ、医療提供体制が

ひっ迫した際の対応についてあらかじめ可能な限り具体的に準備を行っておく

ことが、感染の急拡大時の機動的・実効的な対応に繋がることを念頭に、検討を

進めていただくようお願いします。国としても、各都道府県における検討状況や

取組を進める上での課題を具体に伺いながら、検討過程から最大限の助言・支援

等を行っていきたいと考えています。 

なお、病床・宿泊療養施設確保計画の見直しに関する具体的な作業依頼及び、

自宅療養者の健康管理等を含めた保健所の具体的な体制強化策について、追っ

てお示しする予定である旨、申し添えます。 

 

 

記 

 

 

【体制構築の再検討の必要性】 

○ これまでの医療提供体制確保の取組を着実に実施することが基本となるが、

感染力の強い変異株の流行により、本年夏以降にそれまでの１日当たり最大

新規感染者数の数倍の規模での感染拡大が発生したことや、ワクチン接種が

先行した諸外国でも大規模な感染拡大が発生していることを踏まえ、こうし

た場合も念頭に置いた医療提供体制の構築が必要であること。また、重症化リ

スクの高い者が重症化することを予防する効果のある中和抗体薬が使用可能

となったことから、その活用方法について検討することが必要であること。 

 

【今後の感染拡大を見据えた認識共有】 

○ 感染の急拡大により医療提供体制がひっ迫した際の緊急的な患者対応方針

として、一般医療との関係に留意しつつコロナ病床を確保することや、コロナ

患者に病状に応じてどのような場で療養していただくかについて、あらかじ

め地域の関係者間で協議の上、合意形成しておくこと。 

 

○ 地域の医療資源が有限である中で、一般医療とコロナ対応のバランスを図

りながら対応していく必要があることについて、地域住民を含めた理解の醸

成が重要であること。 
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【地域における連携体制の深化】 

○ 確保病床の迅速な即応化（患者受入体制の整備）を行うことができるよう、

確保病床については、患者受入れが実際に可能なコロナ病床を確保するとと

もに、確保病床に入院している一般患者の転院調整について、あらかじめ地域

の医療機関間の連携体制を構築しておくこと。 

 

○ 受入れに当たって特別な配慮が必要となるコロナ患者（妊産婦、小児、障害

児者、認知症患者、がん患者・透析患者、精神疾患を有する患者、外国人等）

について、地域内の受入医療機関をあらかじめ設定する等、確実な受入体制を

整備すること。 

 

○ コロナ病床の最大限の活用のために、地域内の医療機関間の役割分担の明

確化・徹底を行い、コロナ患者受入医療機関から後方支援医療機関等への回復

患者等の転院調整の仕組みを構築すること。 

 

○ コロナ病床の患者受入可能状況の地域の関係者間での共有や、感染の急拡

大により医療提供体制がひっ迫した際の入院・療養先調整機能の都道府県調

整本部への一元化等の体制強化、都道府県調整本部・保健所の調整業務への他

部局からの応援を含む全庁的な追加応援体制の計画的な整備等を進め、都道

府県における入院・療養先調整機能を強化すること。 

 

○ 都道府県が地域の医療関係者等と足下の感染状況や今後の対応方針につい

て十分に認識を共有した上で、コロナ病床の確保や医療人材の応援派遣、自宅

療養者等への健康観察・医療支援等について、感染症の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号）第 16 条の２第１項に

基づく要請を含め、都道府県等から地域の医療機関等に対し協力を求めるこ

とについて検討すること。 

 

【相談・外来診療体制の整備】 

○ 診療・検査医療機関及び受診・相談センターの確保を引き続き行うとともに、

かかりつけ医等の地域の医療機関と連携した相談・外来診療体制を整備する

こと。 

 

【病床確保及び臨時の医療施設・入院待機施設の整備】 

○ 一般医療とのバランスに留意しつつ、感染拡大の状況に応じ、確実にコロナ
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患者の受入れが可能な病床の確保を進めること。その上で、感染の急拡大に備

え、コロナ患者対応の中で医療機関の病床を補完する役割を担うものとして、

臨時の医療施設や入院待機施設（入院待機ステーション・酸素ステーション等）

の確保を平時から進めること。 

 

○ 臨時の医療施設や入院待機施設については、 

・ 感染の拡大過程において、確保病床の即応化を進めるまでの調整弁として

の機能を持たせる 

・ 医療提供体制がひっ迫した際に、自宅・宿泊療養者の急変時の対応や、入

院調整を考慮する際に一定期間の症状の確認や必要な医療介入を行う施設

として活用する 

・ 平時から、一般医療への影響や、コロナ患者受入医療機関の負荷を軽減す

るために活用する 

・ 重症化を防止するため、酸素投与を要しない軽症・中等症者に対して中和

抗体薬の投与を行う 

等、様々な意義が考えられ、中期的な備えとしての活用も念頭に、地域の実情

に応じ計画的な確保を進めることが重要であること。 

 その際、酸素濃縮装置の供給に限りがある中で、新たに酸素濃縮装置を多数

確保することを前提とした計画では感染の急拡大に対応できない可能性があ

ることから、多数の患者に対して酸素投与等を行うことを計画する場合には、

液体酸素等を用いた簡易的な配管設備による入院待機施設の整備についても

検討すること。 

 

【宿泊療養施設における療養体制の整備】 

○ 宿泊療養施設の更なる確保を進めるとともに、稼働率向上のための方策（入

所調整の迅速化のための手順見直しや、看護師等の人材確保、退所後の消毒・

清掃作業の効率化等）に取り組むこと。 

 

○ 特に、医師の定期訪問やオンライン診療等の体制を整備し医療機能を強化

した宿泊療養施設の確保を進め、酸素供給や中和抗体薬の投与拠点として活

用すること。 

 

【自宅療養者の健康管理・医療提供体制の強化】 

○ 本来、自宅療養者等に対する健康観察は保健所等が行うものであるが、感染

拡大時における対応として、地域の実情に応じ、保健所等による健康観察が行
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われる前でも、地域の診療所の医師等が健康観察・医療支援を行う仕組みの構

築を進め、訪問看護ステーション等と連携すること等により、自宅療養者の健

康管理体制を強化すること。また、速やかな健康観察が可能となるよう、平時

から、My HER-SYS・自動架電等の健康観察の効率化に資する仕組みや、医療機

関による発生届提出時における HER-SYS の利用について積極的に導入を図る

こと。 

 

○ 自宅療養者が増加した場合に備え、平時から、パルスオキシメーターについ

いて、手元にある個数を確認しつつ必要な追加確保を進めるとともに、入院待

機施設の整備や宿泊療養施設における対応を含め、必要な酸素投与等が行え

る体制を構築すること。 

 

○ 自宅療養者に対する外来での中和抗体薬の投与体制を整備すること。 

 

○ 自宅療養者の容態が悪化した場合にも対応できるよう、地域の医師会等と連携

し、往診・訪問診療・訪問看護やオンライン診療等の体制を拡充すること。また、

自宅療養者が急変した際に、速やかに入院につなげられるよう、臨時の医療施設

や入院待機施設の活用も含め、移送・搬送体制や患者受入体制の構築を行うこと。 

 

○ 市区町村と連携した自宅療養者の支援体制を構築すること。また、配食サー

ビスの確保や、医療機関等への移送・搬送手段の確保を行うこと。 

 

【医師・看護師等の医療人材の確保】 

○ 感染拡大が大きく生じた場合には、これまでのような医療機関内での人材

確保では足りず、外部人材を活用することが不可欠となることから、あらかじ

めこれを円滑に実施するための仕組みを構築しておく必要があること。 

 

○ このため、都道府県においては、前述した医療機関等に対する医療人材の派

遣の依頼を検討するとともに、医療人材の派遣元機関と受入先機関との間の

派遣調整や、輪番で派遣を行う場合の派遣元機関同士の調整等を一元的に行

う体制を構築すること。 

 

○ コロナ対応を行う現場では、多様な背景を有する人材が就業することが想

定されるため、マネジメントを行う人材の活用が重要となること。また、感染

拡大時に備え、感染症に対応可能な医師・看護師等の人材を確保・育成してお

くことが重要であること。 
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精神科病院におけるコロナ感染の実情 

 
＜日時等＞ 
日時 9 月 15 日（水）11 時 00 分～12 時 00 分  

（厚生労働記者会・厚生日比谷クラブ） 
場所 厚生労働省 9 階 

 
＜説明者＞ 

（公社）日本精神科病院協会   会 長 山崎
やまざき

 學
まなぶ

  副会長 野木
の ぎ

 渡
わたる

 

 
＜団体概要＞ 
日本精神科病院協会は、近代精神科医療のあるべき姿を明確にし、わが国国民の精神保健

の向上と精神疾患を持つ人への適切な医療・福祉の提供、精神障害者の人権の擁護と社会復

帰の促進を図ることを目的として、昭和 24 年に設立されました。民間の精神科病院 1185
病院（令和 3 年 9 月 2 日現在）で組織しております。 
 
＜記者会見概要＞ 

精神科病院では閉鎖病棟も存在し、病棟内でのソーシャルディスタンスの確保、アルコー

ルやソープ等消毒剤設置（誤嚥の発生）、マスク装着等の衛生管理の徹底が難しく、医療ス

タッフが感染対策を懸命に施しても、一旦、ウイルス等による感染症が侵入すると、蔓延し

やすい環境にある。令和 3 年 5 月 20 日の記者会見にて「新型コロナウイルス感染症発生及

び転院状況に関する調査」結果（令和 3年 2月末日時点）を報告し、会員病院の感染状況等

を報告している。 

今回、新たに「新型コロナウイルス感染症対応状況及びワクチン接種状況に関する調査」

を実施したところ、令和 3年 8月 23日時点において感染者が発生した会員病院は 310病院、

総感染者数は 5,091 名（患者 3,602 名・職員 1,489 名）、そのうち感染者の累計が 5 名以上

の病院は 120病院であった。当協会としては新型コロナウイルス感染症の発生当初より精神

科病院でコロナ陽性者が発生した場合には、精神疾患の治療に特化している精神科病院では

感染症に対する専門的な治療には限界があり、速やかに転院出来るよう要望しているところ

である。しかしながら、今回の調査では精神科病院が転院を要請しても転院できず死亡され

た方が 200名を超えていることが判明し、極めて由々しき事態であると認識している。 

 また、その時点でのワクチン接種については、70％の入院患者が既に 2回接種を終えてい

た。65歳以上が 83％に対し、65歳未満が 54％と低く接種が進んでいない状況である。その

背景にはワクチン供給量が足りない、精神疾患で入院する患者について精神症状によりワク

チン接種の同意を得ることや、ワクチン接種券が自宅に送付され、回収が困難など様々な意

見が寄せられています。 

 調査結果を鑑み、当協会は本日、厚生労働大臣あてに要望書「新型コロナウイルス感染症

陽性の精神疾患を有する患者に関する要望（その２）」を提出し、患者の生命を守るため至

急の対応を要望いたしました。 
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  日精協発第 21078号 

令和 3年 9月 15日 

厚生労働大臣 田村 憲久 殿 

公益社団法人日本精神科病院協会 

会 長 山 崎  學 

 

新型コロナウイルス感染症陽性の精神疾患を有する患者に関する要望（その２） 

 

当協会会員病院においては、社会的使命を果たすため懸命に感染症対策に取り組んでいると

ころであるが、精神疾患を有する患者は、その疾病特性から手指消毒、マスク装着、外出自粛

が困難等により感染予防が難しい側面がある。特に、精神科病院では閉鎖病棟も存在し、病棟

内でのソーシャルディスタンスの確保、アルコールやソープ等消毒剤設置（誤嚥の発生）、マ

スク装着等の衛生管理の徹底が難しく、医療スタッフが感染対策を懸命に施しても、一旦、ウ

イルス等による感染症が侵入すると、蔓延しやすい環境にある。 

このような中、当協会では「新型コロナウイルス感染症対応状況及びワクチン接種状況に

関する調査」を実施したところ、令和3年8月23日時点において感染者が発生した会員病院は

310病院、総感染者数は5,091名（患者3,602名・職員1,489名）、そのうち感染者の累計が5名

以上の病院は120病院であった。当協会としては新型コロナウイルス感染症の発生当初より精

神疾患の治療に特化している精神科病院は感染症に対する専門的な治療には限界があり、精

神科病院でコロナ陽性患者が発生した場合には、速やかに転院出来るよう要望しているとこ

ろである。しかしながら、今回の調査では精神科病院の医師が転院の必要性を判断し、要請

したにも関わらず、転院できず死亡された方が200名を超えていることが判明し、極めて由々

しき事態であると認識している。患者の生命を守るため貴殿におかれましては下記について

至急ご対応頂きますよう要望いたします。 

 

記 

 

１．新型コロナウイルス感染症患者が重症化した場合は、原則、感染症専門医療機関で対応

すべきであることは周知の事実である。精神疾患を有する患者においても、新型コロナウイ

ルス感染症に罹患し、医師がその重症化により転院が必要と判断した際には、患者の生命を

守るため自治体首長の責任において遅滞なく対応し、感染症医療、精神医療の両面から必要

な医療の提供が円滑に行われる体制を構築することを貴省に改めて強く要望する。 

 

２．ワクチン接種については貴省の事務連絡「精神疾患による入院患者や人工透析患者への

新型コロナワクチンの接種体制の確保について」に基づき、精神科病院への速やかなワクチ

ン供給を要望する。 

 

３．精神疾患で入院する患者については、精神症状によりワクチン接種の意思の確認が困難

な場合や、接種券の回収が難しい場合等があることから柔軟な対応が出来るような措置を講

じることを要望する。 

以上 
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新型コロナウイルス感染症
対応状況及びワクチン接種

状況に関する調査
結果報告

公益社団法⼈⽇本精神科病院協会
令和3年9⽉15⽇

1

調査概要

■調査期間︓令和3年8⽉23⽇〜8⽉31⽇

■調査対象︓会員病院1185病院（⺠間精神科病院）

■回答病院数 711

■回答率 60%

2
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コロナ陽性者の発⽣状況
N＝711病院 病院数 病院数割合

発⽣した 310 44%

発⽣していない 398 56%

未回答 3 0%

合計 711 100%

N＝711病院 ⼊院患者 病院職員 合計 発⽣病院数 発⽣病院数割合

陽性者数 3,602 1,489 5,091 310 44%

3

陽性者の転院状況

N＝711病院 ⼈数 病院数 病院数割合

転院要請したが転院できずに死亡 235 30 4%

N＝260病院 病院数 病院数割合

転院は必要なかった 115 
202

44%
78%

必要な患者は概ね転院できた 87 33%

必要な患者の⼀部が転院できなかった 14 

58 

5%

22%
必要な患者の半数程度が転院できなかった 10 4%

必要な患者の殆どが転院できなかった 21 8%

必要な患者は全く転院できなかった 13 5%

合計 260 100%

4
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精神科病院のワクチン接種状況
N＝711病院 ⼈数 ２回⽬接種済 接種率（％）

⼊院患者

全体 147,488 103,985 71%

65歳未満 52,059 28,270 54%

65歳以上 89,710 74,500 83%

通院患者

全体 65,461

65歳未満 25,646 

65歳以上 29,135 

通院患者でない⼀般予約者 79,162 

※職員・⼊院患者のワクチン接種数は8⽉23⽇時点の職員・⼊院患者への実施数。
※⼊院患者の数は精神病棟に限った接種⼈数。
※通院患者へのワクチン接種数はこれまで実施した数の累計。
※年齢が不明の回答は全体に算⼊。

5

•本⼈は同意能⼒なく、ご家族へ確認するが連絡
が取れず、同意を得ることが困難。

•成年後⾒⼈からの同意がとれない。
•⾝寄りのいない認知症患者からの同意を得るこ
とができない。

•ワクチンの供給に限りがあり、接種が進まない。
•患者の家族等から接種券(クーポン)を⼊⼿でき
ない。（住⺠票所在地に送付されるので⼊院患
者の接種券取得を病院が直接⼊⼿することが困
難）

精神科病院のワクチン接種に関する意⾒

6
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事 務 連 絡 

令和３年１０月１日 

 

   都 道 府 県  

各  保健所設置市   衛生主管部（局） 御中 

   特 別 区  
 
 

厚生労働省新型コロナウイルス感染症 

対策推進本部 

 

 

今夏の感染拡大を踏まえた今後の新型コロナウイルス感染症に対応する 

保健・医療提供体制の整備について 

 

 

新型コロナウイルス感染症に対応する医療提供体制については、これまでも、

「病床・宿泊療養施設確保計画」等に基づき、感染の拡大状況に応じた計画的な

体制整備を行っていただいているところですが、今夏、感染力の強い変異株の流

行により、これまでの想定を上回る規模・スピードでの感染拡大が生じました。 

今後もこうした感染拡大が中長期的に反復する可能性があることを前提に、

更なる体制の強化を行う必要があります。その際、今夏の感染拡大においては、

地域によっては増加する自宅療養者の症状悪化等に対応しきれない状況も生じ

たことを踏まえ、病床や宿泊療養施設の確保を中心とした医療提供体制だけで

なく、保健所等による療養調整を含めた総合的な保健・医療提供体制を構築する

ことが必要です。 

また、今後、冬にかけて季節性インフルエンザとの同時流行も懸念されること

や、新型コロナウイルス感染症に対応する施設の確保・整備には一定の期間を要

することを踏まえれば、速やかに今後の体制構築の方針を取りまとめ、その実行

に着手することが求められます。 

既に各都道府県等に対しては、「今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大

に備えた医療提供体制の構築に関する基本的な考え方について」（令和３年９月

14 日付け事務連絡）において、今後の体制構築の検討をお願いしているところ

ですが、これらの点を踏まえ、コロナ医療と一般医療の両立を図りつつ、陽性確

認前から回復・療養解除後まで切れ目なく新型コロナウイルス感染症患者に対

応可能で、地域住民が安心できる総合的な保健・医療提供体制を整備するため、

これまで各都道府県に策定いただいている「病床・宿泊療養施設確保計画」を、

新たに「保健・医療提供体制確保計画」として充実していただくこととします。 
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具体的な作業内容について、下記のとおり取りまとめましたので、都道府県、

保健所設置市及び特別区におかれては、この内容に沿って、地域の関係者と協議

の上、本年 10月中をめどに今後の保健・医療提供体制の構築方針を作成いただ

き、遅くとも本年 11月末までに、構築方針に沿った体制を構築し、保健・医療

提供体制確保計画として取りまとめていただくようお願いします。計画の検討・

策定に当たって、都道府県におかれては、管轄下の保健所との調整を行うととも

に、保健所設置市・特別区と連携を行うことにより、また、保健所設置市・特別

区におかれては、管轄下の保健所との調整を行いつつ、所在する都道府県との連

携を行うことにより、実効性のある計画を策定していただくようお願いいたし

ます。 

国としても、各都道府県等における検討状況や取組を進める上での課題を具

体に伺うため、これまでの各都道府県担当を強化し、新たに地域ブロックごとに

「ブロックリーダー」を設置することとしました。今後は、ブロックリーダーを

中心に検討過程から最大限の助言・支援等を行っていきますので、随時、御相談

いただくようお願いします。 

 

 

記 

 

 

 次頁以降のとおりとする。  
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第１章 今後の保健・医療提供体制に関する基本的な考え方 

１．今夏の感染拡大を踏まえた保健・医療提供体制の見直しの必要性 

○ 病床・宿泊療養施設確保計画は、これまで、感染拡大の波ごとに、その経験

を踏まえた見直し作業を実施してきた。その結果、 

・ 量的な側面では、地域の医療関係者等との協議を通じ、確実に新型コロナ

ウイルス感染症患者（以下「コロナ患者」という。）の受入れが可能な病床

等の確保と、感染の急拡大を念頭に置いた体制の整備等が進められ、 

・ 質的な側面でも、患者対応のそれぞれの場面について、目詰まりが生じて

いないかを都道府県が定量的に把握し、速やかな改善につなげる体制の整備

が進められ、機能強化が行われてきた。 

 

○ しかしながら、今夏、感染力の強い変異株の流行により想定を超えた規模・

スピードでの感染拡大が生じたことによって、死亡者数はこれまでの感染拡

大時に比して少ないものの、地域によっては、療養先調整や病床活用、自宅療

養者等の健康観察・診療等の面で、事前に用意した体制が十分機能しない、あ

るいは稼働が間に合わないケースが生じ、また、増加する自宅療養者等の症状

悪化に対応しきれない状況がみられた。同時に、それぞれの地域で、新型コロ

ナウイルス感染症患者のための医療（以下「コロナ医療」という。）を確保す

る際に、その分、一般医療を制限せざるを得ない状況が生じた。 

 

○ 今後、ワクチン接種の進展や、中和抗体薬の活用による重症化リスクの高い

者の重症化予防効果等が期待される一方、こうした感染拡大が中長期的に反

復する可能性があることを前提に、更なる体制の強化を行う必要がある。特に、

今後、冬にかけて季節性インフルエンザとの同時流行も懸念されることや、新

型コロナウイルス感染症に対応する施設の確保・整備には一定の期間を要す

ることを踏まえれば、速やかに今後の体制構築の方針を取りまとめ、実行に着

手することが求められる。 

 

２．今後の保健・医療提供体制が目指す姿 

○ コロナ医療と一般医療の両立を図りつつ、陽性確認前から回復・療養解除後

まで切れ目なくコロナ患者に対応可能な、地域住民が安心できる総合的な保

健・医療提供体制を整備する。具体的には、都道府県ごとに、少なくとも今夏

における最大の感染拡大時と同程度の感染拡大が生じることを前提に、想定

する感染拡大のピーク時における１日当たり新規陽性者数、療養者数等の需

要を設定・推計し、地域住民の目線に立ってその安心を確保するため、❶健康

観察・診療等の体制、❷自宅療養者等の治療体制、❸入院等の体制のそれぞれ
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について体制を見直し、推計需要に対応可能な体制とその担い手を確保する。

これにより、機動的で、より実効性の伴う具体的な計画を策定する。 

 

○ 上記の❶から❸までのそれぞれについて、今回の感染拡大の経験を踏まえ

れば、特に次の点を重点的な目標として体制を確保することが重要である。 

 

❶（健康観察・診療等の体制）： 

＜目標＞ 

すべての感染者が速やかに、かつ継続して保健所等または医療機関から

健康観察や診療を受けられること。 

＜具体的に目指すべき水準＞ 

感染拡大時でも、すべての感染者に、陽性判明当日又はその翌日に保健

所等または医療機関から最初の連絡があり、以降、それぞれの症状に応じ

た頻度で継続的に健康観察や診療を受けられるようにすること。 

 

❷（自宅療養者等の治療体制）： 

＜目標＞ 

治療が必要な者が早期に適切な治療を受けられ、重症化する者が最小限

に抑制されること。 

＜具体的に目指すべき水準＞ 

治療を必要とする自宅療養者等が、症状の軽減や重症化予防のための医

療（中和抗体薬の投与等）を受けられるようにすること。 

 

❸（入院等の体制）： 

＜目標＞ 

入院を必要とする者が、まずは迅速に病床または病床を補完する施設に

受け入れられ、確実に入院につなげられること。 

＜具体的に目指すべき水準＞ 

都道府県の入院基準に基づき、少なくとも重症者、中等症で酸素投与が

必要な者、酸素投与が必要でなくても重症化リスクがある者が速やかに病

院等に入院できるようにすること。 

感染の急拡大等により入院調整に時間を要する場合でも、臨時の医療施

設・入院待機施設等で安心して療養できるようにすること。 

回復後も引き続き入院管理が必要な場合は、後方支援医療機関等で療養

を続けることができるようにすること。 
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○ これらの目標を達成するためには、病床や宿泊療養施設の確保だけでなく、

保健所等による療養調整体制や地域の医療機関との連携による健康観察・診

療等を含め、新型コロナウイルス感染症に対応する地域の保健・医療提供体制

の仕組み全体を再構築する必要がある。このため、病床・宿泊療養施設確保計

画の抜本的な見直しを行い、保健・医療提供体制確保計画として新たに策定を

行うこととする。  
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第２章 「保健・医療提供体制確保計画」の策定 

Ⅰ 計画策定作業の全体像 

１．保健・医療提供体制確保計画の記載事項 

○ 保健・医療提供体制確保計画には、次の事項を全て記載することとする。

それぞれの事項についての詳細は、Ⅱにおいて後述する。 

（１）今回の感染拡大時における対応の振り返り 

（２）最大療養者数等の推計 

（３）陽性判明から療養先決定までの対応 

（４）健康観察・診療等の体制 

（５）自宅療養者等の治療体制 

（６）入院等の体制 

（７）医療人材の確保・配置転換を行う仕組み 

（８）地域の医療関係者等への協力要請を行う場合の考え方 

（９）患者対応の一連の流れのチェックと感染状況のモニタリング 

（10）保健所等の体制確保 

 

２．提出方法と期限 

①都道府県における検討 

○ 都道府県において、病床確保担当部署、保健所管理担当部署等の関係部署が

連携し、まず１（１）及び（２）の事項について検討を行うこと。検討した内

容は、別紙様式１及び２に記載すること。 

 

○ １（２）の想定値については、都道府県全域での数値及び、管内の各保健所

の管轄区域（保健所設置市及び特別区の管轄区域を含む。）ごとの数値につい

て設定すること。その際は、今夏の感染拡大時における管轄区域ごとの実績値

の内訳等を参考にすること。 

 

○ 様式１及び２に記載した内容並びに管轄区域ごとに設定した１（２）の想定

値は、管内の保健所設置市及び特別区に共有すること。 

 

②保健所設置市及び特別区における検討 

○ 保健所設置市及び特別区において、都道府県から共有された様式１の内容

を踏まえ、まず１（１）の事項について検討を行うこと。検討した内容は、様

式１に記載し、都道府県に提出すること。 
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○ １（１）の振り返りを通じて把握した課題や今後の方針のポイント等及び、

都道府県から示された当該保健所設置市又は特別区の管轄区域における１

（２）の想定値に基づき、１（４）及び（10）の各事項について検討すること。

検討した内容は様式４に記載し、都道府県に提出すること。 

 

③都道府県における検討・取りまとめ 

○ 都道府県において、管内の保健所設置市及び特別区から提出された内容を

取りまとめるとともに、その内容を踏まえつつ、１（１）の振り返りを通じて

把握した課題や今後の方針のポイント等及び１（２）の想定値に基づき、１

（３）から（10）までの各事項について検討すること。検討した内容は、様式

２から７までの対応する様式に記載すること。 

 

＜提出方法と期限＞ 

○ 都道府県は、様式１及び２については令和３年 10月 29日（金）までに、様

式３から７までについては同年 11月 30日（火）までに、それぞれ厚生労働省

に報告を行うこと。様式１及び４の報告の際は、管内の保健所設置市及び特別

区が作成する様式１及び４の内容についても、それぞれ取りまとめて添付す

ること。管内の保健所設置市及び特別区に対しては、取りまとめに要する時間

を考慮した各報告期限に先立つ提出期限を別途定め、事前に都道府県から通

知すること。 

 

○ 保健所設置市及び特別区は、様式１については令和３年 10月 29日（金）ま

でに、様式４については同年 11月 30日（火）までに、厚生労働省に報告を行

うこと（いずれも当該自治体に係る部分に限る。）。その際、報告は所在地の都

道府県を経由して行うこととし、都道府県が別途定める期限までに、都道府県

に報告内容を提出すること。 

 

＜検討に当たっての留意事項＞ 

○ 都道府県並びに保健所設置市及び特別区は、厚生労働省への報告に先立ち、

報告内容について十分な協議を行うこと。また、地域の医療関係者等に対して

も、事前に十分な協議を行った上で、報告内容を作成すること。 

 

○ 「今後の感染拡大に備えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備

について」（令和３年３月 24日付け事務連絡。以下「令和３年３月 24日付け

事務連絡」という。）に基づく病床・宿泊療養施設確保計画の見直しの際と同

様、厚生労働省に報告された内容については、取りまとめた上で公表すること

を予定している。 
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 （参考） 

 ・ 今後の感染拡大に備えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備

について（令和３年３月 24日付け事務連絡） 

 https://www.mhlw.go.jp/content/000758011.pdf 

 ・ 同事務連絡概要 

  https://www.mhlw.go.jp/content/000758012.pdf 

 ・ 各都道府県における医療提供体制の整備（病床・宿泊療養施設確保計画

の見直し）（令和３年６月 17日公表） 

  https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000799596.pdf 
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Ⅱ 計画記載事項 

（１）今夏の感染拡大時における対応の振り返り（様式１・２） 

○ 次の事項について、令和３年７月以降９月末までの管内での状況を整理し、

計画に記載すること。 

・ １日当たり新規陽性者数の最大値と推移 

 ・ 療養者数の最大値と推移 

 ・ 入院者数の最大値と推移 

 ・ 宿泊療養者数の最大値と推移 

 ・ 社会福祉施設等療養者数の最大値と推移 

 ・ 自宅療養者数の最大値と推移 

 ・ 療養先調整中の人数の最大値と推移 

 ・ 入院先調整中の人数の最大値と推移 

 ・ 確保病床数の推移 

 ・ 確保病床使用率の最大値と推移 

 ・ 確保居室数の推移 

 ・ 確保居室使用率の最大値と推移 

 ・ 陽性判明から保健所・医療機関等による最初の連絡までに要した日数

（最大値） 

 

○ 上記の情報に基づき、次のそれぞれの項目に関し、今夏の感染拡大時におけ

る対応についての分析と課題の確認を行うとともに、今後の方針のポイント

を作成し、計画に記載すること。 

・ 陽性判明から療養先決定までの対応 

・ 健康観察・診療等の体制 

・ 自宅療養者等の治療体制 

・ 入院等の体制 

・ 医療人材の確保・配置転換を行う仕組み 

 

（２）最大療養者数等の推計（様式２） 

○ 都道府県ごとに、想定する感染拡大のピーク時における１日当たり新規陽

性者数、療養者数等の需要を設定・推計すること。 

 

○ まず、１日当たり最大新規陽性者数の水準について、少なくとも今夏におけ

る最大の感染拡大時と同程度の感染拡大が生じることを前提に、社会経済的

条件等が近似する他の都道府県の状況を踏まえつつ、各都道府県において設

定し、計画に記載すること。 
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○ その上で、今後、若年層のワクチン接種の進展により、今夏と比べて、感染

者や重症者は抑えられると期待されるほか、中和抗体薬の重症化予防効果も一

定程度期待できるのではないかと考えられる。一方、更なる感染拡大が生じた

場合には、感染者全体に占める高齢者の割合が再び上昇すると考えられること

から、こうした点に留意し、万全の体制を構築すること。 

 

○ 具体的には、設定した１日当たり最大新規陽性者数が生じた場合の、最大要

入院者数（入院を必要とする患者数）及び最大療養者数を推計し、計画に記載

すること。 

 

○ その際、考慮した各種変数について、どのような前提を置いて推計を行った

かを計画に記載すること。 

 

○ また、今夏の最大感染拡大時において、入院待機者が生じた場合や入院率が

他の都道府県の平均より低かった場合については、少なくとも重症者、中等症

患者で酸素投与が必要な者、酸素投与が必要でなくても重症化リスクがある

者は入院を想定していることを前提とした上で、地域で合意される入院基準、

自宅・宿泊療養者の支援体制、当該地域の検査の実施状況等を勘案して、各都

道府県において入院率を設定すること。 

 ※ 今夏の最大感染拡大時において、入院患者（入院待機者を含む。）の合計

が療養者全体に占める割合は、緊急事態宣言対象となった 21都道府県の平

均で約 10％であった。 

 

○ これらの想定値については、都道府県全域での数値及び、管内の各保健所の

管轄区域（保健所設置市及び特別区の管轄区域を含む。）ごとの数値について

設定すること。その際は、今夏の感染拡大時における管轄区域ごとの実績値の

内訳等を参考にすること。 

 

（３）陽性判明から療養先決定までの対応（様式３） 

①相談・外来受診・検査 

○ 相談・外来受診・検査の体制については、「次のインフルエンザ流行に備え

た体制整備について」（令和３年９月 28日付け事務連絡）及び「「新型コロナ

ウイルス感染症の検査体制整備に関する指針」について」（同年 10 月１日付

け事務連絡）においてお示ししたところであり、当該事務連絡に基づき、診療・

検査医療機関及び受診・相談センターの確保を引き続き行うとともに、かかり

つけ医等の地域の医療機関と連携した相談・外来診療体制を整備すること。 
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②療養先の種別の決定、入院・入所調整 

○ 感染拡大のフェーズに応じた患者の療養先の振り分けの考え方を事前に明

確化し、地域の関係者間で共有しておくことにより、医療機関の臨床的な判断

が速やかに保健所等に伝わり、療養先の種別の決定がより迅速・円滑に行われ

ると考えられる。特に、感染者急増時の緊急的な患者対応方針に基づく療養先

の振り分けの考え方について、適用するタイミングも含め、あらかじめ整理・

共有しておくことが重要である。これらの考え方について、計画に記載するこ

と。なお、今夏、ワクチン未接種者や基礎疾患のある者が自宅療養中に増悪す

る事例が見られたことに留意すること。 

 ※ 感染者急増時の緊急的な患者対応方針の考え方については、令和３年３

月 24日付け事務連絡の「Ⅲ 感染者急増時の緊急的な患者対応方針の検討・

決定」の内容を参照すること。 

 

○ 迅速な入院調整のため、G-MISへのタイムリーな入力等を通じ、受入可能病

床の情報を地域の関係者間でリアルタイムに共有する仕組みを構築すること

が重要である。都道府県調整本部、保健所、消防機関、医療機関等の連携の在

り方について関係者間で協議を行い、迅速な入院調整の方法を計画に記載す

ること。 

 

○ この他、必要に応じた保健所の療養調整機能の都道府県調整本部への一元

化等、感染拡大時においても療養先の種別の決定や入院・入所調整を速やかに

行う方法について検討し、計画に記載すること。なお、保健所の人員体制の強

化についての具体的な検討内容は、（10）において記載すること。 

 

○ 療養先の種別の決定や入院・入所調整の業務フローの改善については、令和

３年３月 24日付け事務連絡の「３．一連の患者対応の目詰まり解消」の内容

も参考とすること。 

 

③移送 

○ 患者の移送については、外部委託の更なる推進等により、引き続き、移送の

業務を負う保健所の負担軽減と業務効率化に努めること。 

 

○ また、特に、自宅療養者や宿泊療養者の症状悪化時の医療機関等への移送・

搬送手段の確保が確実に行われるよう、体制の構築を行うこと。 
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（４）健康観察・診療等の体制（様式２・４・６） 

①宿泊療養体制の整備 

○ （２）の最大療養者数に基づき、感染拡大のピーク時に確保する宿泊療養施

設の居室数を設定し、計画に記載すること。宿泊療養施設の稼働には、医療人

材の確保が必要となることや、スタッフ・物資等のためのスペース（バックル

ーム）も必要となることを念頭に、実際にコロナ患者を受入可能な居室数を確

保居室数として計上すること。 

 

○ フェーズごとの居室数、各フェーズの切替えのタイミング、個々の宿泊療養

施設別の確保居室数について、宿泊療養施設確保計画（保健・医療提供体制確

保計画の一部）として取りまとめ、計画に記載すること。 

 

○ その際、緊急的な患者対応方針に基づき確保する居室数については、これま

で、フェーズを設けていなかったが、感染の拡大状況に応じた段階的な体制の

拡充等を可能とするために、緊急的な患者対応方針に基づく対応についても

複数のフェーズに区分し、フェーズごとの確保居室数と各フェーズの切替え

のタイミングを設定することが効果的と考えられるため、これについても検

討を行い、計画に記載すること。 

 

○ 令和３年３月 24 日付け事務連絡の「２．宿泊療養・自宅療養体制の確保」

も参考に、宿泊療養施設の稼働率の向上のための方策について検討し、計画に

記載すること。 

 

②自宅療養者・宿泊療養者への健康観察・診療等の体制の整備 

○ 感染拡大時においては、特に自宅療養者が増加するが、こうした自宅療養

者・宿泊療養者の急変時の対応体制を構築することが必要であり、そのため、

まずは自宅療養者・宿泊療養者の健康状態の把握を適時に実施していくこと

が求められる。これまで、こうした健康観察は、保健所のみの対応とされてき

た地域が多いが、自宅等における治療手段の選択肢が増えてきたこと等を考

慮すると、今後の感染拡大期においては、地域の医療機関と連携し、対応して

いくことが考えられる。このため、保健所等と医療機関の役割分担を地域で協

議し、感染拡大時にもすべての感染者に陽性判明当日又はその翌日に保健所

等または医療機関から最初の連絡があり、以降、それぞれの症状に応じた頻度

で継続的に健康観察や診療を受けられるよう、自宅療養者・宿泊療養者の健康

観察・診療の体制を強化することが必要である。 
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○ （２）の最大療養者数及び①の確保居室数に基づき、感染拡大のピーク時に

おける最大自宅療養者数及び最大宿泊療養者数を設定し、計画に記載するこ

と。 

 

○ 患者の陽性の判明から保健所等または医療機関からの最初の連絡までの目

標期間（陽性判明当日又は翌日）を踏まえた計画とすること。 

 

○ 自宅療養者・宿泊療養者に対する健康観察・診療等について、感染拡大のピ

ーク時にも対応できるよう、夜間時の対応も含め、地域の医師会や看護協会、

薬剤師会等と協議し、保健所等と医療機関の役割分担や連携体制を明確にし、

計画に記載すること。その際、陽性判明後の健康観察を保健所が中心となり行

う場合には、発生届受理後速やかに健康観察を開始することができる保健所

等の体制を構築するとともに、感染状況に関する体制強化開始の目安を定め、

保健所等の体制強化と併せて、必要に応じて、診療を行う医療機関にも協力し

てもらうことができる体制を構築しておくこと。また、医療機関等が中心とな

り健康観察を行う場合には、あらかじめ医療機関や医師会、訪問看護ステーシ

ョンに対して健康観察に係る業務委託等を行い、感染拡大に応じた対応を可

能とする体制を構築しておくこと。 

 

○ 自宅療養者・宿泊療養者に対する健康観察・診療等について、感染拡大の段

階に応じ、全庁的応援を含む保健所等の人員体制（IHEAT の活用を含む）、外

部事業者への委託の体制、連携する医療機関数、及びこれらの体制を計画に記

載すること。 

 

○ 感染拡大時の自宅療養者の増加に備え、健康観察の効率化に資する My HER-

SYS・自動架電等のシステムについて、当該システムを導入する保健所の目標

とする割合及び、その達成のための方策（患者への周知等）を計画に記載する

こと。 

 

○ パルスオキシメーターの配布について、設定した最大自宅療養者数・最大宿

泊療養者数を念頭に、確保が必要な数を推計すること。足下の確保数と、推計

必要量、推計必要量の予定確保期限について、計画に記載すること。 

 

（５）自宅療養者等の治療体制（様式２・３） 

○ 今夏の感染拡大時における状況を踏まえ、自宅療養者等のうち、有症状の訴

えや急変の対応が発生する割合を設定し、最大自宅療養者数に基づき、対応が

必要となる人数を推計し、計画に記載すること。 
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○ 地域の医療関係者と協議・調整した上で、想定される需要に対応可能な往診、

オンライン診療、電話診療等の体制や、訪問看護ステーションや薬局等と連携

する仕組み（陽性者に想定される症状への対症療法薬等のセットを事前に処

方することや、電話診療と組み合わせた配薬を行うこと等）を構築すること。 

 

○ その際、一定以上の症状悪化リスクを有する患者に対応するために健康管

理・医療機能を強化した宿泊療養施設は、自宅療養者等の治療を行う拠点とし

て活用可能であることから、積極的に整備を進めること。 

 

○ この仕組みに対応・協力する医療機関数、また連携する訪問看護ステーショ

ン数、薬局数及び、これらの体制の構築により対応できる自宅療養者数につい

て、計画に記載すること。 

 

○ 併せて、往診、オンライン診療、電話診療等を実施する中で必要となる、患

者宅への往診・訪問診療等や自宅療養者等が症状悪化した場合の入院医療機

関等への移送・搬送が円滑に行われるよう、関係機関間であらかじめ調整のう

え、移送・搬送体制を確保し、その体制について計画に記載すること。 

 

○ 軽症から中等症（Ⅰ）の患者を投与対象とする中和抗体薬については、「新

型コロナウイルス感染症における中和抗体薬の医療機関への配分について」

（令和３年７月 20日付け事務連絡、令和３年 10月１日最終改正）に基づき、

短期入院による投与や投与後の観察体制の確保等の一定の要件を満たした医

療機関による自宅療養者に対する外来・往診での投与など取組を進めている。

中和抗体薬の投与により重症化を防止することは、医療提供体制のひっ迫を

防ぐためにも重要であり、その投与体制について計画に記載すること。 

 

○ 自宅療養者等に対する医薬品の提供体制についても、地域の関係者間で確

認を行うこと。 

 

（６）入院等の体制（様式２・５・７） 

①病床の確保 

○ （２）の最大要入院者数から、自宅・宿泊療養者等の急変等に対応するため

の予備等を考慮した最大病床稼働率を加味した上で、目指すべき最大必要病

床数を算出し、一般医療とのバランスに留意しつつ確保可能な病床数を地域

の医療関係者と最大限調整した上で、これ（最大確保病床数）と併せて計画に

記載すること。なお、ここで加味する最大病床稼働率は、下記で記述するコロ
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ナ患者の受入れが可能な病床の円滑な確保を進める施策を講じること等によ

り８割以上とすることを目安に、各都道府県で設定すること。 

 

○ フェーズごとの即応病床数、各フェーズの切替えのタイミング、個々の医療

機関別の確保病床数、重点医療機関・協力医療機関の指定状況等について、病

床確保計画（保健・医療提供体制確保計画の一部）として取りまとめ、計画に

記載すること。その際、確実にコロナ患者の受入れが可能な病床の確保を進め、

都道府県と医療機関との間で認識が一致したものを確保病床に計上すること。 

 

○ その際、緊急的な患者対応方針に基づき確保する病床数については、これま

で、フェーズを設けていなかったが、感染の拡大状況に応じた段階的な体制の

拡充等を可能とするために、緊急的な患者対応方針に基づく対応についても

複数のフェーズに区分し、フェーズごとの即応病床数と各フェーズの切替え

のタイミングを設定することが効果的と考えられるため、これについても検

討を行い、計画に記載すること。 

 

○ 確保病床に特別に配慮が必要な患者（妊産婦、小児、障害児者、認知症患者、

がん患者・透析患者、精神疾患を有する患者、外国人等）向けの専用の病床が

含まれる場合は、内訳として計上すること。 

 

○ 今夏の感染拡大時において、確保病床であっても入院受入れが行われるま

で時間を要するケースが見られたことを踏まえ、確実にコロナ患者の受入れ

が可能な病床の確保を進めるための方策として、都道府県と医療機関との間

で、フェーズ切替えが行われてから確保病床を即応化するまでの期間や、患者

を受け入れることができない正当事由について明確化し、これらの内容を改

めて書面で締結すること。 

 

○ その際、例えば東京都においては、運用実態について調査も行われていると

ころであるが、これも参考に、各都道府県において、「新型コロナウイルス感

染症患者等入院医療機関について（令和３年８月６日付け厚生労働省医政局

総務課、健康局結核感染症課事務連絡）」を踏まえ、感染が大きく拡大し、病

床が逼迫した際における各医療機関の運用実態を適切に把握するとともに、

適切な入院患者の受入れができていなかった場合には、補助金の対象である

即応病床数を厳格に適正化すること。 

 

○ 入院受入医療機関等においては、正当な理由がなく入院受入要請を断るこ

とができないこととされていることを踏まえ、医療機関において万が一適切
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に患者を受け入れていなかった場合には、病床確保料の返還や申請中の補助

金の執行停止を含めた対応を行うこととし、その状況については、適切に国に

報告を行うこと。 

 

○ なお、緊急事態宣言が延長される中において、緊急包括支援交付金に上乗せ

する措置として令和３年度入院受入医療機関への緊急支援事業が継続されて

きたことを踏まえ、再度緊急事態宣言が発動された際には、追加で確保された

病床に対して必要な措置を講じることとする。 

 

②臨時の医療施設・入院待機施設等の確保 

○ （６）の最大必要病床数と最大確保病床数の差分については、まずは臨時の

医療施設の確保を検討することが必要となる。 

 

○ 同時に、入院待機施設や酸素投与が可能な宿泊療養施設は、急速な感染拡大

により自宅・宿泊療養者が増大した際に、確保病床が即応化するまでの一時的

な受け皿として機能させることや、自宅・宿泊療養者の症状が急変した際の入

院調整の受け皿として機能させること等を念頭に、自宅・宿泊療養者数の一定

割合に対応できる分を確保することが必要となる。 

※ 今夏の感染拡大時において、地域によっては入院先調整中の者が多く発生

したことを念頭に、各都道府県における自宅療養者・宿泊療養者のうち、要

入院であった者、症状が急変した者等の発生状況等を勘案して、これらの施

設の確保を進める必要がある。 

 

○ 感染力の強い変異株が流行した場合、感染が極めて急速に拡大することを

踏まえ、次の感染拡大が起こり始める前に、これらの施設の整備を最大限進め

る必要がある。 

 

○ なお、自宅療養者への往診等による酸素投与を行う体制を整備し、入院調整

の受け皿とし、自宅療養者・宿泊療養者の一定割合に対応できる体制を確保す

ることも考えられる。 

 

○ こうした点を踏まえ、感染拡大のピーク時における臨時の医療施設・入院待

機施設等の受入可能定員の必要数を算出し、計画に記載すること。 

 

○ フェーズごとの定員数、各フェーズの切替えのタイミング、個々の臨時の医

療施設・入院待機施設等の確保定員数について、臨時医療施設等確保計画（保

健・医療提供体制確保計画の一部）として取りまとめ、計画に記載すること。 
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○ その際、緊急的な患者対応方針に基づき確保する確保定員数については、感

染の拡大状況に応じた段階的な体制の拡充等を可能とするために、緊急的な

患者対応方針に基づく対応についても複数のフェーズに区分し、フェーズご

との確保定員数と各フェーズの切替えのタイミングを設定することが効果的

と考えられるため、これについても検討を行い、計画に記載すること。 

 

○ また、臨時の医療施設・入院待機施設等については、想定する受入患者像や

医療提供環境といった機能面から、都道府県が確保病床・確保居室に計上する

か否かを判断するものであること。これらの施設の運用方法として、感染拡大

により医療提供体制がひっ迫した際に活用することを基本としつつ、平時か

ら医療機関の負荷を軽減することを目的として運用することも考えられるこ

とから、平時から運用するものについてはフェーズ１から計上し、医療体制の

ひっ迫時に活用するものは緊急的な患者対応方針に基づく対応時にのみ計上

する等、都道府県の運用方針に沿った形で計画に位置付けること。 

 

○ 臨時の医療施設・入院待機施設等については、酸素濃縮装置の確保見込み数

を踏まえ、酸素配管型施設（酸素配管が整備されている休止病床の活用及び簡

易的な酸素配管の整備によるものを含む。）と酸素濃縮装置型施設のそれぞれ

の内訳を記載すること。酸素投与が可能な宿泊療養施設や自宅への往診等に

よる酸素投与体制を整備する場合は、当該体制についても記載すること。また、

既に設備等が整備されているという利点に鑑み、一定規模の休止病床がある

医療機関において、当該休止病床を活用することについて検討すること。なお、

酸素配管型施設の場合は整備に一定の期間を要する場合を念頭に、早期に検

討し、関連する事業者に相談等をする必要があることに留意すること。 

 

○ 上記の酸素配管型施設と酸素濃縮装置型施設の内訳に照らし、酸素濃縮装

置について、足下の確保数と、確保予定数を計画に記載すること。 

 

○ 個々の臨時の医療施設・入院待機施設において受入可能な患者の病態像に

ついて、医療機関や都道府県調整本部、保健所、消防機関等の関係機関間であ

らかじめ十分に共有し、臨時の医療施設・入院待機施設の対応能力を超えた患

者が移送・搬送されることのないよう、留意すること。 

 

○ その他、臨時の医療施設・入院待機施設の確保・運営については、「入院外

患者に一時的に酸素投与等の対応を行う施設（入院待機施設）の整備について」

（令和３年８月 25日付け事務連絡）及び「現下の感染急拡大を踏まえた臨時

の医療施設の設置の推進について」（同日付け事務連絡）を参照すること。 

142



③転退院調整 

○ コロナ病床の最大限の活用のために、地域内の医療機関間の役割分担の明

確化・徹底を行い、入院患者の後方支援医療機関等への転退院調整について、

受入れ可能な医療機関等のリストを地域内で共有するとともに、効果的な調

整を行えるよう、一元的な転退院調整の仕組み、体制等を構築し、計画に記載

すること。 

 

（７）医療人材の確保・配置転換を行う仕組み（様式３） 

①地域の医療機関等との協議・調整 

○ 感染拡大が大きく生じた場合の病床確保や、とりわけ臨時の医療施設や入

院待機施設の稼働には、医療機関を超えた人材確保が必要となることから、都

道府県においては、あらかじめこれを円滑に実施するための仕組みを構築す

ることが必要である。併せて、これらの施設を運用する際には、地域の医療機

関等から輪番制も含めて医療従事者を派遣していただくことも必要になると

考えられ、人材確保について協議・調整しておくこと。 

 

○ この場合、医療提供体制がひっ迫した際においても派遣可能な人員につい

て、医療機関等に対し、あらかじめ検討を要請し、都道府県において可能な限

り具体的な氏名や派遣条件等をリスト化しておくことが望ましい。（なお、人

材確保のためには、下記（８）も参照のこと。） 

 

○ 新型コロナウイルス感染症への対応を行う現場では、多様な背景を有する

人材が就業することが想定されるため、マネジメントを行う人材の活用が重

要となる。また、感染拡大時に備え、感染症に対応可能な医師・看護師等の人

材を確保・育成しておくこと。 

 

○ また、医療機関を超えた医療人材の確保については、都道府県単位の各医療

関係職種の職能団体や病院団体等と事前に協議・調整を行うことが重要であ

る。 

 

②一元的な派遣調整体制の構築 

○ 医療機関を超えた医療人材の確保においては、派遣元の機関と受入先の機

関との調整に労力を要することに留意し、都道府県において、それぞれの機関

との派遣調整や、輪番で派遣を行う場合の派遣元機関同士の調整等を一元的

に行う体制を構築し、計画に記載すること。 
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③医療従事者の負担軽減 

○ 新型コロナウイルス感染症への対応に当たる医療従事者の負担軽減と業務

運営の効率化のため、職種間の業務分担の見直し（例えば、看護業務のうち看

護師等以外に対応可能な業務（配膳、リネン交換、清掃等）の看護補助者等へ

の移管等）や、コロナ患者が入院・入所する施設の清掃・消毒業務の民間事業

者への委託等について検討を行い、計画に記載すること。 

 

（８）地域の医療関係者等への協力要請を行う場合の考え方 

○ 今般の新たな保健・医療提供体制の構築に当たっては、都道府県において、

地域の医療関係者等と今後の対応方針について十分に認識を共有した上で、

病床の確保や医療人材の応援派遣、自宅療養者等への健康観察・医療支援等に

ついて、協力を依頼することが必要である。この場合、事前に丁寧な説明・協

議を行うことを前提として、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に

関する法律（平成 10 年法律第 114 号）第 16 条の２第１項に基づく要請を行

うことについても検討すること。 

 

（９）患者対応の一連の流れのチェックと感染状況のモニタリング（様式３） 

○ 令和３年３月 24日付け事務連絡の「Ⅱ 患者対応の一連の流れのチェック

と感染状況のモニタリング」の内容に基づき都道府県が構築しているチェッ

ク・モニタリング体制について点検を行い、患者フローにおける目詰まりや感

染の拡大傾向等を早期に発見し、必要な対策の実施につなげる体制が整備さ

れるよう、必要に応じ、見直しを行うこと。その際、今夏の感染拡大時には、

感染力の強い変異株の影響で、感染が極めて急速に拡大したことに留意する

こと。 

 

○ 点検後のチェック・モニタリング体制について、計画に記載すること。 

 

（10）保健所等の体制確保（様式４） 

○ 今夏の感染拡大時の対応を踏まえ、１日当たり新規陽性者数とそれに対応

するために必要となる保健所等の体制の関係を整理し、感染拡大の段階に応

じた保健所等の体制を計画に反映させること。 

 

○ その際、感染拡大の段階に応じた保健所等の体制を整備するために必要な

人員と執務スペースの確保方法を具体的に整理し、計画に記載すること。全庁

的な応援体制を構築する場合は、あらかじめ、関係部署と協議の上、応援人員

を派遣する部署の業務の継続方法についても整理しておくこと。 
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○ 保健所の体制整備等については、「今後の感染拡大に備えた新型コロナウイ

ルス感染症に係る保健所体制の整備等について」（令和３年 10 月１日付け事

務連絡）を発出しているので、保健所の体制確保について協議を行う際は参考

とすること。 
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Ⅲ 検討過程における国の支援 

○ 本事務連絡の内容について、今後、各都道府県、保健所設置市及び特別区に

対し、担当者説明会を開催する予定である。また、各自治体における好事例の

紹介や、今夏の感染拡大時の経験の共有等を行う機会も予定している。これら

の機会に積極的に参加いただき、検討を進める際の参考とされたい。 

 

○ また、厚生労働省に各地域ブロックを担当するブロックリーダーを設置し、

各都道府県等における検討を支援していくこととしたため、検討過程から、随

時、御相談いただきたい。厚生労働省からも、検討状況や取組を進める上での

課題を具体に伺い、適切な助言、支援等を行うために、各都道府県等に連絡し、

双方向での情報交換・連携を図っていきたいと考えているので、御了知いただ

きたい。 
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事 務 連 絡

令和３年 10 月 19 日

都 道 府 県

各 保健所設置市 衛生主管部（局） 御中

特 別 区

厚生労働省新型コロナウイルス感染症

対策推進本部

独立行政法人国立病院機構及び独立行政法人地域医療機能推進機構への

要求等について

現在、「今夏の感染拡大を踏まえた今後の新型コロナウイルス感染症に対応す

る保健・医療提供体制の整備について」（令和３年 10 月１日付け事務連絡）によ

り、保健・医療提供体制確保計画の策定に向けて地域の関係者と協議を進めてい

ただいているところです。今般、公的病院の専用病床を更に確保するため、独立

行政法人国立病院機構（以下「ＮＨＯ」という。）及び独立行政法人地域医療機

能推進機構（以下「ＪＣＨＯ」という。）に対し、それぞれ「独立行政法人国立

病院機構法第 21 条第１項に基づく要求について」（令和３年 10 月 19 日付け厚

生労働省発医政 1019 第２号。別添１参照。）及び「独立行政法人地域医療機能推

進機構法第 21 条第１項に基づく要求について」（令和３年 10 月 19 日付け厚生

労働省発医政 1019 第３号。別添２参照。）により、新型コロナウイルス感染症患

者等の最大入院受入数及び確保病床数の増加、臨時の医療施設等への人材供給、

都道府県において策定中の保健・医療提供体制確保計画の策定への最大限の協

力等について要求を行いました。

また、大学病院や共済病院その他の公的病院に対しても、関連する府省から同

様の要請を行っています。

各都道府県におかれましては、これらの内容についてご承知いただき、保健・

医療提供体制確保計画の策定に当たりＮＨＯ及びＪＣＨＯ等の各病院と丁寧な

協議や必要な支援をいただくとともに、病床の確保や臨時の医療施設等の整備

など適切に計画を策定いただきますよう、お願いします。
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厚生労働省発医政 1019 第２号 

令 和 ３ 年 1 0 月 1 9 日 

 

独立行政法人国立病院機構 

 理事長 楠岡 英雄 殿 

                    厚生労働大臣 後藤 茂之 

    （ 公 印 省 略 ）   

 

独立行政法人国立病院機構法第 21 条第１項に基づく要求について 

 

 

日頃より新型コロナウイルス感染症への対応に格段の御尽力・御協力を賜り、

誠にありがとうございます。 

今夏、感染力の強い変異株の流行により、これまでの想定を上回る規模・ス

ピードでの感染拡大が生じたことを踏まえ、現在、各都道府県等に「今夏の感

染拡大を踏まえた今後の新型コロナウイルス感染症に対応する保健・医療提供

体制の整備について」（令和３年 10 月１日付け事務連絡）を発出し、更なる体

制の強化を依頼したところです。また、今般、「『次の感染拡大に向けた安心確

保のための取組の全体像』の骨格」（令和３年 10 月 15 日新型コロナウイルス感

染症対策本部）が示され、「今般の保健・医療提供体制確保計画策定時には、国

立病院機構法・地域医療機能推進機構法に基づく「要求」をはじめ、大学病院

や共済病院などへの要請を含め、公的病院に関する国の権限を発動し、公的病

院の専用病床をさらに確保する」こととされたところです。 

貴殿におかれましては、これまで新型コロナウイルス感染症対策に、多大な

る御協力をいただいている中ではありますが、今後、感染力が２倍となった場

合にも対応できる体制を構築するため、独立行政法人国立病院機構法（平成 14

年法律第 191 号）第 21 条第１項の規定に基づき、貴殿に対し、下記のとおり協

力を求めます。 

つきましては、保健・医療提供体制確保計画を策定中の都道府県と調整し、

その結果を踏まえ、対応方針については令和３年 10 月 29 日（金）までに、対

応の具体的内容については同年 11 月 22 日（月）までに御回答いただきますよ

うお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．新型コロナウイルス感染症患者等の最大入院受入数及び確保病床数（人材

供給を行った医療機関や臨時の医療施設等の病床数を含む。）について、それ

ぞれ今夏の感染拡大のピーク時と比べ２割以上増加させること。 

  

２．１の検討は、貴法人の有する施設・設備、人材をできる限り活用するとと

もに、一般医療の制限等を視野に入れ、行うこと。その際、重症用病床の確
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保に特段の配慮をすること。また、病床確保を第一としつつ、特段の事情に

よりこれが難しい場合には、臨時の医療施設等に対する人材供給を行うこと。 

  

３．現在、都道府県において策定中の保健・医療提供体制確保計画の策定に最

大限協力すること。また、都道府県から即応病床化の要請があった場合には

できる限り速やかに対応するとともに、新型コロナウイルス感染症患者等の

入院受入要請があった場合は、できる限り対応し、正当な理由なく断らない

こと。 

 

 

（参考）独立行政法人国立病院機構法（平成 14 年法律第 191 号）（抄） 

 

（緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求） 

第二十一条 厚生労働大臣は、災害が発生し、若しくはまさに発生しようとし

ている事態又は公衆衛生上重大な危害が生じ、若しくは生じるおそれがある

緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、機構に対し、第十五

条第一項第一号又は第二号の業務のうち必要な業務の実施を求めることがで

きる。 

２ 機構は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な

理由がない限り、その求めに応じなければならない。 
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厚生労働省発医政 1019 第３号 

 令 和 ３ 年 1 0 月 1 9 日 

 

独立行政法人地域医療機能推進機構 

 理事長 尾身 茂 殿 

                    厚生労働大臣 後藤 茂之 

  （ 公 印 省 略 ）   

 

独立行政法人地域医療機能推進機構法第 21 条第１項に基づく要求について 

 

 

日頃より新型コロナウイルス感染症への対応に格段の御尽力・御協力を賜り、

誠にありがとうございます。 

今夏、感染力の強い変異株の流行により、これまでの想定を上回る規模・ス

ピードでの感染拡大が生じたことを踏まえ、現在、各都道府県等に「今夏の感

染拡大を踏まえた今後の新型コロナウイルス感染症に対応する保健・医療提供

体制の整備について」（令和３年 10 月１日付け事務連絡）を発出し、更なる体

制の強化を依頼したところです。また、今般、「『次の感染拡大に向けた安心確

保のための取組の全体像』の骨格」（令和３年 10 月 15 日新型コロナウイルス感

染症対策本部）が示され、「今般の保健・医療提供体制確保計画策定時には、国

立病院機構法・地域医療機能推進機構法に基づく「要求」をはじめ、大学病院

や共済病院などへの要請を含め、公的病院に関する国の権限を発動し、公的病

院の専用病床をさらに確保する」こととされたところです。 

貴殿におかれましては、これまで新型コロナウイルス感染症対策に、多大な

る御協力をいただいている中ではありますが、今後、感染力が２倍となった場

合にも対応できる体制を構築するため、独立行政法人地域医療機能推進機構法

（平成 17 年法律第 71 号）第 21 条第１項の規定に基づき、貴殿に対し、下記の

とおり協力を求めます。 

つきましては、保健・医療提供体制確保計画を策定中の都道府県と調整し、

その結果を踏まえ、対応方針については令和３年 10 月 29 日（金）までに、対

応の具体的内容については同年 11 月 22 日（月）までに御回答いただきますよ

うお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．新型コロナウイルス感染症患者等の最大入院受入数及び確保病床数（人材

供給を行った医療機関や臨時の医療施設等の病床数を含む。）について、それ

ぞれ今夏の感染拡大のピーク時と比べ２割以上増加させること。 

  

２．１の検討は、貴法人の有する施設・設備、人材をできる限り活用するとと

もに、一般医療の制限等を視野に入れ、行うこと。その際、重症用病床の確
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保に特段の配慮をすること。また、病床確保を第一としつつ、特段の事情に

よりこれが難しい場合には、臨時の医療施設等に対する人材供給を行うこと。 

  

３．現在、都道府県において策定中の保健・医療提供体制確保計画の策定に最

大限協力すること。また、都道府県から即応病床化の要請があった場合には

できる限り速やかに対応するとともに、新型コロナウイルス感染症患者等の

入院受入要請があった場合は、できる限り対応し、正当な理由なく断らない

こと。 

 

 

（参考）独立行政法人地域医療機能推進機構法（平成 17 年法律第 71 号）（抄） 

 

（緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求） 

第二十一条 厚生労働大臣は、災害が発生し、若しくはまさに発生しようとし

ている事態又は公衆衛生上重大な危害が生じ、若しくは生じるおそれがある

緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、機構に対し、第十三

条第一項第一号又は第二号に掲げる業務（これらに附帯する業務を含む。）に

関し必要な措置をとることを求めることができる。 

２ 機構は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な

理由がない限り、その求めに応じなければならない。 
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次の感染拡大に向けた安心確保のための取組の全体像 
 
 

 
令 和 ３ 年 1 1 月 1 2 日 
新型コロナウイルス感染症対策本部決定  

 
 
 
基本的考え方 
〇 ワクチン、検査、治療薬等の普及による予防、発見から早期治療まで

の流れをさらに強化するとともに、最悪の事態を想定して、次の感染拡
大に備える。 

 
〇 このため、デルタ株への置き換わりなどによる今夏のピーク時にお

ける急速な感染拡大に学び、今後、感染力が２倍（※）となった場合にも
対応できるよう、医療提供体制の強化、ワクチン接種の促進、治療薬の
確保を進める。 

 
〇 こうした取組により、重症化する患者数が抑制され、病床ひっ迫がこ

れまでより生じにくくなり、感染拡大が生じても、国民の命と健康を損
なう事態を回避することが可能となる。今後は、こうした状況の変化を
踏まえ、感染リスクを引き下げながら経済社会活動の継続を可能とす
る新たな日常の実現を図る。 

 
〇 その上で、感染力が２倍を大きく超え、例えば感染力が３倍（※）とな
り、医療がひっ迫するなど、それ以上の感染拡大が生じた場合には、強
い行動制限を機動的に国民に求めるとともに、国の責任において、コロ
ナ以外の通常医療の制限の下、緊急的な病床等を確保するための具体
的措置を講ずる。 

 
（※）「感染力が２（３）倍」とは、若年者のワクチン接種が 70％まで進展し、それ以外の条

件が今夏と同一である場合と比較し、新たな変異株の流行や、生活行動の変化などによ

る、「今夏の実質２（３）倍程度の感染拡大が起こるような状況」のことである。 

 

 

１．医療提供体制の強化 

（１）病床の確保、臨時の医療施設の整備（数値は 11月 11日時点のもの） 

〇 入院を必要とする者が、まずは迅速に病床又は臨時の医療施設等に

受け入れられ、確実に入院につなげる体制を整備する。 

今夏の各都道府県のピーク時においては最大約 2.8 万人の入院が必

要となったが、今後、感染力が２倍となった場合にも対応できるよう、

ワクチン接種の進展等による感染拡大の抑制効果等も勘案しつつ、以下
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の取組により、今夏と比べて約３割増（約１万人増）の約 3.7万人が入

院できる体制を 11月末までに構築する。 

・ 病床の増床や臨時の医療施設における病床確保（入院患者の受入

約５千人増（病床約６千床増の８割（使用率））） 

・ 確保病床の使用率の向上（入院患者の受入約５千人増） 

 

  あわせて、入院調整中の方や重症化していないものの基礎疾患等の

リスクがある方が安心して療養できるようにするため、臨時の医療施

設・入院待機施設の確保により、今夏と比べて約４倍弱（約 2.5 千人

増）の約 3.4千人が入所できる体制を構築する。 

 

〇 上記の一環として、公立公的病院の専用病床化を進め、国が要求・要

請を行った公立公的病院において、全国で今夏と比べ、約 2.7 千人の

入院患者の受入増（病床増約 1.6千床分）を可能とするとともに、都道

府県に設置する臨時の医療施設等に医療人材を派遣できるようにする。 

 
  

（参考）国が要求・要請を行った公立公的病院の取組強化（11月１日時点） 

・国立病院機構（NHO）   入院受入  1,814人 →  2,251 人（  437 人増） 

確保病床  2,290床 →  2,758 床（  468 床増） 

・地域医療機能推進機構（JCHO）  入院受入   694人 →    925 人（  231 人増） 

確保病床   911床 →  1,156 床（  245 床増） 

・その他    入院受入  8,156人 → 10,205 人（2,049 人増） 

確保病床 10,120床 → 11,039 床（  919 床増） 

 

〇 感染ピーク時に、確保した病床が確実に稼働できるよう、都道府県と

医療機関の間において、要請が行われてから確保病床を即応化するま

での期間や患者を受け入れることができない正当事由等について明確

化した書面を締結するとともに、休床病床の運用の効率化を図りつつ、

病床使用率を勘案した病床確保料に見直しを行うこと等により、感染

ピーク時において確保病床の使用率が８割以上となることを確保する。

なお、これに併せて、緊急包括支援交付金の病床確保料については、来

年（2022年）１月以降も当面継続する。 

 

〇 感染拡大時においても入院が必要な者が確実に入院できる入院調整

の仕組みを構築するとともに、フェーズごとの患者の療養先の振り分

けが明確になるスコア方式等を導入する等、転退院先を含め療養先の

決定の迅速・円滑化を図る。 
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（２）自宅・宿泊療養者への対応 

〇 都道府県の推計では、今後の感染ピーク時における自宅・宿泊療養者

は、約 23万人と想定されているが、これら全ての方について、陽性判

明当日ないし翌日に連絡をとり、健康観察や診療を実施できる体制を

確保する。 

このため、従来の保健所のみの対応を転換し、保健所の体制強化のみ

ならず、オンライン診療（※）・往診、訪問看護の実施等について、医療

機関、関係団体等と委託契約や協定の締結等を推進しつつ、全国でのべ

約 3.2 万の医療機関等と連携し、必要な健康観察・診療体制を構築す

る。 

・ 医療機関   約 1.2万機関 

・ 訪問看護ステーション  約１千機関 

・ 薬局   約 1.9万機関 

 
 （※）参考：東京都における複数の自宅・宿泊療養者と複数の医師のマッチングを行う「多

対多オンライン診療システム」や、神奈川県における輪番制の医師によるオンライン

診療等の取組などの事例も参考に、各地域の取組を推進する。 

 

〇 また、宿泊療養施設について、家庭内感染のリスク等に対応するため、

約 1.4万室増の約 6.1万室を確保する。 

 

〇 さらに、症状の変化に迅速に対応して必要な医療につなげ、また、重

症化を未然に防止する観点から、全ての自宅療養者にパルスオキシメ

ーターを配付できるよう、総数で約 69万個を確保する。治療薬につい

ても、中和抗体薬・経口薬については、入院に加えて外来・往診まで、

様々な場面で投与できる体制を全国で構築する。さらに、経口薬につい

ては、かかりつけ医と地域の薬局が連携することで、患者が薬局に来所

しなくても手に入れることができるような環境作りを支援する。 

 

（３）医療人材の確保等 

〇 感染拡大時に臨時の医療施設をはじめとした病床・施設を円滑に稼

働させるため、都道府県の保健・医療提供体制確保計画において、医療

人材派遣について協力可能な医療機関数、派遣者数を具体化するとと

もに、人材確保・配置調整等を一元的に担う体制を構築する。また、東

京都においては、医療機関等からの派遣可能な具体的人員の事前登録

制を進めることとしており、こうした取組を横展開する。 
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 （参考）都道府県の具体例 
上記の取組のほか、関係団体と連名で全病院に緊急時の医療人材の応援派遣を依頼し

調整している例や、地域の医療機関から臨時の医療施設等への輪番派遣制により体制を

構築する例、医療人材の派遣協定をあらかじめ締結する例などもあり、こうした取組も

参考に、各地域における人材確保を推進する。 
 

〇 また、国立病院機構等の公立公的病院において、都道府県に設置する

臨時の医療施設等に医療人材を派遣できるようにする。（再掲） 

 

（４）ＩＴを活用した稼働状況の徹底的な「見える化」 

〇 医療体制の稼働状況を G-MIS やレセプトデータ等を活用して徹底的

に「見える化」する。 

・ 都道府県内の医療機関や救急本部との間で、病床の確保・使用状況

を日々共有できる体制を構築するとともに、個々の医療機関における

G-MISへの病床の使用状況等の入力を徹底すること（補助金の執行要

件化）により、12月から医療機関別の病床の確保・使用率を毎月公表

する。 

・ 12月から毎月、レセプトデータを用いてオンライン診療・往診など

自宅療養者に対する診療実績を集計し、地域別（郡・市・区別）に公

表する。 

・ 国が買い上げて医療機関に提供する中和抗体薬など新型コロナウ

イルス感染症の治療薬の投与者数について、都道府県別に毎月公表す

る。 

 

（５）さらなる感染拡大時への対応 

〇 今夏の感染拡大時においては、地域によって、人口の密集度、住民の

生活行動等によって感染状況の推移は異なり、また、病床や医療人材等

の医療資源にも差があることから、医療提供体制のひっ迫状況は、地域

によって様々であった。その中で、病床がひっ迫した地域においては、

緊急事態宣言の下で、個々の医療機関の判断でコロナ対応のためにコ

ロナ以外の通常医療の制限が行われていたが、今後、地域によって、仮

に感染力が２倍を超える水準になり、医療のひっ迫が見込まれる場合

には、国民に対し、更なる行動制限（後述）を求め、感染拡大の防止を

図る。あわせて、国の責任において、感染者の重症化予防等のため地域

の医療機関に協力を要請するとともに、更なるコロナ以外の通常医療

の制限の下、緊急的な病床等を確保するための追加的な措置を講ずる。 
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〇 具体的には、医療の確保に向けて、国の責任において、入院対象者の

範囲を明確にするとともに、法で与えられた権限に基づき、国及び都道

府県知事が、 

・ 自宅療養者等の健康管理・重症化予防を図るため、地域の医療機関

に対し、健康観察・診療等について最大限の協力を要請するとともに、 

・ コロナ患者の入院受入病院に対し、短期間の延期ならリスクが低い

と判断される予定手術・待機手術の延期等の実施を求めるほか、 

・ 国立病院機構、地域医療機能推進機構をはじめとする公立公的病院

に対し、追加的な病床の確保、臨時の医療施設への医療人材の派遣等

の要求・要請を行うとともに、民間医療機関に対しても要請を行うこ

ととする。 

 

〇 さらに、感染力が２倍を大きく超え、例えば３倍となり、更なる医療

のひっ迫が見込まれる場合には、大都市のように感染拡大のリスクが

高く、病床や医療人材が人口比で見て少ない地域等では、コロナ以外の

通常医療の制限措置の実施の徹底や地域内での追加的な病床の確保、

医療人材の派遣等の措置を図ったとしても、増加する重症患者等への

医療の提供が困難となる事態が生じる可能性がある。こうした事態の

発生が見込まれる場合には、当該地域以外に所在する医療機関に対し、

必要に応じコロナ以外の通常医療の制限措置を行い、当該地域の臨時

の医療施設に医療人材の派遣等を行うよう、法で与えられた権限に基

づき、国が要求・要請を行い、医療の確保を図る。 

 

〇 同時に、コロナ以外の通常医療の制限措置等は、一時的とはいえ、国

民に対し大きな不安を与えるほか、医療現場にも大きな負荷を伴うこ

とから、こうした措置が速やかに解除されるよう、感染者数の増加に歯

止めをかけ、減少させるため、国民に対し、更なる行動制限を求める等

の実効性の高い強力な感染拡大防止措置を併せて講ずる。 

 

〇 更なる行動制限については、具体的には、人との接触機会を可能な

限り減らすため、例えば、飲食店の休業、施設の使用停止、イベント

の中止、公共交通機関のダイヤの大幅見直し、職場の出勤者数の大幅

削減、日中を含めた外出自粛の徹底など、状況に応じて、機動的に強

い行動制限を伴う要請を行う。 

 

〇 もちろん、こうした厳しい事態に陥らないよう、ワクチン、検査、治

療薬等の普及による予防、発見から早期治療までの流れをさらに強化

するとともに、国民の理解と協力の下、機動的に効果的な行動制限を行
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うことにより、急激な感染拡大の抑制を図っていくことを基本として

対応する。 

また、今後、重症化予防効果の高い経口薬等の利用が可能となれば、

仮に感染力が高まっても入院を必要とする者の減少が見込まれ、医療

現場への負荷も軽減されることが期待されることから、引き続き、経口

薬の実用化に向けて、全力で取り組む。 

 

 

２．ワクチン接種の促進 

（１）１回目・２回目接種 

〇 11 月 11 日公表時点で、１回目の接種率は 78.2％、２回目の接種率

は 74.5％であり、11月中に希望する者への接種を概ね完了する見込み

である。 

 

〇 追加接種が開始される 12月以降も、若年者を含め１回目・２回目未

接種者に対する接種機会を確保する。 

 

〇 小児（12 歳未満）へのワクチン接種について、米国や欧州の薬事当

局の審査状況を見据えつつ、企業から薬事申請がなされ、承認に至った

場合には、厚生科学審議会での了承を得た上で、接種を開始する。 

 

（２）追加接種 

〇 ２回目接種完了から、概ね８か月以降に、追加接種対象者のうち、接

種を希望する全ての方が追加接種を受けられるよう、体制を確保する。 

 

ア 追加接種のためのワクチンの確保 

〇 ２回目接種を完了した全ての方が、追加接種の対象者となった場合

でも、必要とされるワクチンを確保している。 

 

〇 追加接種では、今年（2021 年）供給を受けるワクチンの残余と、来

年（2022年）供給を受けるワクチンを用いる。来年（2022年）に関し

ては、年初頭から順次、３種類のワクチンで３億 2,000 万回分の供給

を受ける契約を締結済みであることから、追加接種に必要なワクチン

を確保できる見込みである。 
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イ 追加接種の体制 

〇 12 月から追加接種を開始できるよう、都道府県及び市町村と緊密に

連携を図りながら、適切に体制を整備する。 

 

〇 都道府県及び市町村に対して、12 月からの接種に向けて体制を整備

するよう要請しており、引き続き、円滑な接種の実施のために全額国費

を基本として必要な支援を行う。 

 

〇 追加接種の対象者については、11 月 15 日に厚生科学審議会に諮り、

その意見を踏まえて決定する。 

 

〇 ２回目接種完了者のほぼ全てが追加接種の対象者となった場合は、

職域接種も実施することとし、１回目・２回目接種を実施した企業、大

学等から、職域接種の希望を募り、来年（2022 年）３月を目途に追加

接種を開始することとする。 

 

ウ スケジュール 

〇 ２回目接種完了の実績を踏まえると、医療従事者等の追加接種は 12

月１日から、高齢者等の追加接種は来年（2022 年）１月からの開始が

見込まれる。このためのスケジュールは以下のとおりである。 

 

 11月 15日 ファイザー社ワクチンの追加接種について、対象者、追

加接種に必要となる省令改正等を厚生科学審議会に諮

問答申 

 

 11月中下旬 市町村より、接種券を順次送付開始 

 自治体に対し、12月及び来年１月接種分として、ファイ

ザー社ワクチン約 400万回を配分（以後、順次、必要量

を配分） 

 

 12月１日 追加接種の関係省令を施行。以降、市町村において順次

ファイザー社ワクチンによる追加接種を開始 

 

 12月下旬以降 モデルナ社ワクチンの追加接種について、厚生科学審議

会に諮問答申 
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 来年１月   自治体等に対し、モデルナ社ワクチンの配分開始（以降、 

順次必要量を配分） 

  

 来年２月 モデルナ社ワクチンによる追加接種開始 

 
（※）上記スケジュールは、厚生科学審議会における審議を踏まえ変更されることがあり

得る。 

 

エ その他 

〇 追加接種に使用するワクチンについては、１回目・２回目に使用した

ワクチンの種類を問わず使用可能とすることも含め、11月 15日に厚生

科学審議会において審議する。 

 

 

３．治療薬の確保 

〇 新型コロナウイルス感染症の治療薬については、国産経口薬を含め、

開発費用として１薬剤当たり最大約 20億円を支援し、経口薬について

年内の実用化を目指す。また、治療薬の作用する仕組みや開発ステージ

は様々であることや、軽症から中等症の重症化リスクを有する者が確

実に治療を受けられるようにするため、複数の治療薬を確保し、必要な

量を順次納入できるよう、企業と交渉を進める。 

 

〇 感染力が２倍となった場合には、今夏の感染拡大の実績等を考慮す

れば、軽症から中等症の重症化リスクを有する者向けに最大で約 35万

回分の治療薬が必要になるものと見込まれる。また、感染力が３倍とな

った場合には、最大で約 50万回分の治療薬が必要になるものと見込ま

れる。 

これに対して、薬事承認され投与実績のある中和抗体薬については、

来年（2022年）初頭までに約 50万回分を確保する。 

 

○  あわせて、新たに実用化が期待される経口薬については、国民の治

療へのアクセスを向上するとともに、重症化を予防することにより、

国民が安心して暮らせるようになるための切り札である。世界的な獲

得競争が行われる中で、薬事承認が行われれば速やかに医療現場に供

給し、普及を図っていく。供給量については、合計約 60万回分（薬事

承認が行われれば年内に約 20 万回分、年度内に更に約 40 万回分）を

確保する。 
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〇 さらに、今冬をはじめ中期的な感染拡大にも対応できるよう、更なる

治療薬（中和抗体薬、経口薬）の確保に向けて取り組む（経口薬につい

ては、追加で約 100 万回分、上記と合計してこれまでに約 160 万回分

を確保している）。 

 

〇 中和抗体薬・経口薬については、入院に加えて外来・往診まで、様々

な場面で投与できる体制を全国で構築する。さらに、経口薬については、

かかりつけ医と地域の薬局が連携することで、患者が薬局に来所しな

くても手に入れることができるような環境作りを支援する。（再掲） 

なお、主に重症者向けの抗ウイルス薬については、既に市場に流通し、

使用されている。 

 

 

４．国民の仕事や生活の安定・安心を支える日常生活の回復 

〇 ワクチン接種の進捗や中和抗体治療の普及により重症化する患者数

が抑制され、医療提供体制の強化とあいまって、病床逼迫がこれまで

よりも生じにくくなり、感染拡大が生じても、国民の命と健康を損な

う事態を回避することが可能となる。 

 

〇 また、飲食店の第三者認証制度の普及のほか、各業界における感染

対策のガイドラインの普及・更新などの感染防止の取組の進展を踏ま

えれば、今後、誰もが簡易かつ迅速に利用できる検査の環境整備やワ

クチン接種証明の活用等を進めることと併せて、日常生活や経済社会

活動に伴う感染リスクを以前よりも引き下げることができる。 

 

〇 このような状況変化を踏まえ、今後は、感染拡大を防止しながら、

日常生活や経済社会活動を継続できるよう行動制限の緩和の取組を進

めていく。その具体的内容については、速やかに「新型コロナウイル

ス感染症対策の基本的対処方針」（以下「基本的対処方針」という。）

において示す。ただし、緊急事態宣言等の下で、コロナ以外の通常医

療への制限が必要となる場合等には、行動制限の緩和を停止すること

もあり得る。 

 

（１）誰もが簡易かつ迅速に利用できる検査の環境整備 

〇 日常生活や経済社会活動における感染リスクを引き下げるために

は、ワクチン接種や検査による確認を促進することが有効であり、都

道府県が、健康上の理由等によりワクチン接種を受けられない者を対
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象として、経済社会活動を行う際の検査を来年３月末まで予約不要、

無料とできるよう支援を行う。 

あわせて、感染拡大の傾向が見られる場合に、都道府県の判断によ

り、ワクチン接種者を含め感染の不安がある無症状者に対し、検査を

無料とできるよう支援を行う。 

 

〇 保険診療として実施されている PCR 検査等について、その価格が自

費検査価格に影響を与えているとの指摘もある中で、実勢価格を踏ま

えて保険収載価格の検証を行い、その結果を踏まえて、年内を目途に必

要な見直しを行う。 

 

（２）電子的なワクチン接種証明のスケジュール・活用方法 

ア ワクチン接種証明書のデジタル化 

〇 年内に、ワクチン接種証明書のデジタル化を実現する。電子的なワ

クチン接種証明書は、スマートフォン上で専用アプリからマイナンバ

ーカードによる本人確認の上で申請・取得し、二次元コードとともに

表示可能とする。紙によるワクチン接種証明書についても引き続き発

行し、二次元コードを記載する。これら二次元コードには電子署名を

付与し、偽造防止措置を講ずる。 

 

イ ワクチン接種証明書の活用方法 

〇 ワクチン接種証明書のデジタル化により、海外渡航時における出入

国時でのワクチン接種履歴の確認を効率的に行えるようにするととも

に、日本入国時の円滑な確認体制を整備する。 

 

〇 ワクチン接種証明書は、デジタル化に合わせて、海外渡航用だけで

なく、国内での利用が容易となり、その活用が進むものと見込まれ

る。 

 

〇 国内では、民間が提供するサービス等においては、接種証明の幅広

い活用が想定されるところであり、また、日常生活や経済社会活動に

おける感染リスクを引き下げるために、飲食店やイベント主催者等

が、ワクチン接種証明書の画面を確認することなどにより、ワクチン

接種履歴を確認できるようにする。 

 
（※）二次元コードについては仕様を公開することとしており、これを読み取ることも可

能。 
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（３）感染状況を評価する新たな基準の考え方 

〇 変異株の状況やワクチンの有効性などの知見を踏まえ、緊急事態措

置等の前提となる感染状況（ステージ）について、11月８日の新型コ

ロナウイルス感染症対策分科会の提言を受け、医療のひっ迫状況によ

り重点を置いた考え方に見直しを行うこととし、速やかに基本的対処

方針を改正する。 

 

（４）新型コロナの影響を受ける方々への支援 

〇 住民税非課税世帯や子育て世帯・学生などコロナでお困りの皆様に

対する給付金等の支援を行う。詳細は経済対策において決定する。 

 

（５）今後のさらなる対応 

〇 これまでの新型コロナウイルスへの対応を徹底的に検証をしつつ、

以下の取組を進める。 

１．今後の感染症への対応として、病床や医療人材の確保等につい

て、国や自治体が迅速に必要な要請・指示をできるようにするた

めの法的措置を速やかに検討する。 

２．治療薬やワクチンについて、安全性や有効性を適切に評価しつ

つ、より早期の実用化を可能とするための仕組み、ワクチンの接

種体制の確保など、感染症有事に備える取組について、より実効

性ある対策を講ずることができるよう法的措置を速やかに検討す

る。 

３．また、行政のあり方も含めた司令塔機能の強化等により、危機管

理の抜本的な強化を検討する。 
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すべての医療機関・医療従事者に財政支援を行っている市町村（１６２市町村） 

２０２１年３月３１日現在 

保団連事務局作成 

 

※自治体内のすべての医科歯科の一般診療所や医療従事者への財政支援を行っているところを中心に

取り上げている。 

 

●北海道網走市（人口：約 3 万 5000人） 

「医療機関感染症対策支援金給付事業」 

病床のある病院に 50万円(病床休止中のところを除く) 

診療所と歯科医院に 20万円をそれぞれ給付 

対象は道立病院を除いた市内 31箇所 

 

●北海道江別市（人口 12万人） 

「江別市病院・診療所支援給付金」 

江別市では、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、感染防止対策への配慮が必要とされる医療機

関等の業務継続を支援するため、特別給付金を支給します。 

・病院 300万円 

・診療所（医科・歯科）20 万円 

ただし令和２年４月 16日から申請日までの間に入院患者がいる場合 50万円 

 

●北海道赤平市（人口 9800人） 

「赤平市新型コロナウイルス感染症拡大防止対策助成金」 

 新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するために、市内の医療機関等、介護施設、障害者施設の事

業者を対象に、消毒薬やマスク、フェイスシールド、非接触型体温計など衛生用品の購入に要する経費

に対する臨時的な助成を行い、継続的な感染防止の推進を図ることを目的とする。 

 １事業者 20万円 

 

●北海道・根室市（ねむろし）（人口：約２万 5000人） 

「根室市医療施設等事業者支援臨時助成金」 

・制度概要 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、根室市が新型インフルエンザ等対策特別措置法の規

定に基づく緊急事態措置を実施すべき区域とされたにもかかわらず傷病人、並びに要介護者等の生活

の継続のため感染リスクが高い最前線で献身的に医療等の業務に当たる市内の医療施設等の従事者に

対し、その労に報いるとともに感謝し、安心して業務に従事することができるよう当該医療施設等を

運営する事業者に対して臨時助成金を支給いたします。 

・対象事業者 

市内に所在する医療施設（歯科医院含む）、介護保険サービス事業所、高齢者福祉施設、障がい者

福祉施設、国家資格を有する鍼灸治療院など 

・支給金額 一対象事業者につき 10万円（1回限り） 
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●北海道・恵庭市（えにわし）（人口：7万人） 

「恵庭市医療機関等感染症対策支援金支給事業」 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、医療物資等が不足している中、医療提供体制を維持する

にあたり、医療従事者の感染防止対策等を実施している市内の医療機関等を運営する法人又は個人事

業主に対し、通常を超える医療用物資等の掛かり増し費用の一部を支援します。 

支援金支給額 

（1）二次救急病院 30万円 

（2）病院、有床クリニック 20万円 

（3）診療所・無床クリニック（医科、歯科、耳鼻科、眼科等） 10万円 

（4）薬局、助産所 5万円 

※7 月で締め切っています。 

 

●北海道・石狩市（いしかりし）（人口：５万 8000人） 

「石狩市診療所等新型コロナウイルス感染拡大防止交付金」 

http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/.../hokens/54267.html 

  市内の医療体制の維持を図るため、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として備品等を購入する医

療機関向けに、その費用として交付金を交付します。感染防止のために必要な機械、備品、器具、消耗

品などの購入費用 

例）空気清浄機、空気清浄機能付パーテーション・ロビーチェア、簡易ベッド、防護具・服・マスク、

消毒薬、体温計など感染防止に資するもの 

医科：100万円（1対象者あたり） 

歯科：50万円（1対象者あたり） 

 

●北海道むかわ町（人口 8500人） 

むかわ町は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、町内の医療機関、福祉・介護の事業者に対

し、職員数に応じた

支援金を支給するこ

とを決めた。７月１

０日まで申請を受け

付け、同月末までに

支給する考えだ。 

（苫小牧民報 6 月 27

日付） 

※右はむかわ町の資料より 

 

●北海道・安平町（あびらちょう）（人口：約 7700 人） 

「医療機関及び社会福祉施設感染症拡⼤防⽌対策事業」 

・感染拡⼤防⽌対策に要する費⽤⽀援として、町内の⺠間医療機関及び社会福祉法⼈が運営する施設

等（社会福祉施設等）へ⼀律 30万円の⽀援⾦を⽀給する。 

・医療機関（⻭科医院含む）、社会福祉施設等（⽼⼈福祉施設、障がい者⽀援施設等） 

・財源は新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金です。 
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●北海道・妹背牛町（もせうしちょう）（人口：2850 人） 

「妹背牛町医療機関感染防止策支援金」 

新型コロナウイルス感染症の拡大によりもっともウイルス感染の危険ととなり合わせで従事してい

る医療従事者に対し、感染防止策を講じる費用として支給される支援です。 

対象者：外来患者の受診を行っている町内診療所および歯科医院（ただし、マスクなどの着用、アル

コール消毒液などの設置を徹底するなど感染防止策を講じること）  

支給額：50万円 

※財源は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金です。 

※7 月末に終了しています。 

 

●北海道・芽室町（めむろちょう）（人口：約１万 8000人） 

「医療・福祉・子育て従業者応援慰労金」 

（目的）緊急事態宣⾔時においても事業の継続が求められる医療・介護・保育等サービス事業者を⽀

援することにより、町内における医療・介護・保育サービス等提供体制の保持を図る。 

（対象）町内医療機関・介護サービス事業者・障害福祉サービス事業者、保育サービス事業者 

（応援慰労金） 

従業員数に応じて 

20 名未満 10万円 

20 名以上 50人未満 20万円 

50 人以上 30万円 

 

●北海道・清里町（きよさとちょう）（人口：4000 人） 

「清里町医療機関等感染症対策支援金」 

 新型コロナウイルス感染拡大の影響が特に大きい町内の医科歯科医療機関、介護保険施設、老人福

祉施設、柔道整復の施術所および薬局等に対し、感染拡大防止等対策の実施等医療機関等の安定的な

事業運営に向けた支援を行うため、「医療機関等感染症対策支援金」を交付します。 

支援対象者： 

(1)医療法に定める病院および診療所（※歯科診療所も含みます） 

（ただし、新型コロナウイルス感染拡大防止等対策以外で町から経営の支援を受けている医療機関等

および、町から指定管理を受けサービスの提供を行っている医療機関等については対象から除外） 

他に「介護保険法に定める介護保険施設」「老人福祉法に定める軽費老人ホーム」「柔道整復師法の

免許を受けた者が運営する施術所」「医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関

する法律に定める薬局」。 

支援額：支援対象者に対する支援金は感染予防経費の 2分の 1で、その限度額は下記表のとおりと

し、精算は行いません。 

分類限度額 

・病院および診療所    500,000円 

・歯科病院および診療所 500,000円 

 他に、介護保険施設 500,000円、軽費老人ホーム 200,000 円、柔道整復の施術所 200,000円、薬局

100,000 円 
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●北海道苫前町（とままえちょう）（人口 3000人） 

「町内医療機関診療体制維持継続支援事業」 

町内医療機関における診療体制の維持継続（緊急事態宣言下における受診抑制）に対する支援。 

・対象 町内医療機関 

・支援金額 1医療機関 【医療】400万円 【歯科】200万円 

 

●北海道・厚真町（あつまちょう）（人口：約 4400 人） 

「医療福祉介護授業者医療金交付事業」（昨年 9月に実施済み） 

http://www.town.atsuma.lg.jp/.../gikaida.../gikaidayori.html 

厚真町の医療・介護施設に勤務する職員に対し、国が実施する慰労金に上乗せして町独自の慰労金を

あつまるポイントにて支給する。 

支給金額 1人１万円（あつまるポイント） 

     ※国支給額 ５万円 

「あつまるポイント」とは、町内限定の ICカード「あつまるカード」のポイントのようです。 

 

●宮城県登米市（人口 7万 8000人） 

「地域医療並びに社会福祉施設等への特別支援金交付事業」 

市内の一般診療所・歯科診療所、社会福祉施設等へ支援金を交付 

対象： 

①登米市内病院・診療所…64施設 

②障がい福祉サービス事業所…73サービス区分（67事業所） 

③介護サービス事業所…145 サービス区分（61事業所） 

④保育施設等…37施設 

積算： ①…１施設当り 60 万円、②③④…サービス区分ごとに 10万円 

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における登米市生活経済支援策（第３弾）まとめ

（案）より 

https://www.city.tome.miyagi.jp/machi/shisejoho/happyoshiryo/r2/documents/020727houdou.pdf 

 

●宮城県・栗原市（くりはらし）（人口：約６万 6000人） 

「医療福祉施設に給付金 栗原市、最大１００万円を支援」 

 宮城県栗原市は４日、新型コロナウイルス感染予防に努めながらサービスを提供する医療施設、保

険薬局、施術所、福祉施設に最大１００万円を給付するなど新型コロナ関連の支援策を公表した。 

 給付額は、病院、診療所、歯科が１００万円、保険薬局、マッサージや柔道整復など施術所が１０

万円。対象は１２６施設を見込む。福祉施設は、デイサービスや訪問介護など提供サービスごとに１

０万円を加算し、最大で４０万円支給する。対象は２１６件を想定する。 

（河北新報 9月 5日付） 
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●宮城県・角田市（かくだし）（人口：2万 8000 人） 

「角田市新型コロナウイルス感染症対策医療・介護施設特別応援金」 

角田市では市内の医療機関や介護施設に特別応援金を支給。病院や医科、歯科診療所、保険薬局、

老人福祉施設等約 90施設が対象で病院 100万円、診療所（医科、歯科）50万円等となっています。 

（宮城保険医新聞 2020年 9月 15日号） 

 

●宮城県・岩沼市（いわぬまし）（人口：4万 4000万人） 

■医療機関への支援 

https://www.city.iwanuma.miyagi.jp/.../iwa20.09p4-5.pdf 

 新型コロナウイルス感染症対策の影響で負担が増加している医療機関を支援するため、一律 20 万円

の支援金を給付します。 

（広報いわぬま 2020年 9月号） 

 

●宮城県・東松島市（ひがしまつやまし）（人口：３万 9000万人） 

「東松島市市民生活維持協力金について」 

http://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/.../18,24894... 

新型コロナウイルス感染症が拡大に伴う宮城県の緊急事態措置期間中、感染防止に努めながら事業

（営業）を継続した市民生活維持に不可欠で、かつ密接な対人対応を要する事業者に対し、協力金を支

給します。 

  ・1施設を有する事業者 15万円 

  ・2施設以上 4施設を有する事業者 25万円  

  ・5施設以上を有する事業者 35万円 ①病院、②診療所（歯科含む）などが対象です。 

※7月 31日で終了しています。 

 

●宮城県・名取市（なとりし）（人口：８万人） 

「名取市新型コロナウイルス感染症対応医療機関経営継続支援金」 

医療機関は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に対応し、地域において必要な医療提供を継続

することが求められていることから、医療機関の財政支援を目的に支援金を給付します。 

・給付対象者：市内医療機関（県立を除く。） 

・給付額：１医療機関あたり２０万円 

https://www.city.natori.miyagi.jp/.../hokenc/node_72297 

 

「名取市新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金」 

 新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高い状況下において相当程度心身に負担がかかる中、強い

使命感を持って業務に従事している医療従事者等に対し慰労金を給付します。 

給付対象者 

 市内医療機関（県立を除く。）に従事する（従事していた）方で、宮城県新型コロナウイルス感染症対

応従事者慰労金交付事業の対象者（※）として交付決定を受けた方。 

給付額：１人あたり１万円 

※新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業の「上乗せ」事業です 
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（一般診療所は５万円（宮城県から）+２万円（名取市から）ということになります）。 

 

●宮城県村田町（人口１万 1000人） 

「村田町密接が生じる事業者に対する新型コロナウイルス感染症対策支援事業について」 

生活に欠かすことのできない施設で、どうしても密接が生じてしまう業種を営む事業者の方を対象に、

新型コロナウイルス感染症対策を支援することを目的に奨励金を交付します。 

【支給額】１事業者あたり５万円 

【対象業種】 

①医科診療所、歯科診療所 

②理容業、美容業 

③鍼灸、マッサージ、接骨院、柔道整復（あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律

または柔道整復師法の規定に基づく施術所の開設届を行っているもの） 

 

●宮城県・亘理町（わたりちょう）（人口：3 万 3000万人） 

「亘理町新型コロナウイルス感染症医療施設等運営継続支援事業」 

地域医療の崩壊を未然に防ぎつつ、新型コロナウイルス感染症対策の更なる充実を図り、適正な受

診機会を確保し、継続安定した医療サービスの提供をしていただくため、通常の医療サービスの提供

では想定されない、かかり増し経費を補助するものです。 

                  補助限度額      補助率 

1 亘理町内医療施設（医科）       30万円      10/10 

2 亘理町内医療施設（歯科）       30万円      10/10 

3 独立行政法人国立病院機構宮城病院  130万 9000円  10/10 

対象経費：新型コロナウイルス感染症対策のための経費（報酬、給与、報償費、賃金、職員諸手当、

共済費、旅費、役務費、使用料及び賃借料、委託料、需用費、備品購入費等） 

※内容が補助金交付要綱に則し、適正なものであれば 4月 1日に遡り計上可能です。 

 

●宮城県山元町(1万 2000人) 

 河北新報 2020年 7月 21日付。「受診者の減少で経営

に打撃を受ける医療機関に 30万円を給付」。対象の医

療機関 8施設のうち、2施設が歯科診療所です。 

 町として、医療機関を守るという強い意志を感じま

す。 
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●宮城県・川崎町（かわさきまち）（人口：8500人） 

 医療機関等感染拡大防止等支援金事業 

（宮城県保険医協会ホームページより） 

http://miyagi-hok.org/.../201110covid19jititaisiennsakuka... 

■目的 感染拡大を防ぎながら対応している医療機関等に対し、感染予防対策に要した費用の支援を行

うもの。 

①病院 ―施設あたり 100 万円 

②診療所・歯科医院 ―施設あたり 50 万円 

 

●宮城県・柴田町（しばたまち）（人口：3 万 9000人） 

 新型コロナウイルス感染症に対応する医療や介護・障がい、保育サービスの持続的な提供体制の確保

や自粛要請に伴い経営が悪化した公共交通機関の安定的な運行の確保のため支援金を給付します。 

「社会生活サポート事業者給付金」 

・医療サービス事業者など 

給付額：従業員数に応じた金額を給付します。従業者１人の施設は５万円、２人以上 10人までの施設

は 10万円、10人以降は、10人増えるごとに 5万円加算。限度額 100万円。 

 

●宮城県・大河原町（おおがわらまち）（人口：２万 4000人） 

「新型コロナウイルス感染対策医療機関支援給付金」 

新型コロナウイルス感染防止対策に努めながら診療及び調剤を継続している町内の医療機関に対

し、新型コロナウイルス感染防止対策に係る負担を軽減し、医療提供体制の継続及び維持を図るた

め、新型コロナウイルス感染対策医療機関支援給付金を交付するもの。 

対象：保険医療機関（ただし、医療法第１条の５第２項に規定する診療所に限る）及び保険薬局 

給付額：保険医療機関１医療機関あたり３０万円 

保険薬局 １医療機関あたり２０万円 

 

●宮城県・丸森町（まるもりまち）（人口：1万 2000人） 

「丸森町医療・介護施設特別支援金」 

 新型コロナウイルス感染症の影響下において、感染症対策に細心の注意を払いながら事業を行って

いる町内の医療機関及び介護サービス事業所に対して、町民生活に不可欠な医療・介護サービスの提

供体制の維持に向け引き続きサービスの提供に努めていただくため、「丸森町医療・介護施設特別支

援金」を支給いたします。 

なお本事業は、角田市と共同で実施するものです。 

支給額（１事業所につき） 

 （１）保険医療機関  

   ①病院       １００万円 

   ②医科・歯科診療所  ５０万円 

 （２）保険薬局      １０万円 

 （３）指定介護老人福祉施設又は指定介護老人保健施設 ５０万円 

 （４）認知症対応型共同生活介護施設 ２５万円 
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 （５）（３）・（４）以外の介護サービス事業所 １０万円 

※昨年 9月末で終了しています。 

 

●山形県・東根市（ひがしねし）（人口：4万 8000人） 

「地域医療提供体制強化支援金」 

地域の医療体制を維持・強化するための支援金を給付 

◆対 象：市内民間医療機関（病院、診療所、歯科診療所） 

◆給付額：病院 30万円、診療所・歯科診療所 10万円  

 

●山形県・尾花沢市（おばなざわし）（人口：1万 5000人） 

「新型コロナ対応従事者への慰労金」 

（医療機関・社会福祉施設等・児童関係施設・ごみ処理施設） 

http://www.city.obanazawa.yamagata.jp/usr/imgbox/soumu/20201208193359.pdf 

 新型コロナの拡大防止に尽力した医療機関等の職員や、サービス継続のために従事した社会福祉施

設等・児童関係施設の職員、自粛要請により家内整理やテイクアウトの利用増等に伴い増加するごみ

の処理に従事したごみ処理施設等の職員に対し慰労金を給付する。 

・対象（医療従事者、社会福祉関連従事者、介護関連従事者、子育て関連従事者、ゴミ処理施設従事

者） 

・給付額 １人２万円 

 

●山形県・庄内町（しょうないまち）（人口：約２万人） 

「地域医療体制維持支援医療」 

・支援対象施設:町内の医療機関等 

・支援内容：新しい生活様式に対応した地域での医療サービス提供維持経営支援のため支援金を交付

する 

病院・50 万円 × 1 か所 

医科・歯科診療所：30 万円 × 14 か所 

薬局・訪問看護ステーション：10 万円 × 5 か所 

・実施時期：2020年 8月～20201年 3月 

※財源は新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金です。 

※山形県による支援金 病院 50万円、診療所 30万円とあわせた支援となります。国が減収補填を行

わない中で、県と町による支援は、地域医療を守るうえで大きな支えです。 

 

●山形県大江町（おおえちょう）（人口 7500人） 

「医療機関運営支援事業」 

新型コロナにより経営に大きな影響が生じている民間医療機関に対し支援金を給付する。 

町内の医院・歯科医院（４医院すべて） 

１医療機関あたり 30万円 
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●山形県・川西町（かわにしまち）（人口：約１万 4000人） 

「町内医療機関応援事業」 

町内医療施設おける感染予防対策を支援することにより、利用者及び事業所職員の感染リスクの軽

減を図るとともに、医療機関へ生花を送り医療従事者への感謝とストレス軽減の一助とするもの 

・町内８医療機関に５万円交付と花の贈呈 

・昨年６月の事業です。 

 

●茨城県稲敷市（人口：3万 9000人） 

「感染症対策応援給付金」 

①医療機関 ②高齢福祉施設・介護サービス事業所 ③障害福祉サ－ビス事業所 

市内の各医療機関、各事業所における感染第２波対策の支援 

従事者数に応じて給付 

5 人未満 ： ５万円 

5～ 9人： 10万円  

10～ 19人： 20万円  

20～ 29人： 30万円 

30～ 49人： 50万円 

50～ 99人：100万円  

100～149人：150万円 

150 人 ：150 万円 

 

●茨城県日立市（人口 18万人）は、「感染リスクと向き合

って営業を続けた事業者をたたえる」として、緊急事態宣

言期間中も社会生活に必要として営業を継続した歯科な

どの事業者に対し、一律 10 万円の特別営業支援金を支給

することにしています（茨城新聞 2020年 7月 3日付）。 
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●茨城県・常陸大宮市（ひたちおおみやし）（人口：３万 9000 人） 

「新型コロナウイルス感染症対策医療機関等支援事業費補助金」 

https://www.city.hitachiomiya.lg.jp/page/page005782.html 

  新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的とした体制づくりを支援するため、医療機関が購

入する必要な備品や、消耗品等の購入費用に対して補助金を交付します。 

対象経費 

・備品：空気清浄機、飛沫感染の防止を目的とするパネル・ついたて・スクリーン、換気扇、加湿

器、サーマルカメラ など 

・消耗品：マスク、防護ガウン、フェイスシールド、手袋、消毒用アルコール など 

補助金額 

医科 50万円（限度額） 

歯科 20万円（限度額） 

 

●茨城県・那珂市（なかし）（人口：５万 3000人） 

（茨城新聞 11月 23日付） 

 那珂市は 11月 20日、新型コロナウイルスに対する市独自支援策を発表した。 

 国の地方創生臨時交付金を活用し、医療機関応援特別給付金は継続的な医療提供を支援しようと、

歯内の一般病院、診療所、歯科診療所を対象に、１院当たり医科 50万円、歯科 30万円を支給する。 

 

●茨城県下妻市（しもつまし）（人口：4万 2000人） 

「下妻市医療機関等応援給付金支給事業」 

https://www.city.shimotsuma.lg.jp/page/page003252.html 

 ・給付金の額 

(1) 病院      ５０万円    

(2) 一般診療所   ２０万円     

(3) 歯科診療所   ２０万円 

(4) 調剤薬局    １０万円 

更に、病院、一般診療所に関しては、加算の要件を設け、該当する場合は、基準額に１要件につき

１０万円を加算するものとします。   

【要件】  

①休日在宅当番医として休日の医療を担う医療機関                  ＋10万円 

②診察・検査医療機関として、茨城県が公表の了承を得ている医療機関で、かかりつけ医以外の患者

も受付する医療機関                                ＋10万円  

③ 広域で運営している臨時地域外来検査センターにおいて当番医として貢献している医療機関                    

＋10万円  

・申請手続き 

 給付金の給付を受けようとする医療機関等は、「医療機関等応援給付金支給申請書兼請求書」に記

入押印のうえ、令和 3年 3 月 19日（金）必着で、保健センターに提出あるいは郵送でお申し込みくだ

さい。 

 

●茨城県・城里町（しろさとまち）（人口：１万８000 人） 

 「保育・福祉・介護・医療従事者に応援給付金（１人１万円）」 

新型コロナウイルス感染症への対応が長期化する中、感染リスクが高い最前線で献身的に業務に当

たる町内の医療施設等の従事者に感謝し「城里町新型コロナウイルス感染症による医療施設応援給付

金」を支給します。 
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 病院  100万円（1ケ所） 

 診療所  50万円（11ケ所:医科及び歯科） 

※9 月 18日の第 3回議会定例会で予算が可決されました。 

 

●群馬県・沼田市（ぬまたし）（人口：４万 5000 人） 

「沼田市新型コロナウイルス感染症対応医療従事者等慰労金」 

市では厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」の対象者に、心からの

感謝の気持ちを表し、独自に見舞いとして慰労金を給付します。 

対象者 

1．市内の医療機関に勤務している人 

2．沼田市に住民登録があり、市外の医療機関に勤務している人 

厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」の対象者に限ります。 

給付額：1人 3万円（1人 1 回に限る） 

http://www.city.numata.gunma.jp/.../1009726/1010269.html 

 

●群馬県・大泉町（おおいずみまち）（人口：4万 2000人） 

・「医療従事者等支援金交付事業」 

医科、歯科に勤務する医療従事者等に 10,000円の支援金 

対象：町内の医療機関勤務者、町内に居住する町外医療機関勤務者等 

・「医療機関等運営継続支援金交付事業」 

減収した医療機関、薬局、施術所等に支援金を交付（前年同月比減収 30%以上：一律 10万円） 

 

●群馬県・片品村（かたしなむら）（人口：3900 人） 

「片品村新型コロナウイルス感染症対応【医療従事者・介護従事者等】慰労金」 

新型コロナウイルス感染症が流行している中で、感染の危険と隣り合わせで勤務する医療従事者や

感染拡大防止のための対策を講じながら勤務する介護従事者に対し、心身の健康を維持しながら就業

が継続できるよう、自身の健康管理等に必要な経費を支援するために慰労金を支給します。 

給付額 

（１）医療従事者等１人あたり５万円 （２）介護従事者等１人あたり３万円 

 

●群馬県昭和村（しょうわむら）（人口 6900人） 

「昭和村クラスター感染防止対策事業助成金」 

https://www.vill.showa.gunma.jp/kurashi/news/coronavirus/2020-0731-1422-23.html 

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、クラスター発生のリスクを回避するため、昭和村

内の福祉施設および医療機関でクラスター感染防止対策事業を行った事業所の管理者の方に助成金を

支給いたします。 

１ 対象者 

（１）介護保険関連施設を営む管理者 

（２）身体障がい者関連施設を営む管理者 

（３）医療機関を営む管理者 
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（４）その他、村長が必要と認めた管理者 

２ 助成額 １事業所につき、20万円以内となります。 

ただし、１事業所内に事業所が３か所以上ある場合は、上限を 50万円までとします。 

 

●埼玉県・幸手市（さってし）（人口：５万人） 

「新型コロナウイルス感染症対策応援給付金（医療機関等分）」 

６の病院に 100万円 

3 の有床診療所に 50万円 

21 の医科無床診療所に 20万円 

31 の歯科医院に 10万円 

27 の薬局に５万円 

※７月 31日に成立した令和 2年度一般会計補正予算(第 5号)より 

※財源は新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

 

●埼玉県・蓮田市（はすだし）（人口：約 6 万 1000人） 

（対象）市内の病院・診療所・歯科医院・薬局 

（給付額） 

○病院  ５０万円 

○診療所 ２０万円 

○歯科  １０万円 

○薬局   ３万円 

・財源は国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金が充てられます。 

・医師会・薬剤師会等に加入していない市内医院も対象となります！ 

（関根かおり蓮田市議会議員のブログより） 

 

●埼玉県・久喜市（くきし）（人口：15 万人） 

「新型コロナウイルス感染症対応医療機関等支援給付事業」 

https://www.city.kuki.lg.jp/.../iryo_kikan/kyuhujigyou.html 

市では、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中で、医療機関等に対する久喜市商工会共通

商品券を給付する制度を創設しました。 

病院（100床以上）      100万円 

病院（100床未満）    50万円 

有床診療所        30万円 

有床診療以外の診療所   20万円 

歯科診療所        10万円 

助産所             5万円 

薬局                  5万円 
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●埼玉県・東松山市（人口：約９万 2000人） 

（埼玉新聞 9 月 8 日付） 

埼玉県東松山市は、新型コロナウイルス感染症対策のための地方創生臨時交付金（２次配分）の実施

計画に盛り込んだ主な事業を公表した。プレミアム付商品券の発行、医療機関などへの支援金、赤ちゃ

ん応援特別給付金などの 13 事業で、事業費の総額は約７億 4398万円。 

 医療機関の支援金の交付対象は 180カ所で総額 4340万円。金額は病院 100床以上 150万円、同 100

床未満 100万円、一般診療所 30万円、歯科診療所 20万円、薬局 10万円。 

 

●埼玉県・小鹿野町（おがのまち）（人口：1万 1000 人） 

（埼玉新聞８月 31日付） 

小鹿野町は８月 27日、新型コロナウイルス感染症対策事業第２弾を発表した。（中略）町内の診療所

に 30万円、薬局に 10万円を給付する。 

※上記の診療所には歯科診療所も含みます（町に問い合わせて確認しました） 

 

 

●埼玉県・朝霞市（あさかし）（人口：約 14万 4000 人） 

「医療機関等支援金支給事業」 

https://www.ci asaka.lg.jp/soshiki/24/iryoukikantousienkinjigyou.html 

市民からの寄付を原資に、寄付者の意向に基づき、地域医療の最前線で、新型コロナウイルス感染

防止のために尽力されている医療機関等を支援するため支援金を支給します。 

 

支給対象：令和３年２月１日時点で市内に所在する朝霞市内の病院、診療所（医科、歯科）および薬

局 

支給額：病院には、病床数に応じて総額６００万円、診療所（医科、歯科）には、一律１５万円 

 

※朝霞地区医師会、朝霞地区歯科医師会、朝霞地区薬剤師会に加入している病院、診療所（医科、歯

科）及び薬局につきましては、朝霞地区医師会、朝霞地区歯科医師会、朝霞地区薬剤師会が一括して

申請します。 

※朝霞地区医師会、朝霞地区歯科医師会、朝霞地区薬剤師会に未加入の診療所（医科、歯科）および

薬局につきましては、申請書等を送付いたしますので、支援金の受け取りを希望される場合は、申請

書等の提出をお願いいたします。上記支給対象の病院、診療所（医科、歯科）および薬局で２月下旬

になっても申請書等が届かない場合は、健康づくり課にご連絡ください。 

 

申請期限：令和３年３月３１日水曜日【郵送の場合：必着】 

 

●千葉県野田市（人口：15万 6000人） 

千葉県野田市は、市独自の緊急経済対策として、市内の医療機関に勤務する医師、看護師、検査技

師、事務員等の医療従事者などに医療従事者支援金を 5月～7月まで支給していました。 
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 7月 28日に公表された、市独自の支援第 5弾では、(1)上記の医療従事者支援金の支給期間を 12月

まで延長、(2)新たに、市民の健康維持のため、感染リスクと対峙しながら診療に従事している歯科医

療従事者に支援金を支給するとしています。 

 

●千葉県・八街市（やちまたし）（人口：約６万 7000人） 

・医療機関等支援事業  

令和 2年 8月 1日現在、市内に所在する保険医療機関（病院、歯科を含む診療所）・保険薬局・助

産所のうち引き続き医療等を提供している機関  

・給付金 病院：1施設あたり 20万円 

診療所（歯科を含む）・保険薬局・助産所：1施設あたり 10万円 

・申請期間 令和 2年 9月 1日～10月 31日 

※8 月臨時議会で可決されました（補正予算） 

 

●千葉県・白井市（しろいし）（人口：約６万２000 人） 

医療・介護・障害福祉

サービスは、高齢者、障

がい者など広く市民にと

って、 住み慣れた白井市

での生活を支える上で必

要不可欠なものであるた

め、新型コロ ナウイルス

感染症による影響をでき

る限り小さくし、今後も医療・介護・障害福 祉サービスを継続して提供できるよう支援する。  

・対象：医療・介護・障害福祉サービス事業所 

・給付額：病院  20万円 

     診療所 10万円（歯科も含みます） 

※７月臨時議会で可決されました（補正予算）。財源は、新新型コロナウイルス感染症対応地方創生

臨時交付金です。 

※新型コロナウイルス感染症に対する市の独自支援策等について、各議員から出された提案を取りま

とめて、議長が市長に提案書を提出しています。また、市民からの提案を受け付けています。なかな

か意欲的な自治体です。 

 

●千葉県・木更津市（きさらづし）（人口：約 13万 6000人） 

新型コロナウイルス感染症の影響により、感染予防のための経費が増加している市内医 療・介護・

福祉施設等に対し交付金を支給し事業支援します。 

※表にあるように、木更津市の支給対象は医療機関だけでなく、障害福祉サービス事業所、介護サー

ビス事業所、私立幼稚園・保育施設等、児童養護施設、中小企業と多岐にわたります。 

 

「医療機関等支援金給付事業費」 

20 床以上 50万円×  10箇所＝ 500万円 
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19 床以下 30万円×  6箇所＝ 180万円 

診療所   10万円× 150 箇所＝1,500万円 

薬局    5万円 × 71 箇所＝ 355万円 

※「診療所」は歯科も含みます。 

※財源は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金です。 

 

●千葉県・君津市（きみつし）（人口：８万 2000 人） 

「社会福祉施設等事業継続支援事業」 

医療機関や社会会福祉施設等の支援 

新しい生活様式を取り入れながらサービスが継続的に提供されるよう支援金を交付します。 

・施設区分に応じて、5万円から最大 50万円を支援 

 

●千葉県・市原市（いちはらし）（人口：27万人） 

「市原市新型コロナウイルス特別給付金（医療・福祉施設）」 

市内医療機関等に対し、継続した提供が必要な医療業務に従事する職員等を支援する 

種別や病床数等に応じ 1施設あたり 10～600 万円を給付 

・対象施設：病院、診療所、歯科診療所、 助産所、薬局など 410施設 

※財源は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金です。 

 

●千葉県・銚子市（ちょうしし）（人口：５万 8000 人） 

「銚子市医療機関における新型コロナウイルス感染症に係る感染拡大防止対策支援金」 

（銚子市ホームページより 

https://www.city.choshi.chiba.jp/osirase/2020/2020-1012-1701-48.html） 

新型コロナウイルス感染症の院内での感染拡大を防ぐ取組を行う市内の民間の医療機関に対し、支援

金を交付します。 

支援金の額等 

病院 100万円 

診療所（医科） 20万円 

診療所（歯科） 20万円 

 

●千葉県・成田市（なりたし）（人口：約 13 万人） 

「成田市医療従事者等慰労金」 

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けて、日々感染のリスクと向き合いながら、強い使命感

を持って、医療機関等で業務に従事されている医療従事者や職員の方に感謝の意を表し、本市独自の

慰労金を給付します。 

(1)感染症対応病院 1人あたり 3万円 

(2)（1）を除く病院 1人あたり 2万円 

(3)発熱外来を有し、検査を実施する診療所 1人あたり 2万円 

(4)（3）を除く診療所（歯科診療所含む） 1人あたり 1万円 

(5)訪問看護ステーション 1人あたり 1万円 
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(6)薬局 1人あたり 1万円 

 

●千葉県・茂原市（もばらし）（人口：8万 7000 人） 

「茂原市医療従事者等慰労金」 

https://www.city.mobara.chiba.jp/0000003495.html 

 医療機関等に勤務する医療従事者や職員は、新型コロナウイルス感染症拡大防止・収束に向けてウ

イルスに立ち向かい、（1）感染すると重症化するリスクが高い患者との接触を伴うこと、（2）継続

して提供することが必要な業務であること、及び（3）医療機関での集団感染の発生状況を踏まえ、相

当程度心身に負担がかかる中、強い使命感を持って、業務に従事いただいていることに対し、本市で

は「茂原市医療従事者等慰労金」を支給し、医療従事者等を慰労するとともに、新型コロナウイルス

の感染拡大防止意識の維持・高揚を図ります。 

 医療従事者１人につき、２万円を支給します。 

 なお、本慰労金は非課税所得であり、課税の対象とはなりません。 

 

●千葉県・旭市（あさひし）（人口：約 6万４000人） 

「旭市医療機関支援金」 

http://www.city.asahi.lg.jp/section/kenkou/news/2020-1001-1144-9.html 

新型コロナウイルス感染症対策の最前線で、市民の命や健康を守るため懸命に取り組んでいる医療機

関に対して支援金を給付します。 

・対象：市内の医療機関（医科・歯科） 

・支給額：１施設につき 20 万円 

 

●千葉県・富里市（とみさとし）（人口：約５万人） 

「医療機関等緊急経営支援事業」 

https://www.city.tomisato.lg.jp/0000011530.html 

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止・収束のために、院内感染防止対策を講じながら、安定的に

市民へ医療を提供している医療機関等に対し、幅広く重点的に支援するために支援金を支給します。 

・支援機関：病院・歯科医院・薬局 

・支援金額：第二次救急医療機関 300万円 

上記以外の医療機関 30万円に加え医療従事者一人あたり 5万円を加算 

薬局 20万円 

（市内の 23病院・診療所、23歯科医院、20薬局） 

※昨年８月に終了しています。 

 

●千葉県酒々井町（しすいまち）（人口：約 2万人） 

「【新型コロナ関係】酒々井町医療・福祉事業者等従事者慰労金支給事業」 

https://www.town.shisui.chiba.jp/docs/2020080500021/ 

事業概要：新型コロナウイルス感染症の感染リスクの高い中、病院、診療所、介護保険法に基づく居

宅サービス事業所等、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業等、児童福祉法に基づく児童

養護施設（以下、「医療・福祉事業者等」という）に従事する職員に対し、１万円を支給します。 
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●千葉県・長生村（ちょうせいむら）（人口：1万 4000人） 

「医療従事者等及び医療機関支援給付金の支給について」 

https://www.vill.chosei.chiba.jp/0000001377.html 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止・収束に向けてウイルスに立ち向かい、強い使命感を持って

業務に従事している医療従事者を慰労するとともに、施設内の新型コロナウイルス感染症の拡大防止

に努めながら医療を提供している機関に対し支援金を給付します。 

・村内医療機関従事者等 1人につき・・・2万円 

・村内医療機関 1医療機関につき ・・・10万円 

 

●千葉県・長柄町（ながらまち）（人口：6700人） 

「長柄町医療従事者等慰労金」 

https://www.town.nagara.chiba.jp/soshiki/4/5680.html 

   町では、新型コロナウイルスの感染リスクにさらされ、心身に負担がかかる中で、医療機関等に勤

務する医療従事者や職員に、慰労金を給付します。 

職員 1人につき２万円 

 

●千葉県・白子町（しらこまち）（人口：１万人） 

「白子町医療従事者等慰労金」 

 町では、新型コロナウイルスの感染リスクにさらされ、心身に負担がかかる中で、業務に従事されて

いる医療従事者や職員に、慰労金を給付します。 

・支給額：1人につき 2万円 

・申請の手順：原則として、医療機関が医療従事者等から委任を受け代理申請・受領を行い医療機関

から医療従事者等に給付していただくこととしています。 

・申請期限：2021年 3年 1 月 29日（金）必着 

 

●千葉県睦沢町（むつざわまち）（人口：6800人） 

医療・介護・障がい福祉サービスに従事する皆さんに慰労金を支給します 

新型コロナウイルスの感染リスクにさらされ、心身に負担がかかる中で、医療、介護、障がいサービ

ス施設などに従事していただいている方に慰労金を支給します。 

医療従事者などへの慰労金 

【支給額】１人につき２万円（１回限り） 

※１月１５日で終了しています 

 

●東京都国分寺市（人口 13 万人） 

「医療機関等応援特別給付金給付事業」 

事業内容市内に所在する医院・歯科医院・薬局等に対し、1箇所あたり 20万円を給付 

 

●東京都・羽村市（はむらし）（人口：5万 4000 人） 

「羽村市事業継続助成金（対象要件 C）」 

対象要件 C：医療機関等（病院、一般診療所、歯科診療所、助産・看護業、調剤薬局） 
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助成金の額：一律 10万円 

※羽村市事業継続助成金について、「1月あたりの売上高の減少率が前年同月比で 10％以上 50％未満

等の事業所＝対象要件 A」「金融機関から運転資金等の新規融資の決定を受けている事業所＝対象要件

B」に加えて、医療機関等を対象にした、対象要件 Cが新設されました。 

 

●東京都小金井市（こがねいし）（人口：約 12万 6000人） 

「医療従事者慰労金」 

※財源は、新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金です。 

支給対象：市内の医療機関等で従事する医

師、歯科医師、薬剤師、看護師、事務職員

等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●東京都昭島市（あきしまし）（人口：約 11万 2000人） 

「昭島市新型コロナウイルス感染症支援事業」 

https://www.city.akishima.lg.jp/.../010/20201105103726.html 

新型コロナウイルス感染症が拡大している中で、市民の健康といのちを守るため、昭島市内の医療機

関などで働いた医療従事者や職員の皆さんの支援として、慰労金を給付します。また、医療機関など

においては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、衛生用品などの感染症対策経費に対して、

補助金を交付します。 

・医療従事者慰労金 1人 1万円 

・医療機関補助金  1医療機関あたり、昭島市慰労金給付対象者 1人につき 5000円 

 対象医療機関：昭島市内に所在する医療機関など（病院、診療所、歯科医院、助産所、薬局、訪問

看護ステーション）。保険医療機関でない病院や診療所および、指定訪問看護事業者でない訪問看護ス

テーションは対象外となります。 
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●東京都・東久留米市（ひがしくるめし）（人口：11万 7000 人） 

東久留米市内の医療機関等に勤務する医療従事者や職員の方が、新型コロナウイルス感染症の拡大

防止・収束に向けてウイルスに立ち向かい、感染すると重症化するリスクが高い患者との接触を伴う

こと、継続して提供することが必要な業務であること及び医療機関での集団感染の発生状況を踏まえ

相当程度心身に負担がかかる中、強い使命感を持って、業務に従事されていることに対し、応援金の

給付を行います。 

支給対象者：表を参照 

※新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業の「上乗せ」事業です 

（一般診療所は５万円+１万円ということになります）。 

支給額 1人につき 1万円 

 

 

●神奈川県厚木市（人口 22.4万人） 

 「厚木市医療機関等感染防止対策交付金」 

・病院 １事業所につき、30万円 

・診療所および薬局 １事業所につき、10万円 

 「新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、医療の最前線で感染リスクを負いながらも患者に向

き合い、病気の治療等のため、施設運営を継続していただている市内の医療機関等に対し、感染防止対

策を支援する交付金制度を創設しました」。 

 

●山梨県・山梨市（人口：約 3万 3000 人） 

（8 月 31 日の「日本経済新聞」より） 

「山梨県山梨市、医療機関に支援金 最高額は 1000万円」 

山梨県山梨市は新型コロナウイルスの影響で外来患者が減り、経営が厳しくなっている市内の医療

機関を対象に、独自の支援金を交付する方針を決めた。開会中の定例市議会に関連予算 1910万円を盛

り込んだ補正予算案を提出した。 

支援金の対象は市内の 4病院と 19の診療所、15の歯科診療所。市健康増進課によると、職員数に応

じて分配するほか、PCR検査の実施件数などを基準に加算額を算定して支給する。感染症指定 医療機

関で PCR検査の実施件数が多い山梨厚生病院の 1000万円が最高額という。 

※予算書を見ると、名称は、「新型コロナウイルス医療機関支援支援交付金」です。 

※財源は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金と思われます。 
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●富山県射水市（いみずし）（人口：９万 3000人） 

「射水市新型コロナウイルス感染症対策医療機関支援金給付事業」 

（8月 3日に市ホームページに更新） 

 射水市では、市内の医療機関に対して、院内等での新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止

し、地域で求められる医療体制の確立や本市のがん検診、特定健診及び予防接種等の体制が確保でき

るよう医療用資機材等の購入費を給付します。 

☆支給対象者について：８月１日現在、射水市内で開設している病院・診療所（歯科を含む） 

 ただし、公立は除きます。 

☆支給額について 医業もしくは歯科医業を行う病院・診療所につき、１０万円です。 

 

●富山県氷見市（ひみし）（人口 4万 9000人） 

（富山新聞 8月 5日より抜粋） 

氷見市議会臨時会は 8月４日開かれ、会新型コロナウイルス対策５４事業を盛り込んだ今年度一般

会計補正予算案５億８８５５万円（累計２９３億５６５万円）など議案４件を可決した。 

 市内の医療機関４０カ所と障害福祉サービス２３事業所、介護サービス３８法人事業所に給付金を

支給し、サービス提供の維持を後押しする。 

 

●富山県・滑川市（人口：約３万 2000 人） 

「医療従事者慰労金」 

市内病院・診療所（歯科含む）に勤務する医師・看護師などに慰労金として 1人あたり 2万円を支

給します。 

注:勤務する施設を通じて支給します。 

 

●石川県・かほく市（人口：3万 5000人） 

「新型コロナ対策助成金（介護・障害・医療事業者）」 

http://www.city.kahoku.ishikawa.jp/.../000/index_15138.html 

 新型コロナウイルス感染防止対策として、介護・障害・医療事業者等が新たに購入する衛生用品等の

購入費に対し、増大している経費への負担を軽減し、事業の継続を支援するため、助成金を交付します。 

１．助成対象者：医療機関等（診療所・病院・歯科医院）、老人福祉・介護事業、障害福祉事業 

２．対象となる経費：新型コロナウイルス感染防止対策として、令和２年４月 1日にから令和３年３月

31 日まで購入または実施した経費   

例：(1)マスク、(2)医療用ガウン及びウイルス感染防護服、(3)ゴーグル、フェイスシールド及び保護め

がね、(4)手袋、(5)消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウム溶液及び次亜塩素酸水、(6)石鹸、(7)体

温計、(8)うがい薬、(9)アクリル板、(10)使用済みの物品を格納又は廃棄するための容器、(11)上記の

物品の代替品、部品、材料等、(12)外部専門家による等による研修実施、(13)感染防止を徹底するため

の面会室の改修費、(14)タブレット等のＩＣＴ機器の購入（感染症対策、3密対策に資する場合）、(15)

その他、必要と認められるもの 

３．助成上限額 １０万円（助成率１０／１０） 
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●長野県・箕輪町（人口２万 5000人） 

「福祉・医療機関へ応援交付金２０万円 箕輪町」 

 箕輪町は、町独自の新型コロナウイルス対策の一環で町内の福祉・医療（歯科医を含む）機関の計 32

施設に対して一律 20 万円を贈る。生命線の現場に少しでも感謝を示したいとする「応援交付金」。4 月

28 日に開いた町議会臨時会に関連予算 640 万円を盛った 2020 年度一般会計補正予算案を提出し、可決

された。 

 応援交付金は１事業主につき贈るもので、同感染症の３密（密閉、密集、密接）対策に関わる消耗品

の購入費などに役立ててもらう。4月 30日と５月１日に浦野邦衛副町長らが３グループに分かれて届け

る計画で、併せて町が備蓄している使い捨てマスクも各施設に 100枚ずつ寄付する。 

(長野日報 4月 29日付) 

 

●長野県・小布施町（おぶせまち）（人口：約 1万 1000人） 

（「須坂新聞 2020年 10月 17日より） 

小布施町は 10月 13日、新型コロナウイルス感染症対応の経済対策などを盛った町議会令和 2年 10

月会議補正予算案を議員に発送した。 

「医療福祉施設等感染症対策環境整備支援事業」 

 町内医療機関や福祉事業所が行う新型コロナウイルス感染症対策に係る費用を助成し、安心して医

療や障害・介護の福祉サービスなどを受けることができる環境を整備する。病院は 100万円、診療所

や福祉施設などは 1施設 50 万円を上限。 

 

●長野県・高森町（たかもりまち）（人口：1万 3000人） 

「高森町新型コロナウイルス感染症対策のための医療機関支援事業」 

https://www.town.nagano-takamori.lg.jp/.../10/1/2/5816.html 

町内の医療機関が新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するために、体制づくりをおこなった場合

にその費用に対し一部補助する事業です。 

・対象経費：令和 2年 4月 1日から令和 3年 2月 26日まで支出した経費で以下に該当するもの 

1、ガウン、ゴーグル等の個人防護具の購入費用 （自作するときは、材料代等の作成費用） 

2、感染拡大防止設備の整備費 

3、感染拡大防止に係る施設改修費 

4、その他感染拡大防止に係る費用 

・補助金額：1医療機関 100 万円を上限とし、1回限りです。 

・留意事項：国や県等の補助金を受けている場合は対象経費から補助金を除いた額が、この事業の対象

経費になります。 

 

●長野県飯綱町（いいづなまち）（人口：約 1万人） 

「民間医療機関等感染症対策支援事業」 

https://www.town.iizuna.nagano.jp/fs/3/9/3/6/4/_/9________________________________.pdf?fbcl

id=IwAR3d2PIWeBXPlfFG_jmdT_zXYvJ7OmC4c08_A_M-wiHoaQKybUCzlibgbcs 

診療所、歯科医院等の感染防止のための資器材の購入に対する支援 

対象者:町内医院等 
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支援額:1事業者 10万円 

※3月 19日まで。 

 

●岐阜県羽島市（人口 6万 6000人） 

「新型コロナ 医療機関を支援 羽島市が交付金 診療所や助産所など」 

 羽島市は 7 月 21 日、新型コロナウイルスの感染拡大により経営悪化が懸念される医療機関を支援し

ようと、市内の診療所や助産所などに 7万～10万円の交付金を支給すると発表した。 

支給対象となるのは市内の医科診療所 33カ所、歯科診療所 38カ所、助産所２カ所、訪問看護ステー

ション５カ所、保険薬局 25 カ所。交付額は薬局が７万円で、他は 10万円となる。 

 市の担当者によると、助産所や訪問看護ステーションなどを対象とした交付金は全国でも珍しいとい

う。松井聡市長は会見で、「新型コロナウイルスの影響で、外来患者が受診を嫌う風潮がある。羽島市民

病院でも極めて深刻な状況で、助産所などまで支援を拡充した。消毒などの環境整備に活用してほしい」

と話した。（毎日新聞 岐阜版 7月 22日） 

 

●岐阜県富加町（とみかちょう）（人口；5700人） 

「富加町医療施設等事業者臨時支援金」 

①岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の休業要請の対象外となった町内の医療施設、介護

施設、障がい者施設の感染症対策を支援する 

②一施設 10万円を支給 

③町内にある医療施設、介護施設、障がい者施設 

https://www.town.tomika.gifu.jp/fs/7/5/4/4/0/_/_______2_.pdf 

 

●岐阜県・笠松町（かさまつちょう）（人口：2万 2000 人） 

「医療・介護・障がい福祉施設に対する支援強化」  

町民生活に欠かせない医療・介護・障がい福祉施設などの運営を支援するため、適切なコロナ拡大

防止策のもと事業継続している町内施設に対し、給付金を支給します（1事業所あたり 10万円支給） 

（広報かさまつ 10月号） 

 

●岐阜県・川辺町（かわべちょう）（人口：9800人） 

「川辺町地域医療機関等機能継続助成金」https://www.kawabe-gifu.jp/?p=31774 

川辺町では、新型コロナウイルス感染症の高い感染リスクを負いながら、地域で求められる医療の

提供を継続する医療機関等に対し、院内感染拡大防止等の取り組みを支援するため、地域医療機関等

機能継続助成金を創設しました。 

※医科・歯科診療所、薬局が対象です。 

助成額：１５万円 

 

●静岡県・下田市（しもだし）（人口：２万 1000 人） 

「（医療機関分）下田市新型コロナウイルス感染症防止対策経営改善事業補助金」 

補助内容：医療機関において行う感染予防、感染防止に向けた施設や設備の改修や備品等の購入にか

かる経費。補助対象経費の 1／2以内で、補助の上限は病院 100万円、診療所及び歯科診療所 75万円 
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補助対象：市内に所在する医療機関（病院、診療所、歯科診療所） 

＜ 補助対象の例 ＞ 

・換気や空気清浄機等 ： 空調機・換気扇の設置、窓の増設・空気清浄機の購入 等 

・施設の改修：間仕切りの設置、カウンターやフロアの改修 等 

・接触機械の減少：トイレ、洗面所のセンサー式水栓化 等 

・体調の把握：サーモカメラ、サーモグラフィーの設置 等 

 

●静岡県・松崎町（まつざきちょう）（人口：6000 人） 

「松崎町医療機関等支援給付金」 

松崎町では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている町内の医療機関、薬局、介護サービス

事業所に対し、事業の継続を支援することを目的として、松崎町新型コロナウイルス感染症対策医療

機関等支援給付金を支給します。 

１支給対象者につき、20万円（定額）＋職員数×５万円（上限 120万円。最大 20人） 

・財源は新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金です。 

 

●愛知県・尾張旭市（おわりあさひし）（人口８万 2000 人） 

「医療機関等事業継続支援金」（7月 28 日に可決された補正予算） 

・感染拡大と収束の反復が予想される中で、感染リスクを負いながら、地域医療を支えている医療機

関等を支援し、今後も引き続き地域の医療体制が確保されるよう支援金を交付する。 

病院に 100万円、診療所（医科・歯科）・薬局等に 10万円を交付 

「介護サービス事業所等事業継続支援金」「障害福祉サービス事業所等事業継続支援金」も。 

上記の事業は、「尾張旭市新型コロナウイルス感染症対策寄附金」を財源の一部として活用して実施

するとのこと（7月 22日公表） 

 

●愛知県・長久手市（ながくてし）（人口：6万 2000 人） 

「長久手市新型コロナウイルス感染症対策歯科医療機関支援金」 

新型コロナウイルス感染症対策に係る消耗品、関連諸経費等の支出増加及び歯科医療機関受診への減

少に伴う収入減等に関し、歯科医療提供継続支援を目的として支援金を交付します（市独自事業）。 

・支援金の額：市内歯科医療機関 1施設 10万円 

「長久手市新型コロナウイルス感染症対策医療機関支援金」（市独自事業）。 

・支援金の額：市内医療機関（医科のみ） 1施設  20万円 

市内三次救急医療機関  １施設 200万円 

※医科は 6月 30日より、歯科は 9月 30日に施行されました。 

 

●愛知県・江南市（こうなんし）（人口：９万 8000 人） 

「新型コロナウイルス感染症対策医療機関等応援金」 

医療機関等の安定した事業継続の支援を目的とした応援金を交付する。 

第 2次救急を担う病院 100 万円 

上記以外の病院    30 万円 

医科診療所（有床）  20 万円 
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医科診療所（無床）  10 万円 

歯科         10 万円 

助産所、薬局      5 万円 

 

●愛知県刈谷市（人口：約 15万 3000人） 

「新型コロナウイルス感染症対策医療機関等支援事業（実施済）」 

県の緊急事態宣言発令中において、患者へ医療等を提供した医療機関等に対し、新型コロナウイルス

感染症の感染拡大防止対策への支援及び医療従事者への慰労を目的として支援金を交付します。 

 

交付額 

（1）基本額 

ア 病院（300床以上） 100 万円 

イ 病院（200～299床） 80 万円 

ウ 病院（100～199床） 60 万円 

エ 病院（20～99床） 40万円 

オ 診療所 10万円 

カ 薬局 10万円 

キ 助産所 10万円 

 

（2）加算額 

 感染症指定医療機関の場合 100万円 

 

●愛知県・南知多町（みなみちたちょう）（人口：1万 7000人） 

「地域医療提供体制応援交付金交付事業」 

概要：医療従事者などへ感謝と敬意を表し、処遇改善・環境改善、感染症対策に係る費用の応援金を交

付します。 

対象者：知多厚生病院、町内医療・歯科医療機関及び柔道整復施術所 

金額：知多厚生病院 500万円 

南知多病院 100万円 

その他町内医療機関 1診療所あたり 25万円 

町内歯科医療機関 1診療所あたり 15万円 

町内柔道整復施術所 1施術所あたり 10万円 

 

●愛知県武豊町（たけとよちょう）（人口：4万 3000 人） 

「武豊町医療関係機関等事業継続応援金」 

対象：町内医療機関始め 78 機関 

自粛期間中に継続して開院されていた医療介護施設等に 50万円または 20万円を支給 

※医科歯科診療所は 20万円の支給のようです。 
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●愛知県豊山町（人口 1万 6000 人） 

「町内医療機関支援金」 

地域の医療体制を維持するため、町内の医療機関に対し支援金として医業へ 30万円、歯科医業へ 15

万円を交付。※町内には医科診療所が４施設、歯科診療所が８施設あります。 

 

●愛知県・美浜町（みはまちょう）（人口：2万 3000 人） 

「美浜町感染症対策支援協力金」 

対象…美浜町内の医療機関に対して、医療従事者等の処遇改善・環境改善、感染症対策に係る費用の

応援金を交付 

応援金…１００万円（病床あり、感染症病床は＋４００万円） ３０万円（病床なし）  

 

●愛知県飛島村（とびしまむら）（人口：4600 人） 

「飛島村感染症対策等応援金(老人福祉施設等、病院・診療所、薬局)」 

http://www.vill.tobishima.aichi.jp/.../korona_fukushi... 

コロナ禍でも、感染症予防対策を実施しながら、事業を継続いただいている、村内の老人福祉施設

等や医療機関などに対して、応援金を交付します。  

・老人福祉施設等 １施設あたり ５０万円 

・保険医療機関  １施設あたり ５０万円 

・保険薬局    １施設あたり ３５万円 

 

●三重県・紀北町（きほくちょう）（人口：１万 4000人） 

「医療・介護・障がいサービス事業所等感染防止支援事業」 

 社会生活を維持するために欠かすことができない医療・介護・障がいサービス事業について、感染

症対策を講じ事業を継続するための支援 

 ・医療関係への支援 : 

  （病 院）50万円×2 件 

  （診療所）10万円×14 件 

  （歯 科）10万円×8 件 

  （施術所（接骨院・整体院等））5万円×13件 

 ・介護、障がいサービス関係等への支援 : 5万円×77 件 

※財源は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金等活用事業です。 

 

●滋賀県・彦根市（人口：11万 3000人） 

「彦根市新型コロナウイルス感染症対策医療機関等支援補助金」 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的とした体制作りに取り組む医療機関等を支援する

ための補助金です。 

（対象になる「医療機関等」）病院、医科・歯科診療所、薬局  

（補助対象経費）以下のうち令和 2 年 4 月 1 日（水曜日）から同年 12 月 31 日（木曜日）までに導入、

設置、支払を完了したもの。 

1  備品購入費、修繕料、工事請負費 
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・空気清浄機（空気清浄機能付きエアコンを含む。） 

・飛沫感染の防止を目的とするパネル、ついたて、スクリーン等 

・換気扇その他の換気を目的とする設備 

・自動水栓 

2   消耗品費 

・マスク ・フェイスシールドおよびゴーグル ・防護ガウン ・手袋 ・消毒用アルコール など 

（補助率および補助限度額） 

補助対象経費の 10/10で、最大 10万円（申請は一補助対象者につき 1回限り） 

 

●滋賀県・東近江市（ひがしおうみし）（人口：11万 3000人） 

「医療機関等支援給付金」 

http://www.city.higashiomi.shiga.jp/cmsfiles/contents/0000012/12016/dai5dann.pdf 

新型コロナウイルス感染症に対して最前線で活動をいただく医療機関等への支援を目的に 

給付金を支給します。 

①病院（ＰＣＲ検査を実施）               300万円 

②病院                         200万円 

③診療所（10床以上の病床を有する）           100万円 

④診療所（新型コロナウイルス感染症の診療及び検査を実施） 70万円 

⑤診療所（新型コロナウイルス感染症の診療を実施）         60万円 

⑥診療所・歯科医院・訪問看護ステーション                 50万円 

⑦調剤薬局                                               20万円 

 

●滋賀県甲賀市（こうかし）（人口：8 万 9000 人） 

「甲賀市感染症予防対策支援金」 

http://eiki.city.koka.lg.jp/.../reiki.../r055RG00001658.html 

感染症対策に取り組むため、予防資材等の調達に必要な経費として支援金を支給します。 

・市内の医療機関、介護保険サービス事業所、障がい福祉サービス事業所 

・支援金額（市内の医療機関の場合） 

病院       20万円 

医科・歯科診療所 10万円 

助産所       5万円 

 

●京都市（人口：約 148 万人） 

【「支え合い支援金」の支給について】 

（以下、京都市ホームページより） 

 京都市では，7月市会において補正予算として，約 9億円を計上した「支え合い支援金」について，

新型コロナウイルス感染症が猛威を振るう中，市民生活の維持に御尽力いただいている医療機関及び

高齢，障害，子ども・子育て支援に係る社会福祉施設・事業所等に対して，下記のとおり支給してま

いりますのでお知らせします。 

１．「支え合い支援金」について 
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 「支え合い支援金」は，新型コロナウイルスの感染が拡大する状況下において，感染リスクを抱え

ながらも，市民生活を維持するための医療，福祉の提供をいただいている医療機関及び社会福祉施設

等へ感謝の意をお伝えするとともに，今後の感染拡大への備えや，ウィズコロナへの対応においても

市民の安心・安全のため力を尽くしていただけるよう，「支え合い基金」にいただいた寄付金等を活

用して支給するものです。 

２．支給対象となる施設等及び支援金額（詳細別紙参照） 

京都市内に所在する施設・事業所で次に掲げるもの 

 ⑴ 医療法に定められた病院 100万円 

 ⑵ 医療法に定められた医科・歯科診療 10万円 

 ⑶ 高齢者施設・事業所 10万円 

 ⑷ 障害者施設・事業所 10万円 

 ⑸ 子ども・子育て支援施設・事業所 10万円 

３．対象施設数 

⑴ 医療機関（病院・診療所） 約 2400 

⑵ 高齢者施設・事業所    約 2300 

⑶ 障害者施設・事業所    約 600 

⑷ 子ども・子育て支援施設・事業所 約 1200 

 

●大阪府四条畷市（しじょうなわてし）（人口：約 5万 5000 人） 

「医療・福祉・衛生従事者への感謝金」 

※政府の新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金よりも早く、６月議会で提案されています。 

感染リスクと隣り合わせのなか、医療・福祉・衛生業務に従事する方々へ、感謝金を支給する。 

市内の 82医療機関の従事者（事務職員含む）に対し、1人あたり 5万円を支給（約 1,260人） 

※「医療機関」には、歯科医療機関も含んでいるようです。 

※民間保育施設等、高齢者福祉施設、障がい者(児)福祉施設、ごみ・し尿収集事業所も該当 

 

●大阪府・茨木市（人口：約 28万 4000 人） 

「医療機関感染対策応援給付金」 

医療提供体制の継続・維持を応援するため、市内の医療機関に対し、感染対策応援給付金を支給す

る。 

＜対象＞ 市内の病院（14か所）、一般診療所（222か所）、 

     歯科診療所（149 か所）、薬局（123か所） 

＜支給額＞救急告示病院   ：１施設あたり２００万円 

     救急非告示病院  ：１施設あたり１００万円 

     病院以外の医療機関：１施設あたり １０万円 

※財源は財政調整基金を取り崩して充てています。 

 

（再支給）【医療機関・薬局向け】感染対策応援給付金について 

https://www.city.ibaraki.osaka.jp/.../shienjou.../50296.html 

189



市内の保険医療機関・保険薬局を対象に、医療提供体制の維持・継続を応援するため、「茨木市新

型コロナウイルス感染対策応援給付金」を再支給します。 

・令和 3年 1月 1日時点で大阪府が二次救急告示医療機関として認定している病院 200万円 

・上記以外の病院 100万円 

・診療所(一般診療所もしくは歯科診療所またはその併設) 10万円 

・薬局 10万円 

・支給対象となる医療機関・薬局宛に、2月 17日(水曜日)に通知文を郵送で発送しました。 

支給申請及び請求の方法は、そちらの通知文をご確認ください。 

・申請期間は、令和 3年 3 月 31日までです。（必着・厳守） 

 

●大阪府・摂津市（せっつし）（人口：８万 6000 人） 

 「保育・福祉・介護・医療従事者に応援給付金（１人１万円）」  

 市は、医療・介護・障害福祉・保育の従事者に対し、一人 1万円の応援給付金を支給することとし

ました。新型コロナウイルスの感染リスクの高い職場で市民生活を支える人への感謝と激励を目的と

しています。（「広報せっつ６月号」より） 

 対象は、緊急事態宣言期間（４月 7日～5月 21日）中に、市内の医療機関や介護保険・障害福祉サ

ービス事業所、保育所などにおいて感染リスクの高い業務に携わった人で、約 5900人を見込んでいま

す。なお、対象者にはあわせてマスクも配付されます。 

 申請受付と給付金支給は各機関・事業所などを通じて行い６月中旬から順次支給されます。 

※市のホームページで支給された医療機関の一覧が載っています。 

※歯科診療所も対象です。 

 

「医療従事者応援給付金の追加給付について」 

https://www.city.settsu.osaka.jp/.../jyujisha/13539.html 

 医療非常事態宣言期間も、医療を提供していただいた皆様に感謝します！ 

・対象となる医療機関 

1.医療法第 1条の 5第 1項に規定する病院 

2.医療法第 1条の 5第 2項に規定する診療所 

3.医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 2条第 12項に規定する薬局

（保険薬局） 

・対象となる従事者 

対象となる医療機関に勤務し、医療非常事態宣言期間中、新型コロナウイルス感染症の感染リスクの

高い(患者等に直接かかわる機会が生じていた)業務に従事した者で、応援給付金の給付を希望する

者。 

・対象従事者 1名につき 10,000 円 

 緊急事態宣言期間が延長されたことにより、申請期限を令和 3年 4月 9日（金曜日）に変更いたし

ます。 
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●大阪府豊中市（とよなかし）（人口：40万 2000人） 

（時事ドットコムニュース 11月 20日より） 

 豊中市は、市議会 12月定例会において、補正予算案を提出します。 

 「市内医療関係機関へ慰労金の支給」 

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止・終息に向けて、患者との接触などで心身に負担がかかる

中、強い使命感を持って業務を継続している医療関係機関へ慰労金を支給します。 

 ◎市内全ての病院・医科診療所・歯科診療所・薬局に対して、1施設につき 10 万円を支給 

 

●奈良市（人口：約 36 万人） 

「医療従事者等への慰労金」 

■支給対象者：市内医療機関（病院、診療所、歯科医院）に勤務する医療従事者等（医師、看護師、

技師、医療事務等） 

■慰労金（ 1 人あたり）医療従事者 10,000円分 の商品券（1,000 円 × 10 枚） 

 

●奈良県十津川村（とつかわむら）（人口：3100人） 

「新型コロナウイルス感染症対策防止事業補助金」 

https://www.vill.totsukawa.lg.jp/news/index.php?c=topics_view&pk=1602661189 

・対象者 （１）十津川村内で事業を営む者 （２）村税の滞納がない者 

・補助限度額 最大５万円（福祉医療事業者は５０万。歯科診療所も含みます） 

・補助率 １００％ 

・申請期間 令和３年１月３１日まで（申請回数は１事業者１回のみ） 

・補助対象経費 

 消耗品（消毒液、マスク、飛沫防止板など） 

 備品購入費（空気清浄機、加湿器、非接触体温計、サーキュレーターなど） 

 

●鳥取県・岩美町（人口：約１万１000 人） 

 鳥取県岩美町が 27日、町内の医療機関への 100万円支給など臨時交付金を使った新たな新型コロナ

ウイルス対策を発表しました。 

 町が町内の２医院、歯科医院 3院に実態調査したところ、受診控えなどによって１～３割の減収が

あったとして、地域医療の継続を支援するために１院当たり 100万円を支援します。 

（しんぶん赤旗 8月 29日付より）。 

※町自身が実態調査を行い、支援を行ったとのこと。診療への１医院 100万円はこれまで紹介した中

でも最も手厚い支援です。町の医療機関を守る姿勢がはっきり出ています。 

 

●鳥取県八頭町（やずちょう）（人口：1万 6000 人） 

「八頭町新型コロナウイルス感染症対応従事者等慰労金」 

http://www.town.yazu.tottori.jp/item/7567.htm 

八頭町では、新型コロナウイルス感染症拡大の中、継続して提供が必要な医療・介護・障がいサー

ビスの現場でリスクを伴いつつ勤務する従事者等の皆様へ、慰労金の支給を行います。 

対象者：「鳥取県新型コロナウイルス感染症対応従事者等慰労金」を受けた者 

支給額：１人当たり 2万円 

※事業者による一括申請は締め切られています。個人の申請は 2月 26日まで。 
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●広島県・庄原市（しょうばらし）（人口：３万 4000人） 

「新型コロナウイルス感染症感染防止対策(医療機関)支援金」 

医療機関が実施する感染防止の取り組みについて、1病院当たり 50万円・1診療所・歯科診療所当

たり 20万円を支援します。 

※財源は新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金です。 

 

●広島市東広島市（ひがしひろしまし）（人口：19万 7000人） 

「新型コロナウイルス感染拡大防止医療機関支援事業」 

https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/.../2/4/26650.html 

国の「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」 （以下、「国の感染防止支援事業」とい

う。）とは別に、東広島市独自の制度を設け、院内等での感染拡大防止への取り組みを行う医療機関を支

援することとしました。 

・病院・診療所の区分ごとの上限額 

病院（医科・歯科）   200 万円 

有床診療所（医科・歯科） 60万円 

無床診療所（医科・歯科） 30万円 

国の感染防止支援事業に申請し、感染拡大防止対策に取り組んでいること。 

制度のご案内 

https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/.../seidoannai.pdf 

 

●広島県・神石高原町（じんせきこうげんちょう）（人口：8200人） 

「医療・介護等事業関係者特別給付金」 

（内容） 新型コロナウイルス感染症拡大防止に向け，最前線で対応している医療施設等に対し、業種

に応じて３万円〜５万円を支給 

（対象） 町内の医療・高齢者・障害者施設 

※財源は新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金です。 

 

 

●広島県・海田町（かいたちょう）（人口：３万人） 

「海田町感染拡大防止医療機関応援事業」 

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐための取り組みを行う町内医療機関に対して、感染拡大防止対

策や診療体制確保などに必要な費用を補助します。 

対象機関◆県が実施する「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」の申請をしている医療

機関で、県の補助上限額を超える町内医療機関（医科・歯科） 

補助上限額◆100万円 

補助率  ◆４／５ 

対象経費 ◆今年度感染拡大防止対策に要する費用など 

※国の第２次補正に計上され、都道府県が行っている「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支

援金」の上乗せです。あわせると、上限 200万円（感染拡大防止対策に 225万円以上かけた場合）の支

援となります。 
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●広島県世羅町（せらちょう）（人口：１万 5000人） 

「世羅町医療機関等事業継続支援金」 

 世羅町では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた町内の医療機関等に対し、地域医療を守るた

め、感染防止対策を講じながら医療等を継続して提供できるよう、事業継続支援金支給事業を実施しま

す。  

病院      200万円 

診療所（有床） 50万円 

診療所（無床） 30万円 

歯科診療所   20万円 

薬局      10万円 

 

●岡山県・玉野市（人口：５万 7000人） 

「玉野市医療機関等事業継続支援金」 

（以下、市ホームページより） 

※医療機関や社会福祉法人等が対象となります 

 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入が減少している玉野市内の医療、介護、福祉分野に

係る事業者の皆様に、事業継続の一助としていただくための支援金制度を新設しました。 

※６月から実施している玉野市事業継続支援金の対象外となっていた事業者についても対象となる場

合があります。 

（条件）令和２年２月～１０月のいずれか１か月の収入額が前年同月比 20％以上減少していること。

申請日時点で事業を継続しており、今後も事業を継続する意思があること 

※一度支給を受けた人は、再度申請をすることはできません。法人、個人につき１回のみとなりま

す。玉野市事業継続支援金、玉野市農業・漁業継続支援金との併給はできません。 

（支援額） 

常時使用する従業員が５人以下・・・１０万円 

常時使用する従業員が６人以上・・・２０万円 

※従業員には代表者、役員（兼務従業員を除く）、短期間または短時間のパート・アルバイト従業員

は含めません。 

 

●岡山県・真庭市（まにわし）（人口：４万 2000人） 

「真庭市医療機関等応援事業」 

https://www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/37/36942.html 

   新型コロナウイルス感染が拡大する中、市民の健康を維持し安心して生活できるように、医療機関

等の皆さまは、感染防止対策を講じながら医療等の提供をしてくださっています。今後も、継続して

医療等提供を継続していただくための一助となるよう補助金を交付します。 

（1）病院         20万円 

（2）医科または歯科診療所 10万円 

（3）助産所        7万円 

（4）調剤薬局       7万円 
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●岡山県津山市（人口 10万人） 

「医療機関支援給付金事業」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●岡山県・奈義町（なぎちょう）（人口：5500 人） 

「医療機関・事業所等感染症対策補助事業」 

 法人事業者、個人事業者を対象に、新型コロナウイルス感染症の感染を防止する観点から、感染予防

のために備品購入や施設改修に要した経費を補助します。 

補助基準額：町補助額：購入・改修費用の 9/10 

上限額：1事業所あたり 50万円 

 

●岡山県・勝央町（しょうおうちょう）（人口：１万 1000 人） 

「勝央町医療機関等における新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金」 

医療機関等の皆様へ 

 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止を目的とする事業において継続的に実施した、又は今後新

たに感染拡大が予測される中、予防対策に資する事業に要した経費について新型コロナウイルス感染

症対策事業費補助金を交付します。 

対象施設 

 勝央町内にある病院、医院、診療所、歯科医院、薬局、介護保険サービス事業所、障害福祉サービ

ス事業所、受領委任が認められている施術所 

・対象となる経費：物品購入費、衛生用品費、環境整備費等に要する経費 

 ただし、令和 2年 4月 1 日から同年 12月 31日までに支払い又は注文が完了しているもの 

・支援内容 上限額 50万円： 

※ただし、他の助成金等を優先的に受けてもなお不足する額を対象とする。 
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●山口県・防府市（ほうふし）（人口：約 11万 4000 人） 

「医療機関、介護施設等の従事者への激励金」 

医療機関、介護施設、障害福祉サービス施設、保育所等に従事している方に対し、一人当たり１万

円を支給 

（2 度目の激励金） 

ＫＲＹ山口放送２月 22日 

「防府市は一般会計の総額が過去最大のおよそ 443億円となる新年度当初予算案を発表した。このう

ち新型コロナウイルス対策として、医療従事者一人当たり１万円の激励金を支給する事業に１億円な

どを計上している」 

https://www.city.hofu.yamaguchi.jp/.../coron.../kofukin.html 

 

●山口県平生町（ひらおちょう）（人口 1 万 3000人） 

中国新聞 7月 30日付より 

「従業員数や規模を考慮し病院に 100万円、診療所に 50万円、歯科診療所に 30万円、薬局に 25万円

を支給する」 

「（山口）県保険医協会による調査では県内の開業医の 9割４、５月の外来患者数が前年に比べて減

ったと回答。保険診療収入も減少しているという」 

「町健康保険課の川口龍哉課長は『コロナは収束しておらず、今後も苦境が続く可能性がある。医療

施設の継続運営の財政支援は重要だ』」と話す。 

 

●山口県・田布施町（たぶせちょう）（人口：１万 5000人） 

「医療機関等事業継続応援給付金」 

感染症の発生により患者等が受診を控えたことで、経営に影響が出ている医療機関の負担を軽減

し、医療提供体制の継続及び維持を図るため、応援給付金を支給します。（30万円～100万円） 

※歯科医療機関も含みます。 

 

●香川県・観音寺市（かんおんじし）（人口：5万 7000人） 

「観音寺市新型コロナウイルス感染症対応従事者支援金」 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止・収束に向けてウイルスに立ち向かい業務に従事する医療従

事者及び職員や介護・障害福祉サービスの継続に努めた職員等に対し、支援金を支給します。 

給付額（給付対象者 1人につき）  

慰労金給付額が 20万円の方・・5万円 

慰労金給付額が 10万円の方・・3万円 

慰労金給付額が 5万円の方 ・・2万円 

※新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業の「上乗せ」事業です 

（一般診療所は５万円（県から）+２万円（観音寺市から）ということになります）。 

 

●香川県三豊市（みとよし）（人口 6 万 2000人） 

「三豊市新型コロナウイルス感染症対応従事者応援支援金」 

https://www.city.mitoyo.lg.jp/daiji/shingatakorona/7321.html 
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事業概要：医療・介護・福祉施設において従事する職員の方々は、日々新型コロナウイルス感染症

の防止・収束に向けて立ち向かい、感染するリスクの高い業務に対して、強い使命感をもって業務に

従事されていることに敬意を表し、並びに地域経済の活性化を図るため「三豊市商品券」を交付しま

す。 

対象者：国の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療・介護・障害分)実施要綱における慰

労金の給付対象者。10月 1 日現在において、三豊市の住民基本台帳に記録されている者 

給付額 

都道府県からの慰労金が 20 万円に該当の場合     三豊市商品券 5万円分 

都道府県からの慰労金が 10 万円に該当の場合     三豊市商品券 3万円分 

都道府県からの慰労金が 5 万円に該当の場合       三豊市商品券 2万円分 

 

●愛媛県・上島町（かみじまちょう）（人口：6400人） 

「上島町 医療機関福祉施設、医療機関感染予防対策事業費助成金」 

https://www.town.kamijima.lg.jp/soshiki/6/17729.html 

新型コロナウイルス感染症対策経費の一部として、福祉施設及び医療機関事業者に対して助成金を交

付することにより、福祉施設及び医療機関の利用者及び従事者の安全対策を支援することを目的とする。 

交付対象：町内の民間の福祉施設及び医療機関事業者 

助成金額：事業所（施設）ごとに 10万円（１事業所につき１回限り） 

 

●高知県・室戸市（むろとし）（人口：１万 2000 人） 

「室戸市新型コロナウイルス感染症対応医療従事者等慰労交付金」

https://www.city.muroto.kochi.jp/pages/page1432.php 

 この慰労金は、国の地方創生臨時交付金を活用して、市内の病院、診療所又は保険薬局で働く医療

従事者及び職員（※1）への感謝の気持ちとともに支援対策として慰労金を交付するもので、高知県新

型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（医療分）に準じて、室戸市が独自で行うものです。 

医療従事者等１人当たり５万円 

 

 

●福岡市（人口：約 160 万人） 

「医療関係者への特別給付金」 

・支給対象：令和２年４月７日時点で福岡市内で開設している病院，一般診療所，歯科診療所，薬局

（４月８日から５月６日の間に開設した施設も含む）。ただし，令和２年４月７日から令和２年５月

６日までの間全て休止している施設及びこの期間に廃止した施設は除きます。 

・支給金額  医療施設の種類・規模に応じて給付額を決定いたします（下表を参照）。 

対象施設の規模 

病院（※病床数は福岡市に許可を受けている数） 

300 床以上 600万円 

200 床以上 300万円 

100 床以上 200万円 

20～99 床  100万円 
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一般診療所  40 万円 

歯科診療所  10 万円 

薬局        5万円 

 

●北九州市（人口：94 万人） 

「北九州市新型コロナウイルス感染症対策医療・福祉施設特別給付金」 

  北九州市では、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、本市が所在する福岡県に対し緊急事態宣

言に引き続き特定警戒都道府県の指定が国によって行われる中においても、医療施設や福祉施設の最

前線で、休むことなく献

身的に対応いただいてい

る方々に感謝するととも

に、引き続き従事してい

ただくことをお願いする

ため、下記のとおり「北

九州市新型コロナウイル

ス感染症対策医療・福祉

施設特別給付金」を支給

することといたしまし

た。 

 なお、この特別給付金

は、医療・福祉施設等で

従事する職員の方々に対

する手当の給付や、職場

環境の改善・充実に係る

経費に充てていただくなど、従事者の皆さまが恩恵を受ける形でご活用いただきますようお願いいた

します。 

支給対象：市内の医療施設、障害者施設、高齢者施設（約 5,300施設） 

 

●福岡県八女市（約６万人） 

「八女市医療機関新型コロナウイルス感染症拡大防止対策支援金」 

 【対象となる医療機関と支援金額】 

•病院 （200床以上 100万円）（100床以上 200床未満 80万円）（100床未満 50万円） 

•一般診療所 20万円 

•歯科診療所 10万円 

•調剤薬局 5万円 

 

●福岡県豊前市（ぶぜんし）（人口 2万 6000人） 

「ぶぜんお買い物エール券」の支給。豊前市で買い物して地域振興にもなる、ということです。 

【施設向け】新型コロナウイルス感染症対策福祉施設等応援事業 

  新型コロナウイルス感染症対策のために講じた関連諸経費の支出増加に関し、事業継続支援を目的
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としています。 

 《対象》 ◎介護サービス事業所 

      ◎障害福祉サービス事業所 

      ◎子ども子育て関連事業所（保育所・幼稚園） 

      ◎医療機関（病院・診療所・歯科医院・調剤薬局） 

 《支給額》 ぶぜんお買い物エール券 １０万円分 

 

【従業者向け】新型コロナウイルス感染症対策福祉施設等従事者応援事業 

 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言下、福祉事業及び保健事業を継続したことに対

し、従事者の皆さんへ慰労の意を表し、応援することを目的としています。 

 《対象》 ◎介護サービス事業所 

      ◎障害福祉サービス事業所 

      ◎子ども子育て関連事業所（保育所、幼稚園） 

      ◎医療機関（病院・診療所・歯科医院・調剤薬局） 

・令和２年５月１日時点において、豊前市内の福祉サービス事業所及び医療機関と雇用契約を結んでい

る職員 

・常勤、非常勤を問いません。 

 《支給額》 ぶぜんお買い物エール券 1人当たり 3000円分 

 

●福岡県飯塚市（人口：約 13 万人） 

※政府の新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金よりも早く、4月に実施しています。 

「医療施設従事者に対する応援事業」 

市民のいのちと健康を守るため、感染のリスクにさらされるなど厳しい勤務状況が続く中、一人で

も多くの患者を救おうと，医療の最前線で日々懸命に努力されている医療従事者に感謝し、応援金を

交付。  

交付額 １人につき３万円 

①市内の医療施設（病院、診療所、歯科診療所、薬局）に勤務する者で、事業所と雇用関係のある

者。非正規職員（勤務日数週 20時間以上勤務する者）も含む 

②事業所と雇用関係がない者であっても、患者との接触機会が上記①の従事者と同程度ある者 

 

●福岡県・筑後市（ちくごし）（人口：約 4万９000 人） 

「筑後市新型コロナウイルス感染症対応医療機関等従事者慰労金」 

新型コロナウイルス感染症への対応が長期化する中、感染リスクが高い最前線で献身的に業務に当

たる市内の医療機関等の従事者に感謝し、その労に報いるため、筑後市新型コロナウイルス感染症対

応医療機関等従事者慰労金を支給します。 

・対象 令和 2年 8月 21日現在で、市内に所在する医療機関等（病院、医科診療所、歯科診療所、調

剤薬局）。 

・支給金額 

病院 50万円 

医科診療所 20万円 
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歯科診療所 10万円 

調剤薬局 5万円 

・支給に当たっては、以下の要件を付します。 

支給を受けた慰労金を、医療機関等における業務の従事者に支給するか、従事者の慰労に係る事業の

ために使用すること。 

慰労金の支給を受けた日から 2カ月または令和 3年 4月 10日のいずれか早い日までに、その使途を報

告すること。なお、適切に対応されていないことが判明した場合は、支給した慰労金を全額返還して

いただきます。 

※８月 27日に市のホームページにアップされました。 

 

●福岡県・嘉麻市（かまし）（人口：3 万 5000人） 

「医療機関等緊急環境整備交付金」 

医療機関及び社会福祉施設等に対し、従業者の処遇改善や環境改善（マスク、衛生器具の購入な

ど）に要する費用を支援するため、一律 20万円を交付します。 

 

●福岡県・行橋市（ゆくはしし）（人口：７万 1000人） 

「医療機関等感染症対応支援給付金」 

行橋市では新型コロナウイルス感染症の感染対策を実施し、地域の医療体制の確保及び維持に取り組

んでいる病院、診療所、薬局等に支援給付金を給付します。  

（１）病院及び診療所  1事業所につき 30万円 

（２）薬局 1事業所につき 10万円 

 

●福岡県・大川市（おおかわし）（人口：3 万 3000人） 

「大川市地域医療福祉従事者慰労金」 

https://www.city.okawa.lg.jp/s016/020/iroukin_2020.html 

市では、新型コロナウイルス感染のリスクを抱えながらも、感染防止対策を講じ、市内の地域医療を

支えていただいている医療福祉関係従事者に対し、感謝と敬意を表し、慰労金を給付します。 

給付額： 

医療機関の従事者（歯科医院を除く）  1人あたり 30,000円 

歯科医院、介護・高齢者福祉、障がい福祉、児童福祉事業所の従事者 1人あたり 20,000円 

 

●福岡県・中間市（なかまし）（人口：４万人） 

「緊急環境整備交付金」 

医療機関に対する緊急環境整備費として、１施設あたり 20万円を支給。 

 

●福岡県・糸島市（いとしまし）（人口：9万 9000人） 

「医療施設等感染症対策支援金」 

https://www.city.itoshima.lg.jp/s013/010/020/030/siensaku5.pdf 

新型コロナウイルスの感染リスクがあるにも関わらず、献身的に対応されている医療機関等に従事す

る職員等への支援として、給付します。金額の算定や申請は施設ごとに行い、各施設へ給付します。 

199



 

・病院・診療所・歯科診療所 

1 施設あたり 20 万円。病院・診療所は病床数に応じて加算 

対象：約 120 施設 

・薬局 

1 施設あたり 10 万円 

対象：約 50 施設 

 

●福岡県・みやま市（みやまし）（人口:3万 6000人） 

「地域医療協力支援金」 

http://www.city.miyama.lg.jp/file/temp/3184320.pdf 

コロナ禍のなか、市民の健康を守るため、日々医療の提供に尽力いただいている医療関係施設に対し、

地域医療維持の観点から支援金を支給する。 

 ＜支援先＞ 市内の病院、医科及び歯科診療所、保険調剤薬局（計 63 施設） 

 ＜内訳＞   

・病 院 100 万円×2 ヵ所＝200 万円 

・医科診療所 20 万円×24 ヵ所＝480 万円 

・歯科診療所 20 万円×16 ヵ所＝320 万円 

・保険薬局 5 万円×21 ヵ所＝105 万円 

 

「地域医療福祉事業者継続支援金」 

（「市議会だより みやまんギカイ」第 55 号 2020 年 11 月１日発行） 

https://www.city.miyama.lg.jp/.../090/050/040/9113994.pdf 

新型コロナウイルス感染防止対策を講じながら、みやま市の地域医療・地域福祉を支えていただいて

いる医療福祉関係従事者（約 3000人）に対し、１人あたり 2万円の慰労金を給付するものです 

 

●福岡県柳川市（やながわし）（人口：約６万４000人） 

「感染症拡大防止対策支援（病院、一般診療所、歯科診療所、薬局）」 

 

事業目的：緊急事態宣言の再発令とともに長期化する感染防止対策に最前線で取り組む医療機関に対し

て、緊急対策第２弾(5/19 議決)に引き続き２回目となる支援金を交付する。 

 

① 病院（7 病院）病床数に応じて交付  

100 万円(200 床以上)、80 万円(100 以上 200 床未満)、50 万円(100 床未満) 

②一般診療所              （51 診療所）一律 20 万円 

③歯科診療所              （40 診療所）一律 10 万円  

④薬局                      （30 薬局）一律  5 万円 

⑤PCR 検査センター            （1 か所）     50 万円  

⑥診療・検査医療機関 ※非公表（20 か所）一律 20 万円 

⑦ワクチン接種協力医療機関 ※各機関数は見込み 
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・接種実施医療機関           （30 か所）一律 5 万円  

・保冷庫設置協力医療機関      （5 か所）一律 20 万円 

⑧柳川山門医師会                            15 万円 

 

※緊急事態宣言の発令に伴い上記の①～⑤は、昨年５月、今年１月と２回、支援金を交付しています。 

 

●福岡県桂川町（けいせんまち）（人口：1 万 3000人） 

「医療機関等感染症対策支援事業」 

支給額／１事業所あたり 20 万円 

支給対象／町内の医療機関（病院、診療所、歯科診療所、薬局）、社会福祉施設等（介護、障がい福

祉）。ただし、法令に基づき認可、登録を受けて実施していること。 

 

●福岡県・鞍手町（くらてまち）（人口：1 万 5000人） 

「医療・社会福祉施設等環境改善対策費」 

医療提供施設（医業、歯科医業）や社会福祉施設等（保育所、幼稚園、放課後児童クラブ、障がい

児者支援施設、介護保険事業所等）に対し、従業者の処遇改善や環境改善（衛生資材や衛生機器の購

入など）に要する費用を支援するため、一律 10 万円を交付します。 

 

●福岡県・宇美町（うみまち）（人口：３万 8000人） 

「宇美町福祉施設等応援給付金」 

 新型コロナウィルス感染症の感染が全国的に拡大する中、医療体制の確保と支援が必要な方々の保護

のため、徹底した感染防止対策に取り組みつつ、継続したサービスの提供に努めている町内の医療機関

または福祉事業を提供する事業所において、休むことなく献身的に応対されている従事者の方々に敬意

を表するとともに、引き続き従事されるための応援給付金です。 

支給対象施設：支給対象施設等一覧表 

https://www.town.umi.lg.jp/uploaded/attachment/9409.pdf 

※医科および歯科診療所も支給対象施設です。 

支給額：1支給対象施設につき 10万円 

 

●福岡県・広川町（ひろかわまち）（人口：２万人） 

「広川町新型コロナウイルス感染症対応医療機関等従事者慰労金」 

http://www.town.hirokawa.fukuoka.jp/.../kenkou/node_24399 

新型コロナウイルス感染症への対応が長期化する中、感染リスクが高い最前線で献身的に業務に当

たる町内の医療機関等の従事者に感謝し、その労に報いるため、広川町新型コロナウイルス感染症対

応医療機関等従事者慰労金（以下「慰労金」という。）を支給します。 

・対象となる医療機関と支給金額 

病院 50万円 

医科診療所（歯科・耳鼻科・眼科を含む） 20万円 

調剤薬局 5万円 
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・支給要件：支給を受けた慰労金を、医療機関等における業務の従事者に分配するか、従事者の慰労

に係る事業のために活用すること。 

●福岡県・大任町（おおとうまち）（人口：5000人） 

大任町応援給付金（事業所）  

・医療施設（歯科医院含む）・保育所・・・一律 30 万円/施設 

http://www.town.oto.fukuoka.jp/info/prev.asp?fol_id=2923 

※６月で終了しています。 

 

●福岡県・添田町（そえだまち）（人口：8800人） 

「医療施設等感染症対策支援金」 

https://www.town.soeda.fukuoka.jp/docs/2020052800012/ 

感染リスクの最前線で、献身的に対応いただいている町内の医療機関に感染症対策経費に対する支援

及び施設職員に対する支援として支援金を支給します。 

施設：町内の医療機関（病院・調剤薬局等） 

職員５人未満の施設等 １０万円 

        職員５人以上の施設等 ２０万円 

職員：① 週２０ｈ以上勤務 １人 １万円 

    ② 週２０ｈ未満勤務 １人 ５千円             ※６月で終了しています。 

 

●福岡県・篠栗町（ささぐりまち）(人口：3万 1000人) 

「篠栗町医療機関緊急支援助成金」 

https://www1.g-reiki.net/town.sasaguri/reiki_honbun/q028RG00000792.html 

病院               100 万円 

（医科）一般診療所 

内科・小児科・産科・耳鼻咽喉科 40 万円 

上記以外                      20 万円 

歯科診療所                       10 万円 

薬局                             5 万円 

※９月で終了しています。 

 

●福岡県・須恵町（すえまち）（人口：2万 8000人） 

「須恵町医療施設等応援給付金」 

https://www.town.sue.fukuoka.jp/site/ncc1/ncc01.html 

須恵町医療施設等応援給付金とは新型コロナウィルス感染症の感染のリスクを負いながら町民の生

活に必要な医療施設等の運営を継続している医療施設等に対して応援給付金を交付します。 

（対象）病院、一般診療所、歯科診療所、薬局 

（給付金額）給付金額は事業種類、規模等に応じて決定します。 

※申請書及び詳細な案内は 8月中に須恵町役場総務課新型コロナウィルス対策室より対象医療施設等へ

直接送付いたします。 
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●福岡県粕屋町（人口４万 7000人） 

【新型コロナウイルス感染症対策 町内医療機関への特別支援金】 

粕屋町では新型コロナウイルス感染症が流行する中、感染のリスクと闘いながら住民の命と健康を

守るために献身的に治療を行い、地域における医療提供をされている医療機関及び医療関係者に深く

感謝申し上げるとともに、町内の医療機関に下記の特別支援を実施します。 

・支給対象：令和 2年 4月 7日時点、粕屋町で開設している病院、一般診療所、歯科診療所 

・支給金額 

医療施設の種類、規模等に応じて支援金額を決定しています。 

 

●福岡県築上町（ちくじょうまち）（人口：1万 7000人） 

「築上町新型コロナウイルス感染症対策医療機関等支援給付金」 

https://www.town.chikujo.fukuoka.jp/s017/030/020/010/010/CovidMedicalSupport.html 

築上町では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている町内の医療機関、介護サービス事業所に

対し、事業の継続、並びに従事者への支援を目的として、築上町新型コロナウイルス感染症対策医療機

関等支援給付金を支給します。 

・支給対象者：築上町内に令和 2年 4月 1日現在で開設し、申請日時点で継続している病院及び診療所、

歯科診療所、薬局、介護サービス事業所、障がい者（児）福祉サービス事業所、保育所（園）、幼稚園、

鍼灸院、整骨院を運営する法人又は個人 

・給付金額：１支給対象者につき、20万円（定額）＋職員（従事者）数×5万円 

 

●福岡県岡垣町（おかがきまち）（人口：約３万 1000 人） 

医療・福祉施設の感染症防止対策を支援します 

http://www.town.okagaki.lg.jp/.../150/20200928133139.html 

医療機関や福祉施設を運営する法人に対し、職員へのインフルエンザ予防接種や新型コロナウイル

ス感染症の対策にかかる施設整備・物資の確保に対し、助成金を交付します。 

 

対象：町内にある次の施設またはサービスなどを行っている法人 

医療機関 

幼稚園 

児童福祉施設 

介護保険サービス事業 

障害者福祉サービス事業 

注：対象となる法人には町から申請書を送ります 

 

助成金額：1法人につき 10 万円 

注：施設職員の規模によって加算あり 

 

●福岡県大木町（おおきまち）（人口：約 1万 4000人） 

「医療機関新型コロナ対策支援事業」（実施済） 

http://www.town.ooki.lg.jp/material/files/group/1/kouhou10gatsu(1-13).pdf 
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町内の医療機関の感染症対策費等を支援します。 

 病院等  各２０万円   

 歯科医院 各１０万円    

 調剤薬局 各 ５万円   

 ※１施設に申請１回限り 

 

●佐賀県・鳥栖市（とすし）（人口：7 万 5000人） 

（佐賀新聞 Live11月 24日） 

鳥栖市は 11月 24日、新型コロナウイルスに関する支援策として、インフルエンザや風邪の流行に

備え、市内の病院や診療所などに給付金を支給する事業案を発表した。特別定額給付金の対象になら

なかった新生児に１人当たり５万円の臨時給付金も支給する。いずれも国の地方創生臨時交付金を財

源に充て、12月１日開会の定例議会に提案する。 

 医療機関への給付金は病院 50万円、診療所・歯科 30万円、薬局 10万円。市内計 155施設に対し、

総事業費約 3830万円を見込む。橋本康志市長は、発熱者対応などで医療機関によっては屋外テントの

導入や人の確保も想定されるとし「医療機関が安心して診療に携われる環境をつくってもらえれば」

と話した。 

 

●佐賀県・多久市（たくし）（人口：約 1万 8000人） 

「新しい生活様式対策支援事業（医療）」 

https://www.city.taku.lg.jp/.../shingatakorona.../13884.html 

・対象者：多久市内の病院、医院、歯科医院、薬局であること（保険医療機関でない病院、医院および

歯科医院、保険薬局でない薬局は補助の対象となりません） 

・対象事業：令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 2 月 28 日に実施した感染症対策など継続したサービスを

提供するための取り組み。 

・交付額：病院：1事業所あたり上限 100万円 

     医院、歯科、薬局：1事業所あたり上限 50万円 

・補助対象経費：市内事業所での取り組み分に限る感染症対策に要する物品購入等の経費（消費税は対

象外）。 

申請期間：令和 2年 8月 5日(水曜日)から令和 3年 2月 26日(金曜日) 

ただし、令和 3年 2月 28日(日曜日)までに事業完了すること。 

 

●佐賀県・白石町（しろいしちょう）（人口：2万 2000 人） 

「新型コロナ対策助成金（介護・障害・医療事業者）」 

（佐賀新聞 12月 1日付より） 

＜新型コロナ＞医療機関などに２０万円支援金案 白石町、議会提案へ 

 白石町は 12月１日、町内の医療機関などに一律 20 万円を交付する事業案を発表した。新型コロナ

ウイルスの感染対策を実施しながら医療や介護、障害福祉サービスを提供する事業者らを支援する狙

い。12月４日開会の定例議会に提案する。 

 町内 25の医療機関と介護福祉事業者 19法人、障害福祉事業者８法人が対象で、国の地方創生臨時

交付金を財源にする。 

 ※医療機関には、歯科診療所も含みます（町担当者の聞き取りより）。 

 

●佐賀県上峰町（かみみねちょう）（人口：約 9400人） 

「佐賀新聞」2021年度 2月 6日付 https://www.saga-s.co.jp/articles/-/630321 
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上峰町は２月５日、新型コロナウイルスの影響で経営の厳しさが増している町内の全９医療機関を対

象に、感染症対策応援給付金を支給すると発表した。２月中旬をめどに支給する方針で、ワクチン接種

の準備にかかる費用や感染予防策などに活用してもらう。 

 給付額は、新型コロナワクチン接種を実施する４医療機関に 100万円、実施しない５医療機関に 20万

円。 

 

●佐賀県・大町町（おおまちちょう）（人口：6100 人） 

「大町町、医療機関や介護施設に応援給付金」（「佐賀新聞」2020年 2月 19日） 

https://www.saga-s.co.jp/articles/-/635175 

 佐賀県杵島郡大町町は１９日、新型コロナウイルス対策として医療機関や介護施設などに応援給付

金を支給する独自の支援策を発表した。 

 対象はワクチン接種で連携する医療機関や生活環境衛生に関わるごみ・し尿業者、重症化リスクの

高い高齢者や障害者に対応している施設など。医療施設に１００万円、歯科施設、介護施設、障害者

施設、民間保育所、ごみ・し尿回収事業者にそれぞれ３０万円を２月下旬をめどに支給する。 

 22施設・事業者が対象で、総事業費は 1270万円。国のコロナ対応の臨時交付金を財源にしている。 
 

●長崎市・新上五島町（しんかみごとうちょう）（人口：約 1万 8000 人） 

「感染予防対策協力金（病院・歯科・薬局）」 

病院、歯科、保険薬局が行う感染防止対策や診療体制確保等の取り組みを支援 

・上五島病院 200万円 

・有川、奈良尾医療センター 各 50万円 

・歯科医院 30万円 

・保険薬局 10万円 

 

●大分県・豊後高田市（ぶんごたかだし）（人口：約２万 2000人） 

「新型コロナウイルス感染拡大防止事業」 

https://www.city.bungotakada.oita.jp/.../Pamphlet... 

市内の医療機関（医科・歯科・調剤薬局）が行う感染予防のための施設整備や物品購入を支援します。 

■対  象 市内の医療機関等（医科、歯科、調剤薬局） 

■対象期間 2020年４月１日（水）～2021年２月２８日（日） 

■助  成 ①感染予防のための施設整備 所要額の 3 分の 2（上限 100万円） 

      ②感染予防のための備品や消耗品購入 所要額の 3分の 2（上限 50 万円） 

■申  請 施設整備や備品購入を行った内容のわかる書類を添付して、令和３年２月２８日（日）ま

でに申請してください。 

 

●大分県・豊後大野市（ぶんごおおのし）（人口：約３万 3000人） 

「感染症拡大防止対策支援補助金」 

https://www.bungo-

ohno.jp/_dynamic/reiki/reiki_honbun/r160RG00001544.html?fbclid=IwAR1iSn94IxwR9-rIR759M2-

dQlSNh0E8RlXLJ6h96Tc6aoqjB0W4TCqY-3s  

(補助対象者) 

市内に所在する保険医療機関又は保険薬局で、大分県が実施する医療機関・薬局等における感染拡大防

止等支援事業の対象となったもの 

(補助対象経費) 

市内医療機関等が令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 1 月 29 日までの間において、新型コロナウイルス感

染症感染拡大防止対策に要した経費 

(補助金額) 

50 万円を上限。ただし、県又はその他の団体等から助成金等の交付を受けることができるときは、当該
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助成金等の額を控除した額を補助金額とする。 

 

●宮崎県日向市（ひゅうがし）（人口：5万 9000人） 

「日向市新型コロナウイルス感染症対策医療提供施設等運営支援給付金」 

http://www.hyugacity.jp/display.php?cont=201218172527 

 長引くコロナ禍の厳しい環境の下で、日々感染症対策に取り組みながら市民の健康を守り、医療・福

祉サービスを提供している医療提供施設等を開設している法人等に対し、感染症対応に係る負担を軽減

するとともに、医療提供体制等の継続及び維持を図るため、運営支援給付金を交付するものです。 

対象者 

(1)医療提供施設：病院、診療所、歯科診療所、保険薬局 

(2)介護提供施設：施設・居住・通所系介護サービス事業所、訪問系介護サービス事業所   

(3)福祉提供施設：障害福祉サービス事業所 

給付額 

(1)医療提供施設 

 病院           100万円 

 有床診療          50万円 

 無床診療所・歯科診療所  20万円 

 保険調剤薬局       10万円 

(2)介護提供施設及び福祉提供施設 

 施設・居住・通所系介護サービス事業所 最大 100 万円 

[法人単位で利用者定員数の合計により算定] 

 訪問系介護サービス事業所  10万円[1法人当たり] 

 

●宮崎市日南市（にちなんし）（人口：約５万人） 

「医療機関等新型コロナウイルス感染症等対策助成金」 

https://www.city.nichinan.lg.jp/main//page013771.html 

市内医療機関が、新型コロナウイルス感染症等の感染予防対策を実施するため、感染予防対策に必要

な経費の一部を助成します。 

 

１．対象となる事業者 

病院（県立日南病院及び中部病院を除く）、診療所、助産所、保険薬局、訪問看護ステーション 

 

２．助成対象経費（感染予防対策に必要な物品） 

（１）医療用マスク、（２）消毒液、（３）防護服一式、（４）フェイスシールド、（５）医療用エプロン 

（６）その他感染予防対策に必要なもの 

 

３．助成金額 

（１）保険薬局、訪問看護ステーション、助産所 ７万円 

（１）無床診療所 １０万円 

（２）有床診療所 １５万円 
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（３）病院    ３０万円 

 

４．その他 

（１）１事業者１回限りの申請となります。 

（２）物品の納入は３月末までに必ず終了してください。 

（３）厚生労働省が行う「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」の支援金の補助対象と

なった物品と重複する補助申請はできません。 

 

●宮崎県三股町（人口 2万 5000人） 

「町内の医療福祉従事者に対する支援について」 

町内の医療機関や高齢者福祉施設等に対し、マスクや消毒液の購入費用の一部を助成するもので、１

事業者当たり５万円を一律に支給します。 

 

●鹿児島県・南種子町（みなみたねちょう）（人口：5400人） 

「南種子町医療従事者・介護従事者慰労金」 

町では，新型コロナウイルス感染症の感染拡大と，収束が反復している中で，医療機関等や介護機関

で働く方に対し慰労金を支給します。 

１．支給対象者：令和２年８月１現在で医療機関等や介護機関に在職し，週２０時間以上勤務している

下記のいずれかに該当する方 

（１）町内の医療機関等・介護機関に在職する方 

（２）町内に住所を有し，町外の医療機関等・介護機関に在職する方 

２．支給額：一人当たり 5 万円 

http://www.town.minamitane.kagoshima.jp/.../kinrokin.html 

 

●鹿児島県肝付町（きもつきちょう）（人口：1万 4000人） 

「地域医療体制等構築事業」 

新型コロナウイルス感染症への対策として必要となる防疫関連資機材を導入する医療機関等に補助金

を支給することにより、速やかな感染症対策体制の構築に資することを目的とする。 

https://kimotsuki-town.jp/.../kinnkyuusinngatak.../4160.html 

対象は、町内 7（医科）医療機関・6歯科医院 

医科 

・従業員 200名以上   300 万円 １施設 

・従業員 30～99名以上 150 万円 ２施設 

・従業員 30名未満   100 万円 ４施設 

歯科 

・従業員 30名未満 50万円 6施設 

薬局  

・30名未満 20万円 ８施設 

※財源は「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」 

※すでに交付は終わっています。 
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「町内の医療機関で生命を守って頂いている各施設の従業者へ１万円分商品券」 

https://kimotsuki-town.jp/.../kinnkyuusinngatak.../4160.html 

※各施設を通じて配布しています。 

 

●沖縄県・宮古島市（人口：約５万 2000人） 

（宮古毎日新聞 9月 8日付） 

医療従事者に慰労金５万円／市コロナ対策 

 新型コロナウイルス感染症対策の最前線に立つ医療従事者を支援しようと、宮古島市が島内の医療

機関で働く職員に対し、１人５万円の慰労金を支給する。 

 新型コロナの感染リスクにさらされながら業務に当たる医療従事者らに市独自の慰労金を支給す

る。 

 市に住所を有し、７月以降に島内の医療機関で５日以上勤務した職員が対象となる。従事する業務

の内容によって給付額に差異を設ける形は取らず、１人一律５万円に設定した。 

 医療関係者への慰労金支給について市健康増進課の仲宗根美佐子課長は「医療機関で働く皆さん

は、心身の負担を抱えながら業務に当たり疲れ切っている」と現状に触れて医療関係者に感謝を込め

た。「そんな医療従事者の方々にしてあげられることは何かと検討を重ねてきた」と話した。 

※歯科医療機関に勤務している方も対象となります（宮古島市に確認しました）。 

208



0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

病院数の推移

医療提供体制の現状 ～病院数の推移～

○病院数は平成２年をピークに減少して現在は8,300となっている。

8,300

10,096

7,974

出典：医療施設動態調査

（医療機関数）
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医療提供体制の現状 ～診療所数の推移～

○診療所数は漸増して現在は約102,600（有床診療所は約6,600、無床診療所は約96,000）となってい
る。

102,616

68,997

出典：医療施設動態調査
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医療提供体制の現状 ～病院の病床数の推移～

○病院の病床数は平成５年をピークに減少して現在は約153万となっている。
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1,000,000
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1,800,000

病院の病床数

1,529,215

1,680,952

出典：医療施設動態調査

1,062,553

（病床数）
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医療提供体制の現状 ～有床診療所の病床数の推移～

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

有床診療所の病床数（病床数）

○有床診療所の病床数は昭和55年をピークに減少して現在は約90,800となっている。

90,825

287,835

249,646

出典：医療施設動態調査
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医療提供体制の現状 ～人口千人あたり病床数の推移～

0
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16

18

人口千人あたり病床数（病床数）

○人口千人あたり病床数は平成２年をピークに減少して現在は約13となっている。

12.8

15.8

12.5

出典：医療施設動態調査、国勢調査／人口推計
※病床数は歯科診療所を除く全病床数 213



医療提供体制の現状～開設者別・病床規模別・病床種別～

国 公的医療機関
社会保険
関係団体

医療法人 個人 その他 総数

322 1,202 51 5,720 174 831 8,300

(3.9%) (14.5%) (0.6%) (68.9%) (2.1%) (10.0%) (100%)

20床～99床 100床～199床 200床～399床 400床～599床 600床以上

2,945 2,824 1,752 543 236

○開設者別病院数（2019年）

○病床規模別病院数（2019年）

一般病床 療養病床 結核病床 感染症病床 精神病床 総数

887,847 308,444 4,370 1,888 326,666 1,529,215

(58.1%) (20.2%) (0.3%) (0.1%) (21.4%) (100%)

○病床種別病床数（2019年）

国 厚生労働省,独立行政法人国立病院機構,国立大学法人,労働者健康福祉機構,国立高度専門医療研究セン
ター,地域医療機能推進機構,その他（国）

公的医療機関 都道府県,市町村,地方独立行政法人,日赤,済生会,北海道社会事業協会,厚生連,国民健康保険団体連合会

社会保険関係団体 健康保険組合及びその連合会,共済組合及びその連合会,国民健康保険組合

医療法人 医療法人

個人 個人

その他 公益法人,私立学校法人,社会福祉法人,医療生協,会社,その他の法人

出典：医療施設動態調査
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医療提供体制の現状 ～開設者別病院数の推移～

○令和元年の病院数を開設者別にみると、病院は「医療法人」が5,720施設（病院総数の68.9％）と最
も多く、次いで、「公的医療機関」が1,202施設（同14.5％）となっている。

323 304 294 292 291 276 275 274 274 274 273 329 329 327 327 324 322 
1,382 1,377 1,362 1,351 1,325 1,320 1,296 1,278 1,258 1,252 1,242 1,231 1,227 1,213 1,211 1,207 1,202 

129 129 129 125 123 122 122 121 121 118 115 57 55 53 52 52 51 

5,588 5,644 5,695 5,694 5,702 5,728 5,726 5,719 5,712 5,709 5,722 5,721 5,737 5,754 5,766 5,764 5,720 

838 760 677 604 533 476 448 409 373 348 320 289 266 240 210 187 
174 

862 863 869 
877 888 872 872 869 867 864 868 866 866 855 846 838 831 
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平成15 平成16 平成17 平成18 平成19 平成20 平成21 平成22 平成23 平成24 平成25 平成26 平成27 平成28 平成29 平成30 令和1

医療提供体制の現状～開設者別病院数の推移～

国 公的医療機関 社会保険関係団体 医療法人 個人 その他

国 厚生労働省,独立行政法人国立病院機構,国立大学法人,労働者健康福祉機構,国立高度専門医療研究セン
ター,地域医療機能推進機構,その他（国）

公的医療機関 都道府県,市町村,地方独立行政法人,日赤,済生会,北海道社会事業協会,厚生連,国民健康保険団体連合会

社会保険関係団体 健康保険組合及びその連合会,共済組合及びその連合会,国民健康保険組合

医療法人 医療法人

個人 個人

その他 公益法人,私立学校法人,社会福祉法人,医療生協,会社,その他の法人

出典：医療施設動態調査

(医療機関数)
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医療提供体制の各国比較（２０１９年）

国名 平均在院日数
人口千人あた
り病床数

病床百床あた
り臨床医師数

人口千人あた
り臨床医師数

病床百床あた
り臨床看護職

員数

人口千人あた
り臨床看護職

員数

日本
－

(16.0)
12.8 *19.2 *2.5 *90.6 *11.8

ドイツ
*8.9

(*7.5)
7.9 55.5 4.4 176.2 14.0

フランス
8.8

(5.4)
5.8 54.3 3.2 #189.6 #11.1

イギリス
*6.6
(6.2)

E2.5 120.1 3.0 334.2 8.2

アメリカ
－

(*5.5)
*2.8 *92.2 2.6 #*420.2 #12.0

出典：OECD.Stat(令和３年９月１日時点)
注1 「#」は実際に臨床に当たる職員に加え、研究機関等で勤務する職員を含む。
注2 「*」は2018年のデータ
注3 「E」は推計値(Estimated value)
注4 病床百床あたり臨床医師数及び臨床看護職員数は、総臨床医師数等を病床数で単純に割って百を掛けた数値である。
注5 平均在院日数の括弧書きは、急性期病床(日本は一般病床)における平均在院日数である。
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89.5
万床

※1

急性期

53.5万床（45％）

高度急性期

15.9万床（13%）

５
慢性期

29.9万床（25％）

回復期

20.5万床（17%）

急性期

59.6万床（48％）

高度急性期

16.9万床（14%）

慢性期

35.5万床（28％）

回復期

13.0万床（10%）

2015年度病床機能報告

合計 119.8万床

89.9
万床

0.3万床増

1.2万床減

1.6万床増

1.8万床減

約1.1万床減

2020年度病床機能報告

1.33

急性期

54.7万床（45％）

高度急性期

15.6万床（13％）

慢性期

31.7万床（26％）

回復期

18.9万床（16%）

合計 120.9万床

89.2
万床

２０２０年度病床機能報告について

合計 125.1万床
2025年見込2020年

76.5
万床

1.3万床減

4.9万床減

5.9万床増

3.8万床減

70.3
万床

69.4
万床

2015年

※1：2020年度病床機能報告において、「2025年7月1日時点における病床の機能の予定」として報告された病床数
※2：対象医療機関数及び報告率が異なることから、年度間比較を行う際は留意が必要

（報告医療機関数/対象医療機関数（報告率） 2015年病床機能報告：13,863/14,538（95.4％）、2020年病床機能報告：12,635/13,137（96.2％））
※3：端数処理をしているため、病床数の合計値が合わない場合や、機能ごとの病床数の割合を合計しても100％にならない場合がある
※4：平成25年度(2013年度) のＮＤＢのレセプトデータ及びＤＰＣデータ、国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口（平成25年(2013年）3月中位推計）』等を
用いて推計

※5：ICU及びHCUの病床数（*）：18,482床（参考 2019年度病床機能報告：18,253床）
*救命救急入院料1～4、特定集中治療室管理料1～4、ハイケアユニット管理料1・2のいずれかの届出を行っている届出病床数

出典：2020年度病床機能報告

急性期

40.1万床（34％）

回復期

37.5万床（31％）

高度急性期
13.1万床（11％）

慢性期

28.4万床（24％）

90.7
万床

地域医療構想における

2025年の病床の必要量

（平成28年度末時点の推計）

53.2
万床

合計 119.1万床

※4
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【参考】２０２０年の病床機能ごとの病床数（２０２０年度病床機能報告）

出典：2020年度病床機能報告
※公立病院：新公立病院改革プラン策定対象となる開設者（都道府県、市町村、地方独立行政法人）が設置する病院
公的病院等：公的医療機関等2025プラン策定対象となる開設者（独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人地域医療機能推進機構、

日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、社会福祉法人北海道社会事業協会、厚生農業協同組合連合会、国民健康保険団体連合会、
健康保険組合及びその連合会、共済組合及びその連合会及び国民健康保険組合）が設置する病院、または特定機能病院、地域医療支援病院

その他の民間病院等：上記以外の病院
＊医療機関の開設者がいずれに分類されるかは、病床機能報告における各医療機関からの報告に基づいている

※小数点以下を四捨五入しているため合計しても100％にならない場合がある

報告医療
機関数

２０２０年の病床機能ごとの病床数

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 合計

全医療機関 12,635 155,991 (13%) 546,798 (45%) 189,391 (16%) 316,670 (26%) 1,208,850

病
院

公立病院 853 37,668 (20%) 113,848 (61%) 22,708 (12%) 12,493 (7%) 186,717

公的病院等 811 103,723 (34%) 154,846 (51%) 22,628 (7%) 22,143 (7%) 303,340

その他の民間病院等 5,377 14,509 (2%) 235,387 (36%) 132,343 (20%) 270,464 (41%) 652,703

小計 7,041 155,900 (14%) 504,081 (44%) 177,679 (16%) 305,100 (27%) 1,142,760

有床診療所 5,594 91 (0%) 42,717 (65%) 11,712 (18%) 11,570 (18%) 66,090
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【参考】 ２０２５年の病床機能ごとの予定病床数（２０２０年度病床機能報告）

出典：2020年度病床機能報告
※公立病院：新公立病院改革プラン策定対象となる開設者（都道府県、市町村、地方独立行政法人）が設置する病院
公的病院等：公的医療機関等2025プラン策定対象となる開設者（独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人地域医療機能推進機構、

日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、社会福祉法人北海道社会事業協会、厚生農業協同組合連合会、国民健康保険団体連合会、
健康保険組合及びその連合会、共済組合及びその連合会及び国民健康保険組合）が設置する病院、または特定機能病院、地域医療支援病院

その他の民間病院等：上記以外の病院
＊医療機関の開設者がいずれに分類されるかは、病床機能報告における各医療機関からの報告に基づいている

※2020年度病床機能報告において、「2025年7月1日時点における病床の機能の予定」として報告された病床数

※小数点以下を四捨五入しているため合計しても100％にならない場合がある

報告医療
機関数

２０２５年の病床機能ごとの予定病床数

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 合計

全医療機関 12,635 158,771 (13%) 535,098 (45%) 205,387 (17%) 299,008 (25%) 1,198,264

病
院

公立病院 853 38,143 (20%) 111,240 (60%) 25,048 (13%) 11,864 (6%) 186,295

公的病院等 811 104,640 (35%) 152,225 (50%) 24,245 (8%) 21,660 (7%) 302,770

その他の民間病院等 5,377 15,861 (2%) 230,194 (36%) 144,285 (22%) 254,150 (39%) 644,490

小計 7,041 158,644 (14%) 493,659 (44%) 193,578 (17%) 287,674 (25%) 1,133,555

有床診療所 5,594 127 (0%) 41,439 (64%) 11,809 (18%) 11,334 (18%) 64,709
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開設者

都道府県、市町村（地方公営企業法を適用する公立医療機関）

地方独立行政法人※１

地方公共団体の組合※２

国民健康保険団体連合会
日本赤十字社
社会福祉法人恩賜財団済生会
厚生農業協同組合連合会
社会福祉法人北海道社会事業協会

国家公務員共済組合連合会
地方公務員共済組合連合会
公立学校共済組合
日本私立学校振興・共済事業団
健康保険組合、健康保険組合連合会
国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会
独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO）

国立病院機構（NHO）
労働者健康安全機構

民間

法律

告示

【参考】公立・公的医療機関等の開設者の分類

公的医療機関等2025
プラン策定対象

新公立病院改革プラン
策定対象

※１ 地方独立行政法人は、地方独立行政法人法施行令により医療法第７条の２第１項第１号及び第31条を準用している。
※２ 地方公共団体は条例により地方公共団体の組合について地方公営企業法を適用することができる。

地域医療支援病院
特定機能病院

公
的
医
療
機
関
等

（
医
療
法
第
７
条
の
２
第
１
項
各
号
）

公
的
医
療
機
関

（
医
療
法
第
31
条
）

国 厚生労働省（国立ﾊﾝｾﾝ病療養所、国立障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ病院）、
宮内庁（宮内庁病院）、 法務省（医療刑務所）、
防衛省（自衛隊病院、防衛医科大学校病院）
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89.6
万床

※1

急性期

54.3万床（45％）

高度急性期

16.0万床（13%）

５
慢性期

30.1万床（25％）

回復期

20.7万床（17%）

急性期

59.6万床（48％）

高度急性期

16.9万床（14%）

慢性期

35.5万床（28％）

回復期

13.0万床（10%）

2015年度病床機能報告

合計 121.0万床

91.0
万床

0.2万床増

1.0万床減

2.0万床増

3.4万床減

約2.2万床減

2019年度病床機能報告

1.33

急性期

55.3万床（45％）

高度急性期

15.8万床（13％）

慢性期

33.5万床（28％）

回復期

18.6万床（15%）

合計 123.3万床

89.7
万床

２０１９年度病床機能報告について

合計 125.1万床

2025年見込2019年

76.6
万床

1.1万床減

4.3万床減

5.6万床増

2.0万床減

71.1
万床

70.3
万床

2015年

※1：2020年度病床機能報告において、「2025年7月1日時点における病床の機能の予定」として報告された病床数
※2：対象医療機関数及び報告率が異なることから、年度間比較を行う際は留意が必要

（報告医療機関数/対象医療機関数（報告率） 2015年度病床機能報告：13,863/14,538（95.4％）、2019年度病床機能報告：13,052/13,392（97.5％））
※3：端数処理をしているため、病床数の合計値が合わない場合や、機能ごとの病床数の割合を合計しても100％にならない場合がある
※4：平成25年度(2013年度) のＮＤＢのレセプトデータ及びＤＰＣデータ、国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口（平成25年(2013年）3月中位推計）』等を
用いて推計

出典：2019年度病床機能報告

急性期

40.1万床（34％）

回復期

37.5万床（31％）

高度急性期
13.1万床（11％）

慢性期

28.4万床（24％）

90.7
万床

地域医療構想における

2025年の病床の必要量

（平成28年度末時点の推計）

53.2
万床

合計 119.1万床

※４
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【参考】２０１９年の病床機能ごとの病床数（２０１９年度病床機能報告）

出典：2019年度病床機能報告
※公立病院：新公立病院改革プラン策定対象となる開設者（都道府県、市町村、地方独立行政法人）が設置する病院
公的病院等：公的医療機関等2025プラン策定対象となる開設者（独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人地域医療機能推進機構、

日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、社会福祉法人北海道社会事業協会、厚生農業協同組合連合会、国民健康保険団体連合会、
健康保険組合及びその連合会、共済組合及びその連合会及び国民健康保険組合）が設置する病院、または特定機能病院、地域医療支援病院

その他の民間病院等：上記以外の病院
＊医療機関の開設者がいずれに分類されるかは、病床機能報告における各医療機関からの報告に基づいている

※小数点以下を四捨五入しているため合計しても100％にならない場合がある
※2019年度病床機能報告の集計では、公立病院は新公立病院改革プラン策定病院、公的病院等は公的医療機関等2025プラン策定病院、その他の民間病院等は左記以外の
病院と定義し集計をしていたところ、本補足資料は、2020年度病床機能報告の集計と同様の定義により集計したもの。

報告医療
機関数

２０１９年の病床機能ごとの病床数

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 合計

全医療機関 13,052 158,150 (13%) 552,880 (45%) 186,285 (15%) 335,271 (27%) 1,232,586

病
院

公立病院 859 38,942 (20%) 116,560 (61%) 22,019 (12%) 12,778 (7%) 190,299

公的病院等 845 101,884 (33%) 154,335 (51%) 22,504 (7%) 25,592 (8%) 304,315

その他の民間病院等 5,435 17,083 (3%) 237,137 (35%) 129,060 (19%) 284,853 (43%) 668,133

小計 7,139 157,909 (14%) 508,032 (44%) 173,583 (15%) 323,223 (28%) 1,162,747

有床診療所 5,913 241 (0%) 44,848 (64%) 12,702 (18%) 12,048 (17%) 69,839
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【参考】 ２０２５年の病床機能ごとの予定病床数（２０１９年度病床機能報告）

出典：2019年度病床機能報告
※公立病院：新公立病院改革プラン策定対象となる開設者（都道府県、市町村、地方独立行政法人）が設置する病院
公的病院等：公的医療機関等2025プラン策定対象となる開設者（独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人地域医療機能推進機構、

日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、社会福祉法人北海道社会事業協会、厚生農業協同組合連合会、国民健康保険団体連合会、
健康保険組合及びその連合会、共済組合及びその連合会及び国民健康保険組合）が設置する病院、または特定機能病院、地域医療支援病院

その他の民間病院等：上記以外の病院
＊医療機関の開設者がいずれに分類されるかは、病床機能報告における各医療機関からの報告に基づいている

※2019年度病床機能報告において、「2025年7月1日時点における病床の機能の予定」として報告された病床数

※小数点以下を四捨五入しているため合計しても100％にならない場合がある
※2019年度病床機能報告の集計では、公立病院は新公立病院改革プラン策定病院、公的病院等は公的医療機関等2025プラン策定病院、その他の民間病院等は左記以外の
病院と定義し集計をしていたところ、本補足資料は、2020年度病床機能報告の集計と同様の定義により集計したもの。

報告医療
機関数

２０２５年の病床機能ごとの予定病床数

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 合計

全医療機関 13,052 159,962 (13%) 543,004 (45%) 206,704 (17%) 300,821 (25%) 1,210,491

病
院

公立病院 859 39,527 (21%) 114,155 (60%) 25,201 (13%) 11,805 (6%) 190,688

公的病院等 845 101,557 (33%) 152,080 (50%) 25,072 (8%) 24,754 (8%) 303,463

その他の民間病院等 5,435 18,560 (3%) 233,612 (36%) 143,471 (22%) 252,703 (39%) 648,346

小計 7,139 159,644 (14%) 499,847 (44%) 193,744 (17%) 289,262 (25%) 1,142,497

有床診療所 5,913 318 (0%) 43,157 (63%) 12,960 (19%) 11,559 (17%) 67,994
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２０１８年度病床機能報告について

※1：2020年度病床機能報告において、「2025年7月1日時点における病床の機能の予定」として報告された病床数
※2：対象医療機関数及び報告率が異なることから、年度間比較を行う際は留意が必要

（報告医療機関数/対象医療機関数（報告率） 2015年度病床機能報告：13,863/14,538（95.4％）、2018年度病床機能報告：13,446/13,859（97.0％））
※3：端数処理をしているため、病床数の合計値が合わない場合や、機能ごとの病床数の割合を合計しても100％にならない場合がある
※4：平成25年度(2013年度) のＮＤＢのレセプトデータ及びＤＰＣデータ、国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口（平成25年(2013年）3月中位推計）』等を
用いて推計

出典：2018年度病床機能報告

89.6

万床

※1

急性期

55.7万床（46％）

高度急性期

16.4万床（13%）

５
慢性期

30.7万床（25％）

回復期

19.4万床（16%）

急性期

59.6万床（48％）

高度急性期

16.9万床（14%）

慢性期

35.5万床（28％）

回復期

13.0万床（10%）

2015年度病床機能報告

合計 122.2万床

91.5
万床

0.5万床増

1.4万床減

2.2万床増

4.3万床減

約3.0万床減

2018年度病床機能報告

1.33

急性期

57.1万床（46％）

高度急性期

16.0万床（13％）

慢性期

35.0万床（28％）

回復期

17.2万床（14%）

合計 125.3万床

90.3
万床

合計 125.1万床

2025年見込2018年

76.6

万床

0.9万床減

2.5万床減

4.2万床増

0.5万床減

73.0
万床

72.1
万床

2015年

急性期

40.1万床（34％）

回復期

37.5万床（31％）

高度急性期
13.1万床（11％）

慢性期

28.4万床（24％）

90.7
万床

合計 119.1万床

53.2
万床

地域医療構想における

2025年の病床の必要量

（平成28年度末時点の推計）

※４
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【参考】２０１８年の病床機能ごとの病床数（２０１８年度病床機能報告）

出典：2018年度病床機能報告
※公立病院：新公立病院改革プラン策定対象となる開設者（都道府県、市町村、地方独立行政法人）が設置する病院
公的病院等：公的医療機関等2025プラン策定対象となる開設者（独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人地域医療機能推進機構、

日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、社会福祉法人北海道社会事業協会、厚生農業協同組合連合会、国民健康保険団体連合会、
健康保険組合及びその連合会、共済組合及びその連合会及び国民健康保険組合）が設置する病院、または特定機能病院、地域医療支援病院

その他の民間病院等：上記以外の病院
＊医療機関の開設者がいずれに分類されるかは、病床機能報告における各医療機関からの報告に基づいている

※小数点以下を四捨五入しているため合計しても100％にならない場合がある
※2018年度病床機能報告の集計では、公立病院は新公立病院改革プラン策定病院、公的病院等は公的医療機関等2025プラン策定病院、その他の民間病院等は左記以外の
病院と定義し集計をしていたところ、本補足資料は、2020年度病床機能報告の集計と同様の定義により集計したもの。

報告医療
機関数

２０１８年の病床機能ごとの病床数

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 合計

全医療機関 13,446 159,612 (13%) 570,850 (46%) 172,394 (14%) 349,844 (28%) 1,252,700

病
院

公立病院 860 38,818 (20%) 120,066 (63%) 18,494 (10%) 13,328 (7%) 190,706

公的病院等 833 102,736 (34%) 153,673 (51%) 20,350 (7%) 25,521 (8%) 302,280

その他の民間病院等 5,516 17,871 (3%) 249,822 (36%) 120,719 (18%) 297,693 (43%) 686,105

小計 7,209 159,425 (14%) 523,561 (44%) 159,563 (14%) 336,542 (29%) 1,179,091

有床診療所 6,237 187 (0%) 47,289 (64%) 12,831 (17%) 13,302 (18%) 73,609
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【参考】 ２０２５年の病床機能ごとの予定病床数（２０１８年度病床機能報告）

出典：2018年度病床機能報告
※公立病院：新公立病院改革プラン策定対象となる開設者（都道府県、市町村、地方独立行政法人）が設置する病院
公的病院等：公的医療機関等2025プラン策定対象となる開設者（独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人地域医療機能推進機構、

日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、社会福祉法人北海道社会事業協会、厚生農業協同組合連合会、国民健康保険団体連合会、
健康保険組合及びその連合会、共済組合及びその連合会及び国民健康保険組合）が設置する病院、または特定機能病院、地域医療支援病院

その他の民間病院等：上記以外の病院
＊医療機関の開設者がいずれに分類されるかは、病床機能報告における各医療機関からの報告に基づいている

※2018年度病床機能報告において、「2025年7月1日時点における病床の機能の予定」として報告された病床数

※小数点以下を四捨五入しているため合計しても100％にならない場合がある
※2018年度病床機能報告の集計では、公立病院は新公立病院改革プラン策定病院、公的病院等は公的医療機関等2025プラン策定病院、その他の民間病院等は左記以外の
病院と定義し集計をしていたところ、本補足資料は、2020年度病床機能報告の集計と同様の定義により集計したもの。

報告医療
機関数

２０２５年の病床機能ごとの予定病床数

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 合計

全医療機関 13,446 164,431 (13%) 556,874 (46%) 193,940 (16%) 307,129 (25%) 1,222,374

病
院

公立病院 860 39,792 (21%) 116,449 (61%) 21,625 (11%) 12,253 (6%) 190,119

公的病院等 833 103,353 (34%) 152,289 (50%) 22,381 (7%) 25,118 (8%) 303,141

その他の民間病院等 5,516 21,058 (3%) 243,499 (37%) 137,305 (21%) 257,866 (39%) 659,728

小計 7,209 164,203 (14%) 512,237 (44%) 181,311 (16%) 295,237 (26%) 1,152,988

有床診療所 6,237 228 (0%) 44,637 (64%) 12,629 (18%) 11,892 (17%) 69,386
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我が国の集中治療医療提供体制を強靭化するための提言 

 

2021 年 9 月 13 日 

一般社団法人 日本集中治療医学会 

 

要旨 

 2020 年に生じた新型コロナウイルスパンデミックにおいて、我が国の集中治療医療は諸外国と比べて

高い救命率を維持できたものの、地域によっては医療崩壊と呼ばれるような現象も生じ、集中治療医療

の提供体制においての脆弱性も浮き彫りにされた。懸念された人工呼吸器や ECMO 装置の枯渇は生じ

ず、諸外国と比べて IＣＵの病床数、特に公的病院の絶対的な不足と規模の小さい ICU 病床、集中治療

科医と ICU 配置看護師の不足がむしろ問題となった。一方、新型コロナウイルス関連重症患者データベ

ース（CRISIS）と診療支援システムである日本COVID-19対策ECMOnetが本学会を中心に設立され、

我が国における重症 COVID-19 患者に対する診療に大いに寄与することが出来た。 

 本提言では、国民の生命を守り社会・経済活動を維持に貢献することを目的に、我が国の集中治療医

療提供体制の強靭化のために必要と思われる方策を論ずる。 

 

１．有事の際に速やかに集中治療医療提供体制を確立できるように、診療報酬や人員配置の取り決めを

事前に計画し、ICU 使用状況のモニタリングデータに基づいた集中治療医療提供体制の弾力的な運

用を行う。それには国家・行政による的確かつ迅速な対応と専門家との連携が必須である。 

２．国家の危機管理として、集中治療の担い手の分布及び整備の実態を把握することは、極めて重要で

あり、集中治療科を診療科として認め「医療施設調査」の対象科とすべきである。 

３．平時より質の高い集中治療医療を提供し、有事における医療崩壊を防ぐためには、集中治療科専門

医を国が認める専門医として計画的に養成することが重要である。また、いざという時の予備役と

して、平時には一般診療科として働きながらも、一定レベルの人工呼吸管理等を含む重症患者管理

を行うことが出来る医師を養成するシステム（認定制度など）の確立が必要である。 

４．看護師および臨床工学技士の育成・認定プログラムを制定し、急激な集中治療医療の需要増加に備

えるべきである。 

５．集中治療科医による集中治療医療提供を効率的に行うため、平時より広域集中治療搬送システムと

IT 技術を駆使した遠隔 ICU による診療支援を推進する。 

６．集中治療医療は、救急・周術期管理・重症病態の管理など守備範囲が広く、集中治療医療体制の充

実と維持は、医療提供体制全般に関わる問題である。「集中治療医療対策室」を独立した組織とし

て、厚生労働省内に設置し、集中治療医療提供体制を充実するための、ハコ・ヒト・モノに関わる

様々な問題に対応し、計画的な整備を行っていく必要がある。 
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１）緒言 

 集中治療とは、可逆的かつ急性に生じた、呼吸、循環、消化器、腎臓、中枢神経系、血液凝固などの

各臓器システムにおける重篤な機能不全を対象とし、様々なモニタリングと臓器サポート機器を駆使す

ることで、多くは複数生じている臓器機能不全を回復させ重症患者の生命維持を行い、救命さらには社

会復帰をさせることを目的とした医療体制である。以下、これを集中治療医療と呼ぶ。 

 集中治療医療の歴史は 1952 年デンマークの麻酔科医 Ibsenがポリオによる呼吸不全を一ヶ所に集め、

陽圧人工呼吸でサポートし生命を維持するという治療を行い、死亡率を大きく減少せしめたことに始ま

る。重症症例の集約化のみならず、呼吸不全や循環管理について習熟している医療スタッフを配置して、

早期に医療介入を行うというスタイルは、集中治療医療の端緒を開いたとされる。集中治療は複数臓器

に対する横断的なアプローチを最大の特徴としており、このような集中治療の提供は一定のトレーニン

グを受けて初めて可能となる専門的な医療技術である。このように集中治療医療の歴史は70年足らずで

あるが、高度医療の進展に伴い急激に発達してきた。 

 重症の救急患者の受け入れが可能となるには、最重症症例の集中治療が担保されていることが条件と

なる。集中治療科医による ICU 診療体制が確保されずに、救急医療は成立しえない。救急医療には、急

激に病態が悪化する重症症例を、迅速に診断することと並行して、救命処置による生命の維持が求めら

れ、数分から数時間の間に診療の成果を得ることが目標となる。一方、集中治療医療には、きわめて重

篤かつ致命的な病態に対して様々な医療機器を駆使して合併症の発生を最小限に食い止めながら数日か

ら数週にわたり生命維持を行うという、救急医療とは別の専門的な技術が求められる。すなわち、集中

治療医療と救急医療が、「緊急度」と「重症度」という異なる二つのベクトルを相補的に補完すること

で、真の救命が達成できると言える。 

 新型コロナウイルスパンデミックにより我が国における集中治療医療体制の長所と短所が明らかにな

った。第 4 波が収束した 2021 年 6 月末の時点での、日本 COVID-19 対策 ECMOnet の集計において

は、人工呼吸を必要とした重症症例の救命率は 78％、ECMO を必要とする極めて重症な症例において

も 67 %であった。一方、北米と欧州を中心とした ECMO 症例が登録されている ELSO レジストリーに

おいては救命率が 50％程度とされ、我が国で提供される集中治療医療のレベルが諸外国と比較して非常

に高いことが示されたと言える。しかしながら、医療崩壊、特に集中治療体制の破綻が起きた各国から

の報告では、人工呼吸における救命率は極端に低いことが示されており、通常の質の担保が出来なかっ

たことが伺える。これは、我が国においても、集中治療のキャパシティーを超えて重症患者が押し寄せ

た場合には、救命率の急激な低下と命の選別が迫られる状態となりかねないこと意味する。これまでの

COVID-19の診療経験から、我が国の ICUベッド数および集中治療科医数が欧米諸国と比べて圧倒的に

少ないことも明らかとなった。我が国の集中治療の質が高いことが証明されつつある一方で、集中治療

医療提供体制の脆弱性が判明し、これこそが我が国における新型コロナウイルスパンデミック対策の最

重要課題であると認識されるに至った。 
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２）新型コロナウイルスパンデミックにおける集中治療医療提供体制の分析 

（１）集中治療において医療資源は有効に活用されたか？ 

 2020 年 12 月からの第三波においては、欧米に比べて我が国では死亡数および重症者数が少なく、

ICU 以外の急性期病床数が多いにもかかわらず、重症患者を収容できる病床数が逼迫していることが、

「医療崩壊」として広く報道された。同様の現象が 2021 年 8 月の第 5 波でも生じている。いくつかの

要素が複合的に関与しているが、人口あたりの ICU 病床数が少ないことが最大の問題で、これに加えて

ひとつの ICU の規模が小さいことも問題である。2020 年４月経済協力開発機構(OECD)発表資料によ

ると、OECD 22 か国において ICU ベッド数は人口 10 万人あたり平均 12.0 床であるのに対し、我が国

の ICU ベッド数は 5.6 床と約半分である。加えて、各病院における ICU の規模も小さく、2017 年度病

床機能報告を用いた解析では、各 ICUのベッド数は中央値で 8床であった1。通常診療により常に 7-8割

の ICUベッドが使用されているのが我が国の状況であり、COVID-19重症患者に対して即時的に使用で

きた ICU ベッドは非常に限定されていた。2020 年 4 月に生じた第一波においては、感染者の増加にあ

わせて各医療機関が受け入れ可能 ICUベッド数を増やしている様子を、日本COVID-19対策 ECMOnet 

が構築した CRISIS データベースによる受け入れ可能ベッド数の入力状況から窺い知ることができた2。 

 

（２）有効であった新たな試み（日本 COIVD-19 対策 ECMOnet, CRISIS）  

 COVID-19 の発生を受け日本集中治療医学会では 2020 年 2 月 11 日に危機管理委員会、ECMO プロ

ジェクト委員会、感染対策委員会が合同施設調査を開始し、ECMO プロジェクト委員会メンバーなど有

志による 24 時間 ECMO 電話相談窓口の開設、重症患者データベースシステムである JIPAD(日本 ICU 

患者データベース、Japanese Intensive care PAtient Database)構築のメンバーを中心に有事のデータベ

ースとして新型コロナウイルス関連重症患者データベース(CRISIS)立ち上げが行われた。CRISIS への

入力施設数は 2021 年 8 月末現在で 680 施設まで拡大している（日本の ICU ベッド約 90%）。これまで

の ECMO 電話相談は 300 件以上、CRISIS への ECMO 症例登録は 970 症例超、人工呼吸症例は 6800 例

を越えた。 

 また、日本集中治療医学会、日本呼吸療法医学会、日本救急医学会の３学会の支援を得て、日本

COVID-19 対策 ECMOnet が立ち上げられ、2020 年５月からは厚生労働省の要請に応じ「重症者治療

搬送調整等支援事業」として、日本各地の重症 COVID-19 患者が診療されている医療機関を実際に訪問

し、担当医からのコンサルトへの応需、ECMO 導入や管理の支援などを行なった。ECMO に長けた医

療スタッフが在籍する病院まで重症 COVID-19 患者を広域搬送して救命した事例も複数発生した。第 4

波が収束した 2021 年 6 月末の時点で、我が国の重症 COVID-19 患者の生存率は、人工呼吸症例で 78%、

ECMO 症例で 67%であり、医療崩壊を来した欧米と比較しても良好な成績を維持している。 
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３) 本提言の目的 

 2019 年から始まった新型コロナウイルスパンデミックのような危機から、国民の生命を守り社会・経

済活動を維持するためには、我が国の集中治療医療体制の強靭化は必要不可欠である。本提言では喫緊

の課題と将来の集中治療医療体制の構築について、短期的および長期的な観点から、集中治療の意義、

役割、重要性について論じ、以下の点について提言を示す。 

 

１． 有事の際の集中治療医療提供体制について事前計画の策定の必要性 

２． 平時における集中治療医療を提供する専門家の育成のための「集中治療科」の確立と集中治療に従

事する医療従事者の育成・認定プログラムの必要性 

３． 日本集中治療医学会によるコンサルテーション窓口の設置、専門家派遣と広域搬送に対する対応、

遠隔 ICU 導入による集中治療医療提供体制の強化 
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４）有事に際しての集中治療医療提供体制の充実に関する提言 

（１）病床の戦略的配置 

 重症患者の診療において、患者数が集中治療の受入れ能力を超えると、医療の需給バランスが崩れて

高いレベルの集中治療を享受出来ない患者が増加し、救命率の低下を来すことは深刻な医療崩壊と言っ

てよい。一方で、地域医療構想の構築推進に伴う病院の再編・統合、および病床ダウンサイジングが今

後進められることを鑑みると、平時において ICU 数や ICU ベッドの絶対数を数倍程度増やすことは困

難かつ現実的ではないと考えられる。従って、有事に際して ICU のキャパシティーを拡大する事前計画

を定めておくことは重要である。また、有効かつ迅速な医療機関の再編成を実現するには、重症患者の

発生数とともに ICU 病床の利用状況をリアルタイムにモニタリングする体制が必要である。ドイツには

全国の ICUの使用状況がオンラインで把握できるシステムが構築されており、ドイツ国内の病院に ICU

のベッド数と利用率について日々の報告を義務付けている。一方、我が国の災害医療においては、被災

した都道府県を越えて医療機関の稼動状況などの情報を共有し、被災地域での適切な医療・救護に関わ

る情報を集約することを目的として、広域災害救急医療情報システム（EMIS）が構築されている。ま

た、重症患者データベースシステムである JIPAD(日本 ICU 患者データベース、Japanese Intensive care 

PAtient Database)は、集中治療室に入室した患者の疾病や重症度、入室の経路、転帰等といった医療情

報を収集している(https://www.jipad.org)。ICU 病床利用のモニタリングに加えて、各施設間での診療

の質の比較が可能であり、集中治療医療における CI (Clinical Indicator、臨床指標)を提示すべく活動を

継続している。先に述べた新型コロナウイルス関連重症患者データベース CRISIS とともに、このよう

な ICU データベースの構築は、医療の質の向上および集中治療医療を有効に活用する際に必要不可欠で

ある。いわば平時の JIPAD、有事の CRISIS として機能するべく現在進行形で学会主導の形で事業を推

進している。集中治療医療の崩壊を来さずに爆発的な重症患者の発生に対応する為には、ある程度の強

制力をもった ICU 利用状況のリアルタイムモニタリング体制と、行政と専門家の連携によるリーダーシ

ップのもと、地域医療の医療機関の再編成を事前に計画することを提言する。また、各都道府県がそれ

ぞれ異なった定義・フォーマットを用いた情報管理を行うのではなく、国家としての包括的な情報の一

元的管理は必須である。 

 現時点までの我が国における新型コロナウイルスパンデミックにおいては、新規PCR陽性患者数が急

速に減少した一方で、人工呼吸管理症例数は緩やかに減少することが観察された。COVID-19 における

人工呼吸管理は平均 2 週間程度を要することも CRISIS データベースにより明らかにされている。一定

期間の集中治療医療提供体制を維持するにあたり、病床数 200 床以上かつ高度急性期医療機能をもつ病

院における非 ICU 高度急性期病床を、有事の際に速やかに ICU 病床として運用できる体制を構築する

ことが重要である。具体的には、救命救急入院料１ないし３、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒

中ケアユニット入院医療管理料等を算定する病床や、急性期一般入院料１等を算定する病床に対して、

有事の際には迅速に「ヒト」「モノ」を加配し、特定集中治療室管理料１～４及び救命救急入院料２・

４を算定する病床と同等または類似する病床機能を発揮させることができる体制の構築を提言する。有

事に際する病床機能の変更においては診療報酬に関する事前の取り決めが必要である。令和 2 年 4 月 18

日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱

いについて（その 12）」で示されているように、「本来であれば ICU に入室する患者を本来とは異なる

治療室や病棟に入室させ、本来入室する治療室と同等の人員配置を整えた上で入院診療を実施した場合、
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本来入室する治療室の入院料を算定できる」等の柔軟な診療報酬上の対応を、今後の有事の際にも速や

かに適用・拡充させる必要がある。第８次医療計画の策定、地域医療構想の実現に向けた取組において

も、厚生労働大臣の定める基本方針等の中に、陰圧個室も含めた ICU の整備目標や重症患者に対応でき

る医療従事者の育成・確保目標等を明記することが重要である。 

 集中治療により救命しえた重症患者の長期的な予後、特に ICU 入室中あるいは退室後に生じる身体機

能障害、認知機能障害、精神障害は、集中治療後症候群（post intensive care syndrome：PICS）として

近年注目されている。集中治療医療の究極の目標は、重症患者の救命のみならず社会復帰をもたらすこ

とであり、ICU 入室中における早期のリハビリ介入や栄養療法等による PICS の予防と治療の強化はも

とより、ICU 退室後の PICS に関する診療情報の共有や PICS 外来等を通したフォローアップ体制の構

築により、PICS の予防と治療を切れ目なく実施していくことが極めて重要である。また、ICU におけ

る高度医療が必要となくなったが、在宅医療にまでは十分に回復していない患者においては回復期ある

いは療養病床などを有する後方医療機関にて治療を受ける必要がある。重症患者を受け入れる ICU のキ

ャパシティーを保ち、医療の需給バランスを崩さないためにも、後方医療機関の整備も必要不可欠であ

る。従って、行政による地域医療の医療機関再編成においては、後方支援にあたる療養医療機関につい

ても事前の計画を立てることを提言する。 

 

（２）ICU 病床の設備 

 有事に備えるべく平時より「ハコ」である ICU 病床および非 ICU 高度急性期病床の環境を整備する

必要がある。新型コロナウイルスパンデミックにおいては、エアロゾル発生に対する感染隔離対策が求

められ、特に気管挿管、気管支鏡検査といった手技や非侵襲的陽圧換気(NPPV)、ハイフローネーザル

セラピーといった呼吸療法を用いる際には陰圧個室の使用が必要となった。我が国の ICU はオープンフ

ロアに複数床を配置するレイアウトが一般的であり、陰圧個室の不足は深刻な問題である。一定数の陰

圧個室を平時より ICU に設置することを義務化することは、新型コロナウイルスパンデミックのみなら

ず、今後生じうる新興感染症対策において必須である。現行の特定集中治療室の施設基準には、“当該

治療室はバイオクリーンルームであること”の記載がある。しかし、ユニット全体の広大な空間にHEPA

フィルタなどを組み込ませた空調施設の導入には過大なコストを要し、ハイケアユニットや一般病棟を

ICU として使用する際の障壁となる。2012 年の米国集中治療医学会ガイドライン3、2020 年のインド集

中治療医学会ガイドライン4双方において、ユニット全体の空気清浄化の必要はなく、陽陰圧あるいは空

気の清浄化は、感染伝播観点から患者毎に個室により調整されるべきであると記載されている。したが

って、“当該治療室はバイオクリーンルームであること”の記載は削除し、COVID-19 を含めた感染症の

制御と顆粒球減少症などに対する感染対策として、“HEPAフィルタ設置と陽圧により手術室同等の空気

清浄度を保つ陽圧個室や空気感染する感染症にも対応可能な陰圧個室をユニット内に適切な数だけ配備

することが望ましい。“とする文言に置き換えることを提言する。結果、施設に過大な費用負担をかけ

ることなく柔軟に機能対応できることが実現できる。また、非 ICU 病床を ICU 病床として運用変更す

る際には、十分な酸素供給量や電力供給などの設備投資が事前に必要となり得ることも強調しておく。 
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５）平時より行うべき集中治療医療を提供する人材の確保と育成に関する提言 

（１）集中治療科医の育成 

 集中治療の担い手の分布及び整備の実態を把握することは、国家の危機管理として極めて重要である

と考えられるが、政府が基幹統計として行っている「医療施設調査」に「集中治療科」は含まれていな

い。本提言では集中治療科を新たに標榜診療科として認めることで、集中治療医療を専門として提供す

る医師の役割を明確にし、集中治療科医の増加に寄与することを提言する。 

集中治療科医とは、様々な重要臓器疾患の診断・治療に精通し、必要に応じて各診療科専門医、他職

種の医療従事者と協力しながら、中枢神経、循環、呼吸など全ての臓器疾患に対して、病態を考慮した

適切な治療を行うための知識、技能、態度を習得したサブスペシャルティ領域の専門医である。集中治

療科医が ICU において専従することが診療成績の向上に関連することは国内・海外において報告されて

いる56。我が国では、標榜診療科として認められていないにもかかわらず、多くの病院が院内診療科と

して集中治療科という名称を用いており（2020 年 3 月現在、集中治療科 51、麻酔・集中治療 15、救急

集中治療科 27）、既に現場においては、その必要性が認識され、集中治療科という呼称が定着している

ことも強調する。COVID-19 診療においても，我が国の治療成績は海外と比較して極めて良好であった

のは、人工呼吸管理や ECMO 管理に習熟している集中治療科医の役割が極めて大きいと考える。 

集中治療医療を提供できる人員の不足は、我が国の集中治療医療提供体制の弱点である。2020 年４月

経済協力開発機構(OECD)発表資料によると、OECD 22 か国において ICU 病床数は、人口 10 万人当た

り平均 12.0 床であるのに対し、我が国の ICU ベッド数は 5.6 床であった。OECD 諸国と同等の ICU ベ

ッド数の整備を仮定すると、日本で必要な ICU病床数は約15,000床となる。しかしながら、各国の ICU

の定義は様々であり、日本でのハイケアユニット相当の重症度のユニットも混在していることを考慮す

る必要があり、我が国の現在の ICU 管理の重症度基準を用いて、平時における必要病床数を算出した。

本提言の作成において、グローバルヘルスコンサルティング・ジャパンの協力の下、全国 3615 病院の

2019 年度 DPC データを用いた解析を行った。人工呼吸器の使用、動脈カテーテルによる観血的血圧測

定、等の高い重症度を示す指標をもとに、ICU 病床での診療が本来は必要であろうと推定される患者は、

急性期一般入院料（看護師７対 1配置）を算定している病床とハイケアユニットにそれぞれ0.3％、10%

に存在すると算出され、約 2000 人が潜在的に ICU にて治療される必要があると推察された。令和 2 年

度病床機能報告では、我が国の ICU 病床（看護師 2 対 1 配置）は約 7000 床であり、併せて 9000 床が

現実に必要であると考えられる。 

医療提供体病床数に対する集中治療科医の割合と患者予後を検討した報告7では、7.5 床に 1 名以上の

集中治療科医の配置が患者予後改善に関連するとされている。従って、9000 床に対し 1200 人の集中治

療科医を常時配置する必要があり、24 時間勤務体制と週 40 時間労働を考慮すると、必要集中治療科医

数は 7200 人(1200×6)となる。しかし、現時点での我が国の集中治療科医（学会認定集中治療専門医）

数は 2,127 人（2021 年 4 月 1 日現在）と 30％程度に過ぎず、パンデミックで感染爆発が欧米並みに発

生した場合、医療逼迫の限界点は極めて低いと言わざるを得ない。 

 日本集中治療医学会による 2020 年集中治療専門医研修認定施設調査では、集中治療専門医研修認定

施設の ICU は 356 施設 4055 床（特定集中治療、救命救急 2, 4 加算を申請している病床の 56%）、708

名の医師が専従として診療に従事していた。このうち集中治療専門医は約 30％であり、他には救急科専

門医と麻酔科専門医があわせて 45%、残り 25%の施設ではこれらの専門医は従事していない。このよう

234



な ICU に専従して高度な集中治療医療を提供する医師の属性を集中治療「科」として明確にすることで、

将来的に集中治療を専門的に提供できることを目指す若手医師にキャリアパスを示すことになり、集中

治療科医を増加させることができよう。また、救急科、麻酔科以外の基本診療科からも集中治療科医を

養成し、加えて、人工呼吸管理を含む一定レベルの重症患者管理を行うことが出来る医師を養成・認定

する認定医制度などを設けることで、平時には基本診療科に従事し、パンデミックなどの爆発的な集中

治療医療の需要増加時には集中治療に従事できる医師を増やすことで、レジリエンスの高い医療体制の

構築ができる。このような、平時よりすそ野の広い集中治療科医を中心とする集中治療医療体制の構築

を行うには、専門医機構によるサブスペシャルティ認定は必要不可欠である。 

 

(2) 看護師の配置と育成 

 ICU で勤務する看護師は一般病棟では使用されない人工呼吸器を始めとする機器に熟練する必要があ

り、ICU 勤務経験の乏しい看護師は有事に際して即戦力となりえない。平成 30 年度病床機能報告から

ICU に勤務する看護師は 2 万 3 千人程度と推測される（全医療機関に勤務する看護師の約 2.5%）。集中

ケア認定看護師、急性・重症患者看護専門看護師はともに日本看護協会が認定している制度であるが、

2020 年の報告では合計 1536 名に過ぎず、集中治療看護における教育や研究といった役割を期待されて

いるため、ICU にて実務にあたる看護師を増やすためには、これらの資格制度とは別の臨床実践能力を

認証する機関や制度が必要である。米国では米国クリティカルケア看護師協会による認定看護師制度が

あり、2021 年度では米国内だけで約 9 万 2 千人が取得している8。日本においても、ICU で標準的な看

護を行うための標準化された能力認証制度は必須であり、新型コロナウイルスパンデミックのような有

事の際には、ICU で標準的な看護を実際に担当できる看護師を集約することが可能となる。平時より一

般病棟の看護師にこのような集中治療に関する知識と経験を得ることが可能な制度を確立し、有事の際

には ICU に配置する戦略が必要である。 

 診療報酬において規定される ICU における看護師の配置基準「患者 2 名に対して看護師 1 名以上」は

40 年以上変更されておらず、医療が急速に高度化・複雑化し、患者の高齢化・重症化が進んだ今般にお

いては、現状にそぐわないものになっている。実際に平成30年度病床機能報告においては、特定集中治

療室管理料を算定する ICU のうち、実に 8 割以上の ICU が 1.5 対 1 以上の手厚い看護師配置を行って

いることが報告されている。また、患者 1.5 名に対して看護師 1 名以上を配置した場合に患者死亡率が

低下するという海外でのエビデンス910もある。平時においても、特定集中治療室管理料の注加算として

手厚い看護師配置を行った場合の評価を新設する等、重症患者に適切な集中治療医療が提供される体制

を構築するための最低限の評価が必要と考える。特に COVID-19 の人工呼吸患者に関しては、感染防御

の観点からも、多くの施設で患者 1 名に対して看護師 2 名での対応がなされており、現在の看護師の配

置基準では新型コロナウイルスパンデミックに多数生じる人工呼吸患者を規定のベッド数まで受け入れ

ることは極めて困難であり、有事においてはさらなる看護師配置の変更を、先に述べた ICU 病床変更と

併せて事前に計画することを提言する。 

 

(3) 臨床工学技士の配置と育成 

生命維持管理装置の操作、管理を担う臨床工学技士は、機器に関する知識や技能のみを有するだけで

は不十分であり、病態生理の理解に基づき臓器連関を意識しながら、集中治療チームの一員として全身
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管理に対応することが必要である。使用電力の確認、医療ガス供給状況、ネットワークや電磁波管理な

どの環境整備においても専門的知識を求められる。 

平成 30 年厚生労働白書によると、病院に従事している臨床工学技士数は常勤換算で 23,741.4 人とな

っている。日本集中治療医学会 CE 検討委員会が行った 2019 年臨床工学技士実態調査によると、100 床

あたりの臨床工学技士数は医療法人 3.6 人に対して、国立大学病院 3.0 人、私立大学本院 2.9 人、自治体

病院 2.7 人、国立病院機構 2.2 人であり、感染症対応や高度急性期医療を担うことを期待されている公

的あるいは大学に所属する医療機関に、臨床工学技士が十分に配置されているとは言い難い。さらに、

ICU における専従の臨床工学技士がいない施設が昼間で約 40%、夜間で 60%存在している。 

 一方、臨床工学技士は集中治療室以外においても血液浄化センターや手術室、血管撮影室などにおい

て、人工呼吸器や血液浄化装置、人工心肺装置を運用しており、平時より集中治療医療に関する教育を

行うことで、有事に際しては集中治療医療提供のための人材となり得る。これらの人材を育成するため、

日本集中治療医学会では日本臨床工学技士会と連携して、集中治療の実践に必要な知識と技能を備えた

臨床工学技士を対象とした認定制度を構築する予定である。集中治療医療に関する技術認定を受けた臨

床工学技士が偏在なく医療機関に配置されるよう、平時における専従の臨床工学技士の配置基準や、そ

れに応じた診療報酬などの制度を構築することが必要である。また、COVID-19 のようなパンデミック

において、ECMO や人工呼吸器など高度な医療機器を用いる集中治療を効率的に提供するには、臨床工

学技士という人材の有効活用を目的とした戦略的な配置を事前に計画しておくことを提言する。 
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６）有事に際して効率的な集中治療を提供し、ALL JAPAN で戦うために 

 新型コロナウイルスパンデミックのような有事においては、個々の医療機関における対応に限界が生

じるのは明らかであり、病院支援、域内搬送、広域搬送といった災害医療における対応と同様の国家規

模の医療体制を確立する必要がある。 

（1）広域集中治療搬送 

 広域集中治療搬送システム（Mobile ICU）は、有事に際して全国の集中治療室を動員することで、限

りある人的・物的医療資源の効率的な運用を可能とする。新型コロナウイルスパンデミックでは、

COVID-19 患者が数多く発生し病床使用率が逼迫した地域とそうでない地域が存在し、前者においては

COVID-19 患者だけでなく非 COVID-19 患者に対する医療供給体制も逼迫した11。地域の医療崩壊を防

ぐには、医療を提供する人員の補充および患者を診療する病床の拡大という戦略に加えて、切迫する医

療環境にある地域から患者を「出す」という選択肢が考えられる。フランスにおける新型コロナウイル

ス第一波においては、広域搬送された重症患者の死亡率は有意に低かったことが報告されている12。こ

のような状況において、「集中治療」を要する患者を「集中治療科医」が「集中治療」を継続しながら

搬送する、広域集中治療搬送システム（Mobile ICU）は極めて有用である。今回の新型コロナウイルス

パンデミックにおいては、ECMO カーという ECMO 搬送可能な車両を用いて、ECMO を装着した

COVID-19 重症患者を都道府県を越えて搬送したという事例が複数報告され治療成績も良好であった。

しかしながら、ECMO カーの配備状況は我が国全体で数台のみという状況である。今後は集中治療を要

する重症患者の搬送に際しては、ECMO カーだけでなく自衛隊機等の搬送車両や輸送機等も視野に入れ、

我が国の患者搬送能力の向上を目指す必要ある。これらは、震災などの災害時にはむしろ搬送対象とな

らない病態であり、病態の理解と高度な医療機器の管理知識・技術を持ち合わせ、集中治療を継続しな

がら安全に搬送することを目的とした新たな指針が必要である。これに向け、日本集中治療医学会では、

「集中治療を要する重要患者の広域搬送（Mobile ICU）ガイドライン」の作成に着手している。さらに

重要なことは、平時よりこのような重症患者を搬送する能力を有する人員を全国レベルで数多く育成す

ることである。また、広域搬送の障害となり得る行政上の障壁（消防による都道府県を越えての搬送調

整が煩雑等）の解消、診療報酬上の評価を加えることも必要である。 

 

（２）遠隔 ICU による診療支援 

 遠隔 ICU とは、多数の ICU 患者を遠隔システムにより一括監視することで、遠隔地にいる集中治療

科医が現場医療者に対して効率よく診療支援を行う病院支援のための遠隔診療システムである。リアル

タイムモニタリングであることから、遠隔地からの早期治療介入ができ、複数施設で運用することで医

療の質が標準化され、患者予後の改善（ICU 在室日数、人工呼吸器日数、ICU 再入室等の削減）に繋が

ることが期待できる。また、遠隔 ICU ではビッグデータ活用が大きな長所であり、多数の ICU 患者の

臨床データを抽出、重症度スコアリングを行い、遠隔 ICU の支援センターにおいて一元的・定量的に把

握できる。各患者の ICU 管理の必要性が可視化され、客観的データに基づいたトリアージ、効率的な病

床管理が可能となり、ICU 病床の急激な需要増大にも即効性のある対応が出来る。さらに、労務効率の

向上、タスクシェア・タスクシフトは医師の働き方改革にも繋がる点で有用である。従って、有事に際

して効率的な集中治療を提供するためには遠隔 ICU は必要不可欠であり、平時より遠隔 ICU のシステ

ムを普及させる必要があり、診療報酬をはじめとした医療制度によるサポートを行うことを提言する。 
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（３）日本集中治療医学会によるコンサルテーション窓口の設置 

 日本集中治療医学会では集中治療医療が必要な重症患者に対する診療支援および搬送調整等事業とし

て、学会によるコンサルテーション窓口 Intensive Care Support sYStem [ICYS,アイシス]を構築する予

定である。新型コロナウイルス感染症や ECMO に限定せず、個々の症例相談や集中治療医療に関する

一般的な質問などに対応し、少人数から大規模にわたる専門家派遣、先に述べた重症患者の広域搬送調

整も行う。今回の新型コロナウイルスパンデミックで見られたような、急激に生じる集中治療医療の資

源不足に対して、日本集中治療医学会の専門チームが、ICT 情報共有ツールを用いて迅速・柔軟・効率

的に対応する。 

 

７）今後の展望 

 新型コロナウイルスパンデミックは「100 年に 1 回の運の悪い事態」ではなく、長期的な観点からも

今後の有事に迅速に対応できる医療体制の構築を目指す必要がある。我が国独自の医療構造の改革を図

り、国の危機管理としての強靭な集中治療医療提供体制を確立することは国家戦略として重要である。

その為には、厚生労働省に「集中治療対策室」を独立した部門として設置することを提言する。 

 日本集中治療医学会は、一般社団法人として活動する学術団体であり、日本の医療体制を支える事業

を行う際の財源を得るには、行政との連携に加えて民間との協力が必要である。日本集中治療医学会と

独立した組織である日本集中治療推進財団（仮称）を設立し、我が国の集中治療に関する公益性の高い

事業を展開する必要があると考える。 
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日医発第 292 号（地 180） 

令 和 ３ 年 ７ 月 ９ 日 

都道府県医師会長  殿 

公益社団法人日本医師会長     

中 川 俊 男（公印省略） 

 

人口 100 万人以上の構想区域における公立･公的医療機関等の 

具体的対応方針の再検証等について 

 

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

今般、厚生労働省医政局長より各都道府県知事に対し、「人口 100 万人以上の構

想区域における公立･公的医療機関等の具体的対応方針の再検証等について」が発

出されるとともに、本会に対しても了知方依頼がありました。 

本件は、令和２年１月２０日付け日医発第 1022 号（地 384）にて貴会宛にお送り

した通知「公立･公的医療機関等の具体的対応方針の再検証等について」のうち、

人口 100 万人以上の構想区域に関しては、追って整理するとしたことについて、

「第 31 回地域医療構想に関するワーキンググループ」（本会より猪口雄二副会長が

構成員として参画、令和３年２月１２日開催。）の議論等を踏まえ整理を行ったこ

とについて周知を依頼するものです。 

具体的には、人口 100 万人以上の構想区域は人口密度が相当程度高く、医療機関

の分布が密集傾向であり、2040 年まで人口が増加する区域も３分の１程度見込まれ

ること等により、「診療実績が特に少ない」の要件に９領域全てが該当している医

療機関は引き続き具体的対応方針の再検証を進めることとする一方で、「類似かつ

近接」の要件に６領域全て該当している場合でも具体的対応方針の再検証の要請は

行わないこととされております。なお、領域の一部で「診療実績が特に少ない」又

は「類似かつ近接」の要件に該当した公立･公的医療機関等については、地域医療

構想調整会議での具体的対応方針の妥当性について改めて確認するなどして引き続

き議論を進めることとされておりますことにご留意頂きたく存じます。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知頂くとともに、貴会管

下郡市区医師会や関係医療機関等への周知方につき、ご高配のほどお願い申し上げ

ます。 
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医政発 0701 第 27 号 

令 和 ３ 年 ７ 月 １ 日 

 

 

各都道府県知事 殿 

 

厚生労働省医政局長    

（公 印 省 略）    

 

 

人口 100 万人以上の構想区域における公立・公的医療機関等の 

具体的対応方針の再検証等について 

 

公立・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証等については、地域医療構想（医療法

（昭和 23 年法律第 205 号）第 30 条の４第２項第７号に規定する地域医療構想をいう。以

下同じ。）の実現に向け、地域医療構想調整会議における地域の現状や将来像を踏まえた

議論を活性化させることを目的に、厚生労働省において公立・公的医療機関等の高度急性

期・急性期機能に着目した診療実績データの分析を行った上で、「公立・公的医療機関等

の具体的対応方針の再検証等について」（令和２年１月 17 日付け医政発 0117 第４号厚生

労働省医政局長通知。以下「要請通知」という。）により、当該分析結果を踏まえた公

立・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証等について要請したところである。 

要請通知においては、「人口 100 万人以上の構想区域の公立・公的医療機関等について

も、「類似かつ近接」に係る具体的対応方針の再検証等に必要な検討を追って整理するこ

ととしていること」としていたが、第 31 回地域医療構想に関するワーキンググループ

（令和３年２月 12 日開催）における議論等を踏まえ、今般、人口 100 万人以上の構想区

域の取扱いについて下記のとおり整理したので、貴職におかれては、これらの整理につい

て御了知いただいた上で、地域医療構想の実現に向けた取組を進めるとともに、本通知の

趣旨を貴管内市区町村、関係団体及び関係機関等へ周知いただくようお願いする。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項の規定に基

づく技術的助言であることを申し添える。 

 

記 

 

１．これまでの経緯 

公立・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証に関しては、要請通知１．（１）及び

（２）に示すとおり、一定の診療領域を設定し、各公立・公的医療機関等について領域ご

とに以下の要件に該当するか判定することで、当該医療機関でなければ担うことができな

い機能に重点化が図られているかについて分析を行った。 

① 診療実績が特に少ない（診療実績が無い場合も含む。） 

② 類似かつ近接（構想区域内に、一定数以上の診療実績を有する医療機関が２つ以上

あり、かつお互いの所在地が近接している（診療実績が無い場合も含む。）。） 

その結果、「診療実績が特に少ない」の要件に９領域全て該当している、又は「類似か

つ近接」の要件に全て（人口 100 万人以上の構想区域を除く。）該当している公立・公的

医療機関等に対し、具体的対応方針について再検証するよう要請することとしたところだ

が、人口 100 万人以上の構想区域については、具体的対応方針の再検証等に必要な検討を

追って整理することとしていたところ。 
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２．人口 100 万人以上の構想区域の取扱い 

（１）地域医療構想に関するワーキンググループにおける議論 

人口 100 万人以上の構想区域では、 

・ 当該構想区域が、その他の構想区域に比べ、人口密度が相当程度高く、医療機関の

分布も密集している傾向があること 

・ 当該構想区域のうち、2025 年まで人口が増加する区域が半数を超え、2040 年まで

人口が増加する区域も３分の１程度あることが見込まれること 

といった特性がみられ、「類似かつ近接」に係る分析により具体的対応方針の再検証を求

めるよりも、むしろ、まずは、各公立・公的医療機関等において、自らの診療実績や周辺

医療機関の診療実績、医療需要の推移など地域の実情に関する各種データを踏まえつつ、

自らが担うべき役割・医療機能など各々の具体的対応方針の妥当性について確認するなど

し、地域医療構想調整会議等で改めて議論するよう求めることが望ましいとされた。 

 

（２）地域医療構想に関するワーキンググループの議論を踏まえた取扱いの整理 

（１）を踏まえ、人口 100 万人以上の構想区域については、 

① 「『診療実績が特に少ない』の要件に９領域全て該当している公立・公的医療機関

等」との基準に合致した医療機関（再検証対象医療機関）については、要請通知に沿

って、引き続き具体的対応方針の再検証を進めることとする。 

② 「『類似かつ近接』の要件に６領域全て該当している公立・公的医療機関等」との

基準を用いた要請は行わないこととする。 

その上で、①以外の公立・公的医療機関等については、要請通知１．の「（４）一部の

領域において「診療実績が特に少ない」又は「類似かつ近接」の要件に該当した公立・公

的医療機関等への対応」に準じて対応すること。 

 

（３）その他 

 公立・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証等、地域医療構想の実現に向けた今後

の工程に関しては、新型コロナウイルス感染症への対応状況に配慮しつつ、各地域におい

て地域医療構想調整会議を主催する都道府県等とも協議を行いながら、厚生労働省におい

て改めて整理の上、お示しすることとしている。 

 

 

 

 

 

 

 【担当者】 

厚生労働省医政局地域医療計画課 

 医師確保等地域医療対策室 計画係 

03－5253－1111（内線 2661,2663） 

E-mail iryo-keikaku@mhlw.go.jp 
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第８次医療計画の策定に向けた検討について

第 １ 回 第 ８ 次 医 療 計 画
等 に 関 す る 検 討 会

令 和 ３ 年 ６ 月 1 8 日

資料

2

244



目次

１．第79回 社会保障審議会医療部会（6/3） 概要 ･･･P.３

２．医療計画の概要 ･･･P.13

３．検討体制及び今後の進め方 ･･･P.20

４．参考資料 ･･･P.24

245



１．第79回 社会保障審議会医療部会（6/3） 概要
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「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を
推進するための医療法等の一部を改正する法律」の成立

について

令和３年６月３日 第79回社会保障審議会医療部会 資料１

247



良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等
の一部を改正する法律の概要改正の趣旨

改正の概要

＜Ⅰ．医師の働き方改革＞

長時間労働の医師の労働時間短縮及び健康確保のための措置の整備等 （医療法） 【令和６年４月１日に向け段階的に施行】

医師に対する時間外労働の上限規制の適用開始（令和６年４月１日）に向け、次の措置を講じる。

・ 勤務する医師が長時間労働となる医療機関における医師労働時間短縮計画の作成

・ 地域医療の確保や集中的な研修実施の観点から、やむを得ず高い上限時間を適用する医療機関を都道府県知事が指定する制度の創設

・ 当該医療機関における健康確保措置（面接指導、連続勤務時間制限、勤務間インターバル規制等）の実施 等

＜Ⅱ．各医療関係職種の専門性の活用＞

１．医療関係職種の業務範囲の見直し （診療放射線技師法、臨床検査技師等に関する法律、臨床工学技士法、救急救命士法） 【令和３年10月１日施行】

タスクシフト/シェアを推進し、医師の負担を軽減しつつ、医療関係職種がより専門性を活かせるよう、各職種の業務範囲の拡大等を行う。

２．医師養成課程の見直し （医師法、歯科医師法） 【①は令和７年４月１日／②は令和５年４月１日施行等】 ※歯科医師も同様の措置

①共用試験合格を医師国家試験の受験資格要件とし、②同試験に合格した医学生が臨床実習として医業を行うことができる旨を明確化。

＜Ⅲ．地域の実情に応じた医療提供体制の確保＞

１．新興感染症等の感染拡大時における医療提供体制の確保に関する事項の医療計画への位置付け （医療法）【令和６年４月１日施行】

医療計画の記載事項に新興感染症等への対応に関する事項を追加する。

２．地域医療構想の実現に向けた医療機関の取組の支援（地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律）【公布日施行】

令和２年度に創設した「病床機能再編支援事業」を地域医療介護総合確保基金に位置付け、当該事業については国が全額を負担する

こととするほか、再編を行う医療機関に対する税制優遇措置を講じる。

３．外来医療の機能の明確化・連携 （医療法） 【令和４年４月１日施行】

医療機関に対し、医療資源を重点的に活用する外来等について報告を求める外来機能報告制度の創設等を行う。

＜Ⅳ．その他＞ 持ち分の定めのない医療法人への移行計画認定制度の延長 【公布日施行】

良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進する観点から、医師の働き方改革、各医療関係職種の専門性の活用、地域

の実情に応じた医療提供体制の確保を進めるため、長時間労働の医師に対し医療機関が講ずべき健康確保措置等の整備や地域医療構

想の実現に向けた医療機関の取組に対する支援の強化等の措置を講ずる。

令和3年6月3日
医療部会資料
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令和３年２月２日 法案閣議決定

良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進する
ための医療法等の一部を改正する法律の成立まで

（衆議院本会議）
令和３年３月18日 提案理由説明

（衆議院厚生労働委員会）
令和３年３月19日 提案理由説明
令和３年３月24日 法案審査（３時間）

参考人の意見陳述 ・ 今村 聡 氏（公益社団法人日本医師会副会長）
・ 井関 友伸 氏（城西大学経営学部教授）
・ 遠藤 久夫 氏（学習院大学経済学部教授）
・ 本田 宏 氏（NPO法人医療制度研究会副理事長）
・ 加納 繁照 氏（一般社団法人日本医療法人協会会長）

令和３年４月２日 法案審査（６時間）
令和３年４月７日 法案審査（７時間）、可決

（衆議院本会議）
令和３年４月８日 可決

（参議院本会議）
令和３年４月16日 趣旨説明

（参議院厚生労働委員会）
令和３年４月22日 趣旨説明、法案審査（５時間）
令和３年４月27日 参考人の意見陳述 ・ 上家 和子 氏（医師、元大阪府健康医療部長）

・ 猪口 雄二 氏（公益社団法人全日本病院協会会長、公益社団法人日本医師会副会長）
・ 福井 淳 氏（全日本自治団体労働組合衛生医療局長）
・ 中原 のり子 氏（全国過労死を考える家族の会会員、医師の働き方を考える会共同代表）
・ 山本 修一 氏（独立行政法人地域医療機能推進機構理事、一般社団法人全国医学部長病

院長会議臨床系教員の働き方改革ＷＧ座長）
令和３年５月11日 法案審査（３時間30分）
令和３年５月13日 法案審査（２時間50分）
令和３年５月20日 法案審査（１時間20分）、可決

（参議院本会議）
令和３年５月21日 可決

衆議院

参議院

令和３年５月28日 公布

令和3年6月3日
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○ 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律（令
和３年法律第49号。以下「医療法等改正法」という。）については、令和３年５月21日に成立したところである。

○ 今後、医療法等改正法の着実な施行に向けた準備を進めて行く必要があり、各検討会等（医師の働き方改革
の推進に関する検討会、第８次医療計画に関する検討の場等）において、各改正項目の施行に向けた具体的な
検討を行っていく。

（施行に向けて検討する改正項目）

・医師の働き方改革
追加的健康確保措置の詳細や医療機関勤務環境評価センターの運営に関する事項等の厚生労働省令で規定する内容等

について検討 →医師の働き方改革の推進に関する検討会において検討

・医療関係職種の業務範囲の見直し
救急外来で業務を行う救急救命士の院内研修の実施方法等について検討

→救急・災害医療提供体制等の在り方に関する検討会において検討

・新興感染症等の感染拡大時における医療提供体制の確保に関する事項の医療計画への位置付け
第８次医療計画に向けた基本方針等の改正に関する検討を進める中で、具体的な記載項目等について検討

→第８次医療計画に関する検討の場を設けて検討

・外来医療の機能の明確化・連携
医療資源を重点的に活用する外来、外来機能報告、地域における協議の場、医療資源を重点的に活用する外来を地域で

基幹的に担う医療機関等について検討 →第８次医療計画に関する検討の場の下に、ワーキンググループを設けて検討

良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための
医療法等の一部を改正する法律の施行に向けて

※「医師養成課程等の見直し」については、医道審議会において、施行に向けた検討を実施
※「地域医療構想の実現に向けた医療機関の取組の支援」に関しては、公布日施行となっており、同日付けで、都道府県を通じ、取扱い等について周知済み

令和3年6月3日
医療部会資料
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施行日 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度

主な改正内容

長時間労働の医師の労働時間短縮及
び健康確保のための措置の整備等

R6.4.1に向
け段階的に
施行

医療関係職種の業務範囲の見直し R3.10.1施行

医師養成課程等の見直し

※歯科は医科のそれぞれ１年後に施行

R5.4.1施行

※受験資格の
見直しは
R7.4.1施行

新興感染症等の感染拡大時における
医療提供体制の確保に関する事項の
医療計画への位置付け

R6.4.1施行

地域医療構想の実現に向けた医療機
関の取組の支援

公布日施行

外来医療の機能の明確化・連携 R4.4.1施行

持ち分の定めのない医療法人への移
行計画認定制度の延長

公布日施行

主な改正内容に関する施行スケジュール

公布

施行に向け
た検討

外来機能報告等の実施 （施行状況等を踏まえ、改善検討）

外来医療計画ガイ
ドライン見直し検討

外来医療計画
見直しの検討

８次医療計画（外来医療計画を含む）に基づく外来機能の明確化・連携の推進

支援の実施

基本方針等の改正 第８次
医療計画
策定作業

第８次
医療計画
（上半期）

※登録免許税の優遇措置は
令和４年度まで

※新興感染症等対応を含む
５疾病６事業・在宅医療
等について検討

第８次
医療計画
（下半期）

医師法に基づく共用試験の実施
（合格者は臨床実習において医業を実施）

労働時間短縮計画の案の作成

医療機関勤務環境評価セン
ターによる第三者評価

都道府県による特例水準
対象医療機関の指定

労働時間短縮計画に基づく取組み
特例水準適用者への追加的健康確保措置
定期的な労働時間短縮計画の見直し、評価受審

医師国家試験の受験資格において
共用試験合格を要件化

タスクシフト／シェアの推進

共用試験の内容等の検討

制度の運用、令和５年10月
以降の制度の検討

審査組織による
C-2水準の個別審査

施行

令和3年6月3日
医療部会資料
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良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための
医療法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

令和３年４月７日 衆議院厚生労働委員会

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、医療機関に勤務する医師に対する時間外労働の上限規制の適用に当たっては、大学病院等が地域の医療機関から医師を引き揚げること
などにより、地域の医療提供体制に影響を及ぼすことがないよう、特定労務管理対象機関の指定制度の趣旨を周知徹底するとともに、地
域の医療提供体制の確保のために必要な支援を行うこと。

二、医師の夜間勤務、特に、第二次救急医療機関や急性期病院における夜間勤務については、通常の勤務時間と同態様の業務を行う場合に
は時間外労働として扱うなど、労働時間の適切な管理が必要な旨を周知徹底するとともに、交代制勤務を導入する等により、夜間勤務の
負担軽減を図る医療機関に対し、必要な支援を行うこと。

三、医師の労働時間短縮を着実に進めるために、現行制度下におけるタスクシフトやタスクシェアの普及を推進するとともに、全ての医療
専門職それぞれが、自らの能力を活かし、より能動的に対応できるよう、更なるタスクシフトやタスクシェアについて必要な検討を行う
こと。

四、医師の労働時間短縮に向けた医療機関内のマネジメント改革を進めるため、医療機関の管理者、中間管理職の医師等に対し、労働法制
に関する研修・教育を推進すること。

五、医療機関における医師の時間外労働・休日労働に対する割増賃金の支払状況や、健康確保措置の実施状況などの実態を踏まえ、医療機
関が労働法制を遵守しつつ、医師、看護師等の医療従事者確保のために、診療報酬における対応も含め、医療機関への財政支援措置を講
ずること。

六、医学部教育と臨床研修を切れ目なくつなぐ観点から、医学部における共用試験の公的化を踏まえ、診療参加型臨床実習に即した技能習
得状況を確認するための試験の公的化を含め、医師国家試験の在り方を速やかに検討すること。

七、出産・育児期の女性医師をはじめとする子育て世代の医療従事者が、仕事と、出産・子育てを両立できる働きやすい環境を整備すると
ともに、就業の継続や復職に向けた支援策等の充実を図ること。

八、地域医療構想については、各地域において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により生じた医療提供体制に係る課題を十分に踏ま
え、地域包括ケアの観点も含めた地域における病床の機能の分化及び連携の推進の在り方について検討し、その結果を踏まえつつ、必要
な取組を進めること。また、検討に当たっては、地域の様々な設置主体の医療機関の参画を促すこと。

九、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により生じた医療提供体制に係る課題を十分に踏まえ、地域の医療提供施設相互間の機能の分担
及び業務の連携、医師の地域間及び診療科間の偏在の是正等に係る調整の在り方その他地域における良質かつ適切な医療を提供する体制
の確保に関し必要な事項について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。

十、新型コロナウイルス感染症患者の受入れ等に伴い医療機関が厳しい経営状況に置かれていることに鑑み、医療機関の経営状況について
速やかに把握し、その状況等を踏まえ、医療機関に対し財政上の支援等必要な措置を講ずること。また、国民の生命及び健康に重大な影
響を与えるおそれがある感染症がまん延した場合等において医療提供体制の確保を図るため、医療機関及び医療関係者に対する支援その
他の必要な措置の在り方を検討すること。

令和3年6月3日
医療部会資料
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良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための
医療法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

令和３年５月20日 参議院厚生労働委員会➀

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、医療機関に勤務する医師に対する時間外労働の上限規制の適用に当たっては、大学病院等が地域の医療機関から医師を引き揚げることなどにより、

地域の医療提供体制に影響を及ぼすことがないよう、特定労務管理対象機関の指定制度の趣旨を周知徹底するとともに、地域の医療提供体制の確保
のために必要な支援を行うこと。

二、医療機関勤務環境評価センターの指定に当たっては、当該指定を受けようとする一般社団法人又は一般財団法人が、労働時間短縮計画案の策定に
当たって、現場の医師等の意見聴取が適切に行われたかどうかを確認し、医療機関における医師の長時間労働の実態及び労働時間短縮の取組状況を
客観的に分析・評価する体制が整備されているとともに、労務に関する知見等に基づき評価可能な体制を有している法人を指定すること。また、同
センターと都道府県の医療勤務環境改善支援センターとの役割分担を明確にし、両センターが連携して機能を果たせるよう取組を進めること。

三、労働時間短縮計画の案については、対象となる医師の時間外労働の上限規制及び当該労働時間短縮計画の案の内容について十分な説明が行われ、
対象となる医師からの意見聴取等により、十分な納得を得た上で作成されるべきであることを指針で明確にし、その周知徹底を図ること。

四、地域医療確保暫定特例水準の指定を受けた医療機関において労使が締結する三六協定で定める時間外・休日労働時間数については、当該医療機関
における地域医療確保暫定特例水準の対象業務に必要とされる時間数であることを合理的に説明できる必要があるとともに、当該医療機関の労働時
間短縮の取組の実績に応じて協定時間数を見直すべきことを指針において明確にすること。

五、令和十七年度末を目標とする地域医療確保暫定特例水準の解消に向けた時間外・休日労働時間の短縮を着実かつ計画的に進めるため、関係自治体
及び医療機関に必要かつ十分な支援を行うとともに、定期的に各医療機関における医師の労働時間の短縮の実態調査を行い、課題を明らかにした上
で、当該水準における時間外労働の上限の段階的見直しを検討すること。また、集中的技能向上水準については、医師の労働時間の短縮の実態を踏
まえつつ、その将来的な縮減に向けた検討に着手すること。

六、長時間労働となる医師に対する面接指導の実施においては、医療機関の管理者及び面接指導対象医師が、第三条による改正後の医療法附則第百八
条が求める義務に誠実に従うよう都道府県による指導の徹底を確保すること。加えて、労働時間の記録・申告が適切かつ確実に行われるよう、必要
かつ十分な支援を提供すること。また、面接指導実施医師が「措置不要・通常勤務」以外の判定・報告を行った場合には、医療機関の管理者はその
判定・報告を最大限尊重し、面接指導対象医師の健康確保のため適切な対応を行うべきであることを指針等で明確にし、都道府県による指導の徹底
を確保すること。

七、医療機関の管理者が良質な医療を提供する観点から必要と認めるときは、当該医療機関に勤務する医師のうち、時間外・休日労働の上限が九百六
十時間以下の水準が適用されるものについての労働時間短縮計画も自主的に作成し、同計画に基づいて取組を進めることが望ましい旨を指針におい
て明確にし、その周知徹底を図るとともに、更なる労働時間の短縮に向け継続的に支援を行うこと。

八、医師の夜間勤務、特に、第二次救急医療機関や急性期病院における夜間勤務については、通常の勤務時間と同態様の業務を行う場合には時間外労
働として扱うなど、労働時間の適切な管理が必要な旨を周知徹底するとともに、交代制勤務を導入する等により、夜間勤務の負担軽減を図る医療機
関に対し、必要な支援を行うこと。

九、医師の労働時間短縮を着実に進めるために、現行制度下におけるタスクシフトやタスクシェアの普及を推進するとともに、全ての医療専門職それ
ぞれが、自らの能力を活かし、より能動的に対応できるよう、更なるタスクシフトやタスクシェアについて、諸外国の例を研究しつつ必要な検討を
行うこと。その際、各医療専門職の労働時間への影響に十分留意すること。

令和3年6月3日
医療部会資料
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良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための
医療法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

令和３年５月20日 参議院厚生労働委員会➁

十、医師の労働時間短縮に向けた医療機関内のマネジメント改革を進めるため、医療機関の管理者、中間管理職の医師等に対し、労働法制に関する研
修・教育を推進すること。また、医療機関において管理職の地位にある勤務医が、労働基準法上の管理監督者には該当しないにもかかわらず、労働
時間規制が適用除外されるものと取り扱われることがないよう周知・啓発を行うこと。

十一、医療機関における医師の時間外労働・休日労働に対する割増賃金の支払状況や、健康確保措置の実施状況などの実態を踏まえ、医療機関が労働
法制を遵守しつつ、医師、看護師等の医療従事者を確保できるよう、診療報酬における対応も含め、医療機関への財政支援措置を講ずること。

十二、診療以外の研究、教育においても重要な役割を担う大学病院において労働時間短縮の取組を着実に進めるため、大学病院における医師の働き方
の諸課題について文部科学省と厚生労働省が連携して速やかに検討を開始するとともに、その検討結果に基づいて財政上の措置を含めた必要な支援
を行うこと。

十三、在宅医療や看取りなど地域包括ケアを進める上で重要な役割を担う診療所の医師の働き方改革についても検討を加え、その結果に基づいて必要
な支援を行うこと。

十四、医学部教育と臨床研修を切れ目なくつなぐ観点から、医学部における共用試験の公的化を踏まえ、診療参加型臨床実習に即した技能習得状況を
確認するための試験の公的化を含め、医師国家試験の在り方を速やかに検討すること。

十五、医療機関における育児休業制度の規定状況、利用状況等について調査を実施し、臨床研修以降の研さん期間中の医師が育児休業を取得しやすく
なるような方策の検討を含め、出産・育児期の女性医師を始めとする子育て世代の医療従事者が、仕事と出産・子育てを両立できる働きやすい環境
を整備するとともに、就業の継続や復職に向けた支援策等の充実を図ること。

十六、外来機能の明確化･連携に当たっては、診療科ごとの外来医療の分析、紹介・逆紹介の状況の分析等をできる限り行うとともに、紹介を基本とす
る医療機関からの逆紹介の促進を図ること。また、かかりつけ医機能を発揮している事例等を調査･研究し、その好事例の横展開を図るとともに、国
民･患者がかかりつけ医機能を担う医療機関等を探しやすくするための医療情報の提供内容等の在り方について検討すること。

十七、地域医療構想については、各地域において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により生じた医療提供体制に係る課題を十分に踏まえ、地域
包括ケアの観点も含めた地域における病床の機能の分化及び連携の推進の在り方について検討し、その結果を踏まえつつ、必要な取組を進めること。
また、検討に当たっては、地域の様々な設置主体の医療機関の参画を促すこと。

十八、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により生じた医療提供体制に係る課題を十分に踏まえ、地域の医療提供施設相互間の機能の分担及び業務
の連携、医師の地域間及び診療科間の偏在の是正等に係る調整の在り方その他地域における良質かつ適切な医療を提供する体制の確保に関し必要な
事項について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。

十九、都道府県における適切な医療提供体制の確保を図る観点から、第八次医療計画における五疾病・六事業については、ロジックモデル等のツール
を活用した実効性ある施策の策定など、医療提供体制の政策立案から評価、見直しに至るＰＤＣＡサイクルの実効性の確保に努めること。

二十、新型コロナウイルス感染症患者の受入れ等に伴い医療機関が厳しい経営状況に置かれていることに鑑み、医療機関の経営状況について速やかに
把握し、その状況等を踏まえ、医療機関に対し財政上の支援等必要な措置を講ずること。また、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれが
ある感染症がまん延した場合等において医療提供体制の確保を図るため、医療機関及び医療関係者に対する支援その他の必要な措置の在り方を検討
すること。

二十一、将来に向けて、質の高い地域医療提供体制を守るため、医師の働き方改革や医師の偏在対策、地域医療構想、外来医療の機能の明確化・連携
などを丁寧かつ着実に進めることが重要であり、それらを医療機関に寄り添って進める都道府県の業務体制の強化を推進すること。

右決議する。

令和3年6月3日
医療部会資料
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医療部会における主な意見

【医療計画】
・感染症の蔓延時は、一時的に病床を感染症対応に切り替えて対応。平時の医療をどうするのかといった根本的な議論が必要。
・医療計画は都道府県行政。感染症法に基づく予防計画は保健所を重視しており、政令指定都市等も全面的に出てくる。特に、感
染拡大期における都道府県と政令指定都市等との権限の調整・一元化について、きちんと議論すべき。

・感染症以外の医療と新興感染症等に対する医療の提供を、どのような割合でどのように地域で行っていくかということを合意形
成しながら計画を立てていくということは容易ではなく、限られた医療資源をどのように配分するのかという大変厳しい現実に
直面。各都道府県において、現状の方針を明確に示し、現状を明らかにしていくことが重要。

・今般のコロナ対応で、各病院がどのような機能を果たしていたのかについて検証を急ぐ必要。
・今般のコロナ対応で、公も民も一緒になって、地域の中小病院を含めて対応してきた状況を検証の上、議論していただきたい。

【地域医療構想】
・附帯決議のとおり、地域医療構想について、様々な設置主体の医療機関の参画を促す方向で、しっかりとした検討が必要。

【医師偏在対策】
・働き方改革、地域医療構想、外来機能のいずれの取組も、医療人材の不足・偏在の解決が基本になければならない。

【外来医療の機能の明確化・連携】
・NDBデータで、地域ごとの病院や診療所の外来の状況は大体見えており、地域の状況に合わせた外来の在り方の類型化を行う必
要。NDB、外来機能報告、病床機能報告データ等を活用し、それぞれの地域の外来の状況の記述を行う必要。

・外来機能を検討する際には、外来における看護の機能についても、データに基づき検討する必要。
・外来機能の明確化・連携について、医療を受ける側の意識も変えることが必要で、そのためのアプローチも重要。かかりつけ医
が患者に魅力的なものになるとよいが、かかりつけ医機能の好事例の収集は、患者にも、医療機関にも参考になるのではないか。

・外来医療、入院医療を一体として大きな図の議論が必要。病院機能、かかりつけ医機能、紹介機能について、基本的な議論を行
う必要。かかりつけ医機能を議論する場合、外来医療と在宅医療を含めて、議論する必要。

・外来機能の明確化・連携について、地域の患者の流れを明確にするため、かかりつけ医機能を明確にする必要。医療資源を重点
的に活用する外来の機能と、かかりつけ医機能をセットで検討する必要。外来では診療所の状況が重要であり、かかりつけ医機能
の議論も一緒にする必要。今般のコロナ対応で、かかりつけ医に対する国民の関心が高まっている。

・かかりつけ医について、人によってイメージが違うことが問題。かかりつけ医とはこのようなものという整理が必要。
・外来医療に関して、休日・夜間の病院救急外来のいわゆるコンビニ受診が働き方改革の阻害要因であり、救急医療体制における
かかりつけ医機能の不足への対応や医療を受ける方の理解が必要。
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２．医療計画の概要
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○ 外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項

○ 都道府県が、国の定める基本方針に即し、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るために策定するもの。

○ 医療資源の地域的偏在の是正と医療施設の連携を推進するため、昭和60年の医療法改正により導入され、都道府県の二次医療圏ごとの病床数
の設定、病院の整備目標、医療従事者の確保等を記載。平成18年の医療法改正により、疾病・事業ごとの医療連携体制について記載されることと
なり、平成26年の医療法改正により「地域医療構想」が記載されることとなった。その後、平成30年の医療法改正により、「医師確保計画」及び「外
来医療計画」が位置付けられることとなった。

医療計画について

・ 2025年の、高度急性期、急性期、回復期、慢性期の４機能ごとの医
療需要と将来の病床数の必要量、在宅医療等の医療需要を推計。

○ 地域医療構想

記載事項（主なもの）

※ ５疾病･･･５つの疾病（がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管
疾患、糖尿病、精神疾患）。

５事業(＊）･･･５つの事業（救急医療、災害時における医療、
へき地の医療、周産期医療、小児医療（小児救急
医療を含む。））。

(＊）令和６年度からは、「新興感染症等の感染拡大時における医療」を追加し、６事業。

○ ５疾病・５事業（※）及び在宅医療に関する事項

・ 疾病又は事業ごとの医療資源・医療連携等に関する現状を把握し、
課題の抽出、数値目標の設定、医療連携体制の構築のための具体
的な施策等の策定を行い、その進捗状況等を評価し、見直しを行う
（PDCAサイクルの推進）。

○ 医師の確保に関する事項

・ 三次・二次医療圏ごとに医師確保の方針、目標医師数、具体的な
施策等を定めた「医師確保計画」の策定（３年ごとに計画を見直し）

・ 産科、小児科については、政策医療の観点からも必要性が高く、診
療科と診療行為の対応も明らかにしやすいことから、個別に策定

○ 医療圏の設定、基準病床数の算定

・ 国の指針において、一定の人口規模及び一定の患者流入/流出割
合に基づく、二次医療圏の設定の考え方を明示し、見直しを促進。

・ 病院の病床及び診療所の病床の整備を図るべき地域的単位と
して区分。

計画期間

○ ６年間 （現行の第７次医療計画の期間は2018年度～2023年度。中間年で必要な見直しを実施。）

５２医療圏（令和２年４月現在）

※都道府県ごとに１つ（北海道のみ６
医療圏）

【医療圏設定の考え方】
特殊な医療を提供する単位として設
定。 ただし、都道府県の区域が著しく
広いことその他特別な事情があるとき
は、当該都道府県の区域内に二以上
の区域を設定し、また、都道府県の境
界周辺の地域における医療の需給の
実情に応じ、二以上の都道府県にわた
る区域を設定することができる。

三次医療圏

【医療圏設定の考え方】
一般の入院に係る医療を提供することが相
当である単位として設定。その際、以下の社会
的条件を考慮。

・地理的条件等の自然的条件
・日常生活の需要の充足状況
・交通事情 等

３３５医療圏（令和２年４月現在）

二次医療圏

・ 外来医療機能に関する情報の可視化、協議の場の設置、医療機器
の共同利用等を定めた「外来医療計画」の策定
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○疾病・事業ごとの医療体制（＊）

・ がん
・ 脳卒中
・ 心筋梗塞等の心血管疾患
・ 糖尿病
・ 精神疾患
・ 救急医療
・ 災害時における医療
・ へき地の医療
・ 周産期医療
・ 小児医療(小児救急含む)
・ 在宅医療
・ その他特に必要と認める医療

○地域医療構想（※）

○地域医療構想を達成する施策

○病床機能の情報提供の推進

○外来医療の提供体制の確保(外来医療計画)（※）

○医師の確保(医師確保計画)(※)

○医療従事者(医師を除く)の確保

○医療の安全の確保

○二次医療圏・三次医療圏の設定

○医療提供施設の整備目標

○医師少数区域・医師多数区域の設定

○基準病床数 等

（＊）令和６年度からは、「新興感染症等の感染拡大時における

医療」を追加。

医療提供体制の確保に関する基本方針

基本方針【大臣告示】

医療計画の作成
○ 留意事項

○ 内容、手順 等

疾病・事業別の医療体制

○ 求められる医療機能
○ 構築の手順 等

【法第30条の４第１項】

都道府県は基本方針に即して、かつ地域

の実情に応じて医療計画を定める。

【医療法第30条の８】

厚生労働大臣は、技術的事項について必要な助言ができる。

【医療法第30条の３】

厚生労働大臣は基本方針を定める。

医療計画作成指針【局長通知】

疾病・事業及び在宅医療に係る
医療体制構築に係る指針【課長通知】

医 療 計 画

※ 地域医療構想については「地域医療構想策定ガイドライン」、外来医療計画については「外来医療に係る医療提供
体制の確保に関するガイドライン」、医師確保計画については「医師確保計画策定ガイドライン」を厚生労働省からそ
れぞれ示している。

医療計画の策定に係る指針等の全体像
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○ 今後の人口減少・高齢化に伴う医療ニーズの質・量の変化や労働力人口の減少を見据え、質の高い医療を効率的に
提供できる体制を構築するためには、医療機関の機能分化・連携を進めていく必要。

○ こうした観点から、各地域における2025年の医療需要と病床の必要量について、医療機能（高度急性期・急性期・回
復期・慢性期）ごとに推計し、「地域医療構想」として策定。
その上で、各医療機関の足下の状況と今後の方向性を「病床機能報告」により「見える化」しつつ、各構想区域に設置

された「地域医療構想調整会議」において、病床の機能分化・連携に向けた協議を実施。

医療機能の報告等を活用し、「地域医療構想」を策定し、
更なる機能分化を推進

（「地域医療構想」の内容）

１．２０２５年の医療需要と病床の必要量
・高度急性期・急性期・回復期・慢性期の４機能ごとに医療
需要と病床の必要量を推計
・在宅医療等の医療需要を推計
・都道府県内の構想区域（二次医療圏が基本）単位で推計

２．目指すべき医療提供体制を実現するための施策
例） 医療機能の分化・連携を進めるための施設設備、

在宅医療等の充実、医療従事者の確保・養成等

地域医療構想について

（機能が
見えに
くい）

医
療
機
関

（B病棟）
急性期機能

（D病棟）
慢性期機能

（C病棟）
回復期機能

（A病棟）
高度急性期機能

○ 機能分化・連携については、

「地域医療構想調整会議」で議論・調整。

医療機能の現状と今後の
方向を報告（毎年１０月）

病床機能報告

回復期機能の
患者

高度急性期機能
の患者

慢性期機能の患者

急性期機能の患者医療機能
を自主的
に選択

地域医療構想について
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『医師確保計画』（＝医療計画に記載する「医師の確保に関する事項」）の策定

医師確保計画を通じた医師偏在対策について

医師偏在指標の大小、将来の需給推計などを
踏まえ、地域ごとの医師確保の方針を策定。

・ 短期的に医師が不足する地域では、医師が多い地域
から医師を派遣し、医師を短期的に増やす方針とする

・中長期的に医師が不足する地域では、地域枠・地元
出身者枠の増員によって医師を増やす方針とする等

医師の確保の方針を踏まえ、目標医師数を達成
するための具体的な施策を策定する。

・ 大学医学部の地域枠を15人増員する

・ 地域医療対策協議会で、医師多数区域のA医療圏
から医師少数区域のB医療圏へ10人の医師を派遣
する調整を行う 等

医師の確保の方針 目標医師数を達成するための施策

(例)

医師の偏在の状況把握

* 2020年度からの最初の
医師確保計画のみ４年

（医療計画全体の見直
し時期と合わせるため）

国は、都道府県に医師確保計画として以下の内容を策定するよう、ガイドラインを通知。

都道府県による医師の配置調整のイメージ

（三次医療圏、二次医療圏ごとに策定）

医師多数区域・医師少数区域の設定

全国の335二次医療圏の医師偏在指標の値を一律に比較し、上位
の一定の割合を医師多数区域、下位の一定の割合を医師少数区
域とする基準を国が提示し、それに基づき都道府県が設定する。

医師偏在指標の算出

三次医療圏・二次医療圏ごとに、医師の偏在の状況を全国ベースで客
観的に示すために、地域ごとの医療ニーズや人口構成､医師の性年齢
構成等を踏まえた医師偏在指標の算定式を国が提示する。

・ 医療需要（ニーズ）及び
将来の人口・人口構成の変化

・ 患者の流出入等
・ へき地等の地理的条件

・ 医師の性別・年齢分布
・ 医師偏在の種別
（区域、診療科、入院／外来）

（例）

医師多数区域

医師少数区域

都道府県

医師が多い地域から少な
い地域に医師が配置され
るような取組を実施

可視化された客観的な
データに基づき、効果的な
施策立案を実施

３年*ごとに、都道府県において計画を見直し（PDCAサイクルの実施）

全国335医療圏

医師偏在指標

医療圏の順位 335位 334位 333位 ３位 ２位 １位

小 大下位33.3％
⇒医師少数区域

上位33.3％
⇒医師多数区域

・・・

背景
・ 人口10万人対医師数は、医師の偏在の状況を十分に反映した指標となっていない。
・ 都道府県が主体的・実効的に医師確保対策を行うことができる体制が十分に整っていない。

医師偏在指標で考慮すべき「５要素」

確保すべき医師の数の目標
（目標医師数）

（三次医療圏、二次医療圏ごとに策定）

医師確保計画策定時に、３年間の計画期間の終
了時点で確保すべき目標医師数を、医師偏在指
標を踏まえて算出する。
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外来医療機能に関する情報の可視化

○ 地域ごとの外来医療機能の偏在・不足等の客観的な把握を行うために、診療所の医師の
多寡を外来医師偏在指標として可視化。

○ 外来医療については、無床診療所の開設状況が都市部に偏っていること、診療所における診療科の専門分化が進んでいること、救急
医療提供体制の構築等の医療機関間の連携の取組が、個々の医療機関の自主的な取組に委ねられていること、等の状況にある。

○ それを踏まえ、 「医療従事者の需給に関する検討会 医師需給分科会 第２次中間取りまとめ」において、外来医療機能に関する
情報の可視化、外来医療機能に関する協議の場の設置等の枠組みが必要とされ、また、医療法上、医療計画において外来医療に
係る医療提供体制の確保に関する事項（以下、「外来医療計画」）が追加されることとなった。

地域における外来医療機能の不足・偏在等への対応

地域の人口

標準化診療所医師数

×地域の標準化受療率比
10万

×地域の診療所の外来患者対応割合

外来医師偏在指標 ＝

外来医療機能に関する協議及び協議を踏まえた取組

○ 地域ごとにどのような外来医療機能が不足しているか議論を行う、協議の場を設置。
※ 地域医療構想調整会議を活用することも可能。 ※ 原則として二次医療圏ごとに協議の場を設置することとするが、必要に応じて市区町村単位等での議論が必要なものについては、別途ワーキンググループ等を設置することも可能。

○ 少なくとも外来医師多数区域においては、新規開業希望者に対して、協議の内容を踏まえて、在宅医療、初期救急（夜間・休日の診療）、公衆衛生（学校医、産業
医、予防接種等）等の地域に必要とされる医療機能を担うよう求める。

※ 医師偏在指標と同様、医療ニーズ及び人口・人口構成とその変化、患者の流出入、へき地などの地理的条件、
医師の性別・年齢分布、医師偏在の単位の５要素を考慮して算定。

○ 外来医療計画の実効性を確保するための方策例

今後の検討課題

○ 外来医療機能の偏在の可視化等による新規開業者の行動変容への影響について、検証を行っていく。
○ 十分な効果が得られない場合には、無床診療所の開設に対する新たな制度上の仕組みについて、法制的・施策的な課題を整理しつつ、検討が必要。

経緯

○ 外来医師偏在指標の上位33.3％に該当する二次医療圏を、外来医師多数区域と設定。

新規開業希望者等に対する情報提供

○ 外来医師偏在指標及び、外来医師多数区域である二次医療圏の情
報を、医療機関のマッピングに関する情報等、開業に当たって参考となる
データと併せて公表し、新規開業希望者等に情報提供。

※ 都道府県のホームページに掲載するほか、様々な機会を捉えて周知する等、新規開業希望者
等が容易に情報にアクセスできる工夫が必要。また、適宜更新を行う等、質の担保を行う必要
もある。

※ 新規開業者の資金調達を担う金融機関等にも情報提供を行うことが有効と考えられる。

外来医療計画の全体像

・ 新規開業希望者が開業届出様式を入手する機会を捉え、地域における地域の外来医療機能の方針について情報提供
・ 届出様式に、地域で定める不足医療機能を担うことへの合意欄を設け、協議の場で確認
・ 合意欄への記載が無いなど、新規開業者が外来医療機能の方針に従わない場合、新規開業者に対し、臨時の協議の場への出席要請を行う
・ 臨時の協議の場において、構成員と新規開業者で行った協議内容を公表 等
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３．検討体制及び今後の進め方
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第８次医療計画等に関する検討会

地域医療構想及び
医師確保計画に関する
ワーキンググループ

（仮称）

○医療計画の作成指針（新興感染症等への対応を含む５疾病６事業・在宅医療等）
○医師確保計画、外来医療計画、地域医療構想 等

※具体的には以下について検討する
・医療計画の総論（医療圏、基準病床数等）について検討
・各検討の場、WGの検討を踏まえ、５疾病６事業・在宅医療等について総合的に検討
・各WGの検討を踏まえ、地域医療構想、医師確保計画、外来医療計画について総合的に検討

第８次医療計画の策定に向けた検討体制（イメージ）【案】

外来機能報告等に
関するワーキング
グループ（仮称）※

在宅医療及び
医療・介護連携に関す
るワーキンググループ

（仮称）

＊ 第７次医療計画の策定に当たり、
５事業については、それぞれ、以下の
場で検討した上で、「医療計画の見
直し等に関する検討会」に報告し、
協議。第８次医療計画の策定に向
けた検討も、同様に進める予定。

・救急医療、災害医療
救急・災害医療提供体制等の
在り方に関する検討会

・へき地医療
厚生労働科学研究の研究班

・周産期医療、小児医療
有識者の意見交換

○以下に関する詳細な検討

・医療資源を重点的に活用する外来
・外来機能報告
・地域における協議の場
・医療資源を重点的に活用する外来を
地域で基幹的に担う医療機関 等

○以下に関する詳細な検討

・医師の適正配置の観点を含めた医
療機能の分化・連携に関する推進
方針
・地域医療構想ガイドライン
・医師確保計画ガイドライン 等

○以下に関する詳細な検討

・在宅医療の推進
・医療・介護連携の推進 等

※検討事項の取りまとめ後、外来医療計画ガイ
ドラインに関する検討の場として改組を予定。

【５疾病】

各疾病に関する
検討の場 等

【新興感染症等】

感染症対策（予防計画）
に関する検討の場 等

連携

報告

※医師確保計画及び外来医療計画については、現在「医師需給分科会」で議論。
次期計画の策定に向けた議論については、本検討会で議論。

○ 現行の医療計画における課題等を踏まえ、特に集中的な検討が必要な項目があることから、本検討会の下に、以下の
３つのワーキンググループを立ち上げ、議論することとしてはどうか。（構成員は、座長と相談の上、別途定める）

○ 新興感染症等への対応に関し、感染症対策（予防計画）に関する検討の場と密に連携する観点から、双方の検討会・
検討の場の構成員が合同で議論を行う機会を設けることとしてはどうか。
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医療計画 新興感染症 地域医療構想 医師確保計画 外来医療計画

R３

[2021]

４～６月
外来機能報告等に関するWG開催

７～９月

10～12月
外来機能報告等に関する取りまとめ

１～３月

・総論（医療圏、基準病床数等）
・各論（５疾病、６事業、在宅等）
について各検討会等での
議論の報告

ガイドライン改正に向けた検討 ガイドライン改正に向けた検討

R４
[2022]

４～６月

７～９月

10～12月

報告書取りまとめ
（基本方針改正、医療計画作成指針等の改正等）

報告書取りまとめ
（ガイドライン改正等）

報告書取りまとめ
（ガイドライン改正等）

１～３月
基本方針改正（告示）
医療計画作成指針等の改正（通知）

ガイドライン改正（通知） ガイドライン改正（通知）

R５[2023]
第８次医療計画策定 次期医師確保計画策定 次期外来医療計画策定

R６[2024]
第８次医療計画開始 次期医師確保計画開始 次期外来医療計画開始

R７[2025]

医療部会（6/3）

第８次医療計画に向けた取組（全体イメージ）【案】

国

都
道
府
県

21

感染症対策に関
する検討の場と
連携しつつ議論

地域医療構想及び医師確保計画に関するWG開催

地域医療構想の
推進

第８次医療計画等に関する検討会開催
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○ 地域の医療機関の外来機能の明確化・連携に向けて、データに基づく議論を地域で進めるため、改正医
療法により、令和４年度から外来機能報告等を施行。

○ 医療計画検討会の昨年12月の報告書を踏まえ、外来機能報告等の施行に向けて必要な事項について

検討するため、第８次医療計画等に関する検討会の下に「外来機能報告等に関するワーキンググルー
プ」を開催。医療計画検討会や医療部会に報告しながら、検討を進めていく。

（検討事項）

○ 外来機能報告等の施行に向けて必要な事項について検討。

・ 医療資源を重点的に活用する外来（具体的な項目、呼称等）

・ 外来機能報告（報告項目、報告スケジュール等）

・ 地域における協議の場（参加者、協議スケジュール等）

・ 医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療機関（国の定める基準、呼称等）

・ 紹介・逆紹介の推進、診療科ごとの外来分析その他の外来機能報告等の施行に必要な事項

（構成員）

○ 外来機能報告等の施行に関係する医療関係団体、地方自治体、保険者、患者の立場の者、学識者等

外来機能報告等に関するワーキンググループの開催について（案）
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（スケジュール） 現時点のイメージ

令和３年

６月 ６月３日 医療部会

６月18日 第８次医療計画等に関する検討会

７月

８月

９月

10月

11月

12月

外来機能報告等に関するワーキンググループの開催

１巡目の議論
（概ね月１回程度）

２巡目の議論

取りまとめの議論

※ 第８次医療計画等に関する検討会や
医療部会に報告しながら検討を進める
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４．参考資料
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改正年 改正の趣旨等 主な改正内容等

昭和23年
医療法制定

終戦後、医療機関の量的整備が急務とされる中で、医療水準の確保を図るた
め、病院の施設基準等を整備

○病院の施設基準を創設

昭和60年 医療施設の量的整備が全国的にほぼ達成されたことに伴い、医療資源の地域
偏在の是正と医療施設の連携の推進を目指したもの。

○医療計画制度の導入
・二次医療圏ごとに必要病床数を設定

平成４年 人口の高齢化等に対応し、患者の症状に応じた適切な医療を効率的に提供す
るための医療施設機能の体系化、患者サービスの向上を図るための患者に対
する必要な情報の提供等を行ったもの。

○特定機能病院の制度化
○療養型病床群の制度化

平成９年 要介護者の増大等に対し、介護体制の整備、日常生活圏における医療需要に
対する医療提供、患者の立場に立った情報提供体制、医療機関の役割分担の
明確化及び連携の促進等を行ったもの。

○診療所への療養型病床群の設置
○地域医療支援病院制度の創設
○医療計画制度の充実
・二次医療圏ごとに以下の内容を記載
地域医療支援病院、療養型病床群の整備目標
医療関係施設間の機能分担、業務連携

平成12年 高齢化の進展等に伴う疾病構造の変化等を踏まえ、良質な医療を効率的に提
供する体制を確立するため、入院医療を提供する体制の整備等を行ったもの。

○療養病床、一般病床の創設
○医療計画制度の見直し
・基準病床数へ名称を変更

平成18年 質の高い医療サービスが適切に受けられる体制を構築するため、医療に関する情
報提供の推進、医療計画制度の見直し等を通じた医療機能の分化・連携の推進、
地域や診療科による医師不足問題への対応等を行ったもの。

○都道府県の医療対策協議会制度化
○医療計画制度の見直し
・４疾病・５事業の具体的な医療連携体制を位置付け

平成23年 「社会保障・税一体改革大綱」に基づき、急性期をはじめとする医療機能の強化、

病院・病床機能の役割分担・連携の推進、在宅医療の充実等を内容とする医療
サービス提供体制の制度改革に取り組むこととされた。

○疾病・事業ごとのＰＤＣＡサイクル
○在宅医療の医療連携体制に求められる機能の明示
○精神疾患を既存の４疾病に追加し、５疾病となった

平成26年 社会保障と税の一体改革として、効率的かつ質の高い医療提供体制を構築すると
ともに、地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護
の総合的な確保を推進するため、所要の整備等を行う。

○病床機能報告制度の創設
○地域医療構想の策定、地域医療構想調整会議の設置
○地域医療介護総合確保基金の創設

平成30年 地域間の医師偏在の解消等を通じ、地域における医療提供体制を確保するため、
都道府県の医療計画における医師確保に関する事項の策定等の措置を講ずる。

○医師確保計画の策定
○外来医療提供体制の確保
○地域医療構想の実現のため知事権限の追加

令和３年 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進する観点から、地域
の実情に応じた医療提供体制の確保を進めるため、新興感染症等の感染拡大時
における医療提供体制の確保に関する事項を医療計画へ位置付け。

○医療計画制度の見直し
・第８次医療計画から、新興感染症等の感染拡大時に
おける医療を既存の５事業に追加し、５疾病・６事業に

○外来医療の機能の明確化、連携

※平成27年の改正で「地域医療連携推進法人」の認定制度を創設

医療計画に係る医療法の改正の主な経緯
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新型コロナウイルス感染症対応を踏まえた今後の医療提供体制の構築に向けた考え方①
（令和２年１２月１５日 医療計画の見直し等に関する検討会）

○ 新興感染症等の感染拡大時には、広く一般の医療提供体制にも大きな影響（一般病床の活用等）

○ 機動的に対策を講じられるよう、基本的な事項について、あらかじめ地域の行政・医療関係者の間で議論・準備を行う必要

医療計画の記載事項に「新興感染症等の感染拡大時における医療」を追加

○ 詳細（発生時期、感染力等）の予測が困難な中、速やかに対応できるよう予め準備を進めておく点が、災害医療と類似
⇒ いわゆる「５事業」に追加して「６事業」に

○ 今後、厚生労働省において、計画の記載内容（施策・取組や数値目標など）について詳細な検討を行い、「基本方針」
（大臣告示）や「医療計画作成指針」（局長通知）等の見直しを行った上で、各都道府県で計画策定作業を実施
⇒ 第８次医療計画（2024年度～2029年度）から追加

◎具体的な記載項目（イメージ）

【平時からの取組】
● 感染拡大に対応可能な医療機関・病床等の確保

（感染拡大時に活用しやすい病床や転用しやすいスペースの整備）

● 感染拡大時を想定した専門人材の確保等
（感染管理の専門性を有する人材、重症患者に対応可能な人材等）

● 医療機関における感染防護具等の備蓄

● 院内感染対策の徹底、クラスター発生時の対応方針の共有 等

【感染拡大時の取組】
● 受入候補医療機関

● 場所・人材等の確保に向けた考え方

● 医療機関の間での連携・役割分担
（感染症対応と一般対応の役割分担、医療機関間での応援職員派遣等） 等

※ 引き続き、厚生科学審議会感染症部会等における議論の状況も踏まえつつ、記載項
目や、施策の進捗状況を確認するための数値目標等について、具体化に向け検討。

◎医療計画の推進体制等

現行の取扱いに沿って、各都道府県に対し、地域の
実情に応じた計画策定と具体的な取組を促す

● 現行の医療法

・ あらかじめ都道府県医療審議会で協議

・ 他法律に基づく計画との調和

● 現行の医療計画作成指針（局長通知）

・ 都道府県医療審議会の下に、５疾病５事業・在宅医療ご
とに「作業部会」、圏域ごとに「圏域連携会議」を設置

・ 作業部会、圏域連携会議、地域医療構想調整会議におい
て、関係者が互いに情報を共有し、円滑な連携を推進

・ 圏域については、従来の二次医療圏にこだわらず、患者
の移動状況や地域の医療資源等の実情に応じて弾力的に設
定

１．新興感染症等の感染拡大時における体制確保（医療計画の記載事項追加）
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（１）地域医療構想と感染拡大時の取組との関係

○ 新型コロナ対応が続く中ではあるが、以下のような地域医療構想の背景となる中長期的な状況や見通しは変わっていない。

・ 人口減少・高齢化は着実に進み、医療ニーズの質・量が徐々に変化、マンパワーの制約も一層厳しくなる

・ 各地域において、質の高い効率的な医療提供体制を維持していくためには、医療機能の分化・連携の取組は必要不可欠

○ 感染拡大時の短期的な医療需要には、各都道府県の「医療計画」に基づき機動的に対応することを前提に、地域医療構想について
は、その基本的な枠組み（病床の必要量の推計・考え方など）を維持しつつ、着実に取組を進めていく。

（２）地域医療構想の実現に向けた今後の取組

【各医療機関、地域医療構想調整会議における議論】

● 公立・公的医療機関等において、具体的対応方針の再検証等を踏まえ、着実に議論・取組を実施するとともに、民間医療機関にお
いても、改めて対応方針の策定を進め、地域医療構想調整会議の議論を活性化

【国における支援】 ＊ 各地の地域医療構想調整会議における合意が前提

● 議論の活性化に資するデータ・知見等を提供

● 国による助言や集中的な支援を行う「重点支援区域」を選定し、積極的に支援

● 病床機能再編支援制度について、令和３年度以降、消費税財源を充当するための法改正を行い、引き続き支援

● 医療機関の再編統合に伴い資産等の取得を行った際の税制の在り方について検討

（３）地域医療構想の実現に向けた今後の工程

○ 各地域の検討状況を適時・適切に把握しつつ、自主的に検討・取組を進めている医療機関や地域に対して支援。

○ 新型コロナ対応の状況に配慮しつつ、都道府県等とも協議を行い、この冬の感染状況を見ながら、改めて具体的な工程の設定（※）に
ついて検討。その際、2025年以降も継続する人口構造の変化を見据えつつ、段階的に取組を進めていく必要がある中、その一里塚と
して、2023年度に各都道府県において第８次医療計画（2024年度～2029年度）の策定作業が進められることから、2022年度中を
目途に地域の議論が進められていることが重要となることに留意が必要。

※ 具体的には、以下の取組に関する工程の具体化を想定
・ 再検証対象医療機関における具体的対応方針の再検証
・ 民間医療機関も含めた再検証対象医療機関以外の医療機関における対応方針の策定（策定済の場合、必要に応じた見直しの検討）

２．今後の地域医療構想に関する考え方・進め方

新型コロナウイルス感染症対応を踏まえた今後の医療提供体制の構築に向けた考え方②
（令和２年１２月１５日 医療計画の見直し等に関する検討会）
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○医療法において、病床の整備を図るべき地域的単位（二次医療圏）、特殊な医療を提供す
る地域的単位（三次医療圏）をそれぞれ定義し、医療計画の中で各圏域を定めることとして
いる。
○この他、５疾病・５事業（※）及び在宅医療に係る圏域については、二次医療圏を基礎とし
つつ、地域の実情に応じた弾力的な設定が可能としている。

医療計画における医療圏の概要

【第７次医療計画における各圏域の設定状況】

三次医療圏

５２医療圏（令和２年４月現在）
※都道府県ごとに１つ（北海道のみ６医療圏）

【医療圏設定の考え方】
特殊な医療を提供する単位として設定
ただし、都道府県の区域が著しく広いことその他特別な事情が

あるときは、当該都道府県の区域内に二以上の区域を設定し、ま
た、都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に応
じ、二以上の都道府県にわたる区域を設定することができる。

二次医療圏

【医療圏設定の考え方】
一般の入院に係る医療を提供することが相当である
単位として設定。その際、以下の社会的条件を考慮。

・地理的条件等の自然的条件
・日常生活の需要の充足状況
・交通事情 等

３３５医療圏（令和２年４月現在）

（参考）三次医療圏で提供する特殊な医療の例
① 臓器移植等の先進的技術を必要とする医療
② 高圧酸素療法等特殊な医療機器の使用を必要とする医療
③ 先天性胆道閉鎖症等発生頻度が低い疾病に関する医療
④ 広範囲熱傷、指肢切断、急性中毒等の特に専門性の高い救急医療

※令和６年度からは、「新興感染症等の感染拡大時における医療」を追加し、６事業。
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○ 病院又は診療所の開設等を行う場合は、都道府県知事（保健所設置市長、特別区長）に開設等の許可申
請を行い、許可を受ける必要。（医療法第７条）

○ 開設等の許可に対し、既存の病床数が基準病床数を超える地域（病床過剰地域）では、以下のとおり対応。

仕組み

病床の整備について、病床過剰地域から非過剰地域へ誘導することを通じて、病床の地域的偏在を是正し、全国

的に一定水準以上の医療を確保

目的

基準病床数制度について

①公的医療機関等（※）

・ 都道県知事は、都道府県医療審議会の意見を聴いて、許可をしないことができる。（医療法第７条の２）
※ 公的医療機関等： 医療法第３１条に定める公的医療機関（都道府県、市町村その他厚生労働大臣の定める者（地方独立行政法人、日本赤十字社、

社会福祉法人恩賜財団済生会、厚生農業協同組合連合会等）の開設する医療機関）及び医療法第７条の２第１項２号から８号に
掲げる者（共済組合、健康保険組合、地域医療機能推進機構等）が開設する医療機関

②その他の医療機関
・ 都道府県知事は、医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合には、都道府県医療審議会の意見を聴いて、
開設・増床等に関して、勧告を行うことができる。（医療法第30条の11）

・ 病床過剰地域において、開設許可等に係る都道府県知事の勧告に従わない場合は、保険医療機関の指定を行わな
いことができる。（健康保険法第65条第４項）

特例措置

○ 病床過剰地域であっても、一定の条件を満たす場合には、特例として新たに病床を整備することが可能。
＜特例が認められるケース＞
・ がん又は循環器疾患に係る専門病床など、特定の病床を整備する場合
・ 公的医療機関等を含め、複数の医療機関の再編統合を行う場合 等272



・広範かつ継続的な医療の提供が必要と認められる疾病 （医療法第30条の４第２項第４号）

・医療の確保に必要な事業（「救急医療等確保事業」（医療法第30条の４第２項第５号）

○ ５疾病の考え方

○ ５事業（※） [救急医療等確保事業] の考え方

医療計画における記載する疾病及び事業の考え方

○ 在宅医療については、医療法第30条の４第２項第６号の「居宅等における医療の確保に関する事項」
として医療計画に定めることとされている。

具体的な考え方
・ 患者数が多く国民に広く関わるもの
・ 死亡者数が多いなど政策的に重点が置かれるもの
・ 症状の経過に基づくきめ細やかな対応が必要なもの
・ 医療機関の機能に応じた対応や連携が必要なもの

具体的な考え方
・ 医療を取り巻く情勢から政策的に推進すべき医療

・ 医療体制の構築が、患者や住民を安心して医療を受けられるようになるもの

⇒現行の５疾病は、がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病、精神疾患 （医療法施行規則第30条の28）

⇒現行の５事業（※）は、救急医療、災害時における医療、へき地の医療、周産期医療、小児医療
※令和６年度からは、「新興感染症等の感染拡大時における医療」を追加し、６事業。
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５疾病・５事業及び在宅医療が医療計画に位置付けられるまでの経緯

第５次医療計画（平成20年～）

第６次医療計画（平成25年～）

・ ４疾病（がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病）・５事業を位置づけ
・ 上記の医療提供体制を推進するためのＰＤＣＡサイクルを導入
・ 現状把握のための指標や数値目標を例示

―指標例：がん検診受診率、喫煙率、緩和ケア実施状況 等
―数値目標例：基本方針第７に掲げる諸計画（がん対策推進計画等）に定

められる目標を勘案

・ 精神疾患及び在宅医療を追加し、５疾病５事業及び在宅医療を位置づけ
・ 上記に伴い、指標を追加

・ 医療計画の実効性を高めるため、また都道府県間の指標設定のばらつきを
改善するため、

―必須・推奨指標の提示
―ＰＤＣＡサイクルの具体的手順へ「課題抽出」「施策」等を指針に追加

第７次医療計画（平成30年～現在）

・ 引き続き、５疾病５事業及び在宅医療を位置づけ
（「急性心筋梗塞」は「心筋梗塞等の心血管疾患」に名称変更）

・ 都道府県ごと、二次医療圏ごとの医療提供体制を客観的に比較するため、
共通の指標による現状把握が実施できるよう、指標を見直し。
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現行の医療計画の内容と作成手順等
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医療計画の内容
医療計画作成指針（医療計画について（医政発0331第57号平成29年3月31日）別紙）

１ 医療計画の基本的な考え方

医療計画作成の趣旨、基本理念、医療計画の位置づけ、期間等、医療計画を作成するに当たって、都道府県における基
本的な考え方を記載する。

医療計画の前提条件となる地域の現状について記載する。
（指標の例）

地勢と交通、人口構造（その推移、将来推計を含む。）、人口動態（その推移、将来推計を含む。）、住民の健康状況、
住民の受療状況、医療提供施設の状況

２ 地域の現状

５疾病・５事業（※）及び在宅医療のそれぞれについて、以下の内容を患者や住民にわかりやすいように記載する。

(1) 住民の健康状態や患者の状態（成果（アウトカム））、患者動向や、医療資源・連携等の医療提供体制について把握
した現状

(2) 成果を達成するために必要となる医療機能
(3) 課題、数値目標、数値目標を達成するために必要な施策
(4) 原則として、各医療機能を担う医療機関等の名称
(5) 評価・公表方法等

なお、記載に当たっては、公的医療機関等及び独立行政法人並びに社会医療法人の役割、病病連携及び病診連携にも
留意する。

３ ５疾病・５事業（※）及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制

４ 疾病の発生状況等に照らして都道府県知事が特に必要と認める医療 33

※令和６年度からは、「新興感染症等の感染等拡大時における医療」を追加し、６事業。
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○ 地域医療対策協議会の議論の経過等及びその結果定められた施策

○ 地域医療対策協議会の定めた施策に沿って臨床研修医を含む医師の地域への定着が図られるよう、例えば、地域
医療支援センター事業等の具体的な事業について記載する。

○ 医療従事者の確保の現状及び目標について、可能な限り具体的に記載する。

５ 医療従事者の確保

６ 医療の安全の確保

７ 基準病床数

○ 地域医療支援病院の整備の目標
○ その他医療機能を考慮した医療提供施設の整備の目標

８ 医療提供施設の整備の目標

障害保健対策、結核・感染症対策、臓器移植対策、難病等対策、アレルギー疾患対策、今後高齢化に伴い増加する
疾患等対策、歯科保健医療対策、血液の確保・適正使用対策、医薬品の適正使用対策、医療に関する情報化、保健・
医療・介護（福祉）の総合的な取組などに考慮して、都道府県における疾病等の状況に照らして特に必要と認める医療
等について、記載する。

１０ その他医療を提供する体制の確保に関し必要な事項

設定した数値目標等を基に、施策の達成状況を検証し、次の医療計画の見直しに反映させることが求められることか
ら、施策の目標等、推進体制と役割、目標の達成に要する期間、目標を達成するための方策、評価及び見直し、進捗
状況及び評価結果の広報・周知方法をあらかじめ医療計画に記載する。

１１ 施策の評価及び見直し

９ 地域医療構想の取組

34
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医療計画作成手順

(1) 医療計画（案）を作成するための体制の整備
(2) 医療計画の目的、基本理念についての検討及び医療計画の基本骨子についての検討
(3) 現行の医療計画に基づき実施された施策の効果の検証
(4) ５疾病・５事業（※）及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制の構築に当たっての課題
や数値目標、施策についての検討
(5) ５疾病・５事業（※）及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制の構築
(6) 医療圏及び基準病床数の検討
(7) 地域医療構想の策定並びに病床の機能の分化及び連携の推進に関する施策の検討
(8) 以上の検討を踏まえた医療計画（試案）の作成
(9) 診療又は調剤に関する学識経験者の団体（医師会、歯科医師会及び薬剤師会）から医療
計画（試案）についての意見の聴取（必要に応じ試案の手直し）
(10) 医療計画（案）の決定
(11) 医療計画（案）についての市町村及び保険者協議会の意見聴取（必要に応じ医療計画
（案）の手直し）
(12) 医療計画（案）について都道府県医療審議会への諮問、答申
(13) 医療計画の決定
(14) 医療計画の厚生労働大臣への提出及び公示

医療計画作成指針（医療計画について（医政発0331第57号平成29年3月31日）別紙）

※令和６年度からは、「新興感染症等の感染拡大時における医療」を追加し、６事業。
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５疾病・５事業（※）及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制構築の手順

疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制構築に係る指針
（疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について（医政地発0331第3号平成29年3月31日）別紙）

4 課題の抽出

1 現状の把握

3連携の検討

5数値目標

6施策

7評価

8 公表

2 圏域の設定

○患者動向、医療資源・医療連携等に関する現状を把握。

○指標例を参考に医療圏ごとの課題を抽出。

○従来の二次医療圏にこだわらず、地域の医療資源等の実情に応じて弾力的に設定する。

○医療機能を明確化した上で、関係機関の連携を検討し、医療機関等の名称を記載。

○各地域における医療提供体制の課題を解決するに当たっての数値目標を設定。

○数値目標の達成及び各医療機能がより発揮されるために行う施策を策定。

○評価を行う組織や時期を明記し、数値目標の達成状況、施策の進捗状況を評価。

○指標、課題、数値目標、施策、評価等について、ホームページ等で公表。

※令和６年度からは、「新興感染症等の感染拡大時における医療」を追加し、６事業。
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地域の現状の把握

１ 医療計画策定の前提条件となる地域の現状

(1) 地勢と交通
地域の特殊性、交通機関の状況、地理的状況、生活圏等

(2) 人口構造（その推移、将来推計を含む。）

人口、年齢三区分人口、高齢化率、世帯数等
(3) 人口動態（その推移、将来推計を含む。）

出生数、死亡数、平均寿命等
(4) 住民の健康状況
生活習慣の状況、生活習慣病の有病者・予備群の数等

(5) 住民の受療状況

入院・外来患者数、二次医療圏又は都道府県内における患者の受療状況（流入患者割合及び流出患者割合を含む。）、
病床利用率、平均在院日数等

(6) 医療提供施設の状況
①病院（施設数、病床種別ごとの病床数）
②診療所（有床及び無床診療所、歯科診療所の施設数、有床診療所の病床数）
③薬局
④その他

２ ５疾病・５事業（※）及び在宅医療に係る地域の医療提供体制等の現状

全都道府県共通の、病期・医療機能及びストラクチャー・プロセス・アウトカムに分類した指標を用いることで住民の健康
状態、医療提供体制の経年的な比較、あるいは医療圏間の比較や医療提供体制に関する指標間相互の関連性なども明
らかにする。
（指標の例）脳卒中の急性期に係る指標
ストラクチャー指標・・・神経内科医師数、脳神経外科医師数
プロセス指標・・・脳梗塞に対するt-PAによる血栓溶解療法の実施件数
アウトカム指標・・・退院患者平均在院日数 等 37※令和６年度からは、「新興感染症等の感染拡大時における医療」を追加し、６事業。
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○ その上で、少なくとも６年ごとに、施策全体又は医療計画全体の達成状況について調査、分析、
評価及び公表を行い、必要があるときは計画を変更する。

○ ５疾病・５事業及び在宅医療については、上記と同様に評価・見直し体制及び公表方法を明ら
かにした上で、目標項目の数値の年次推移や施策の進捗状況の把握、評価について定期的に
実施（１年ごとの実施が望ましい。）、評価する。目標に対する進捗状況が不十分な場合、その原
因を分析した上で、必要に応じて施策の見直しを図る。

具体的な数値目標の設定と評価を行い、その評価結果に基づき、計画の内容を見直すと
いったＰＤＣＡサイクルを効果的に機能させることで、医療計画の実効性の向上を図ることが
重要である。

○ 医療計画において、あらかじめ以下の内容を明らかにする。

(1)  施策の目標等
５疾病・５事業（※）及び在宅医療の医療連携体制に係る数値目標等

(2)  推進体制と役割
施策の目標を達成するための推進体制及び関係者の責務と役割

(3)  目標の達成に要する期間
(4)  目標を達成するための方策
(5) 評価及び見直し
(6)  進捗状況及び評価結果の広報・周知方法

医療計画の評価及び見直しについて

38

※令和６年度からは、「新興感染症等の感染拡大時における医療」を追加し、６事業。
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外来機能の明確化・連携、
かかりつけ医機能の強化等
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２．改革の方向性（案）

○ 地域の医療機関の外来機能の明確化･連携に向けて、データに基づく議論を地域で進めるため、

① 医療機関が都道府県に外来医療の実施状況を報告する。

② ①の外来機能報告を踏まえ、「地域の協議の場」において、外来機能の明確化・連携に向けて必要な協議を行う。

→ ①・②において、協議促進や患者の分かりやすさの観点から、「医療資源を重点的に活用する外来」を地域で
基幹的に担う医療機関（紹介患者への外来を基本とする医療機関）を明確化

・ 医療機関が外来機能報告の中で報告し、国の示す基準を参考にして、地域の協議の場で確認することにより決定

患者の流れがより円滑になることで、病院の外来患者の待ち時間の短縮や勤務医の外来負担の軽減、医師働き方改革に寄与

紹介

「医療資源を重点的に活用する外来」を地域で基幹的に
担う医療機関（紹介患者への外来を基本とする医療機関）

逆紹介

外来機能報告、「地域の協議の場」での協議、紹
介患者への外来を基本とする医療機関の明確化

かかりつけ医機能を担う医療機関

病院の外来患者の待ち時間
の短縮、勤務医の外来負担
の軽減、医師働き方改革

かかりつけ医機能の強化
（好事例の収集、横展開等）

〈「医療資源を重点的に活用する外来」のイメージ〉

○医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来 （悪性腫瘍手術の前後の外来 など）

○高額等の医療機器・設備を必要とする外来 （外来化学療法、外来放射線治療 など）

○特定の領域に特化した機能を有する外来 （紹介患者に対する外来 など）

１．外来医療の課題

○ 患者の医療機関の選択に当たり、外来機能の情報が十分得られず、また、患者にいわゆる大病院志向がある中、一部
の医療機関に外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じている。

○ 人口減少や高齢化、外来医療の高度化等が進む中、かかりつけ医機能の強化とともに、外来機能の明確化･連携を進
めていく必要｡

外来医療の機能の明確化･連携
令和３年２月８日
医療部会資料
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〔現状及び課題〕

○ 中長期的に、地域の医療提供体制は人口減少や高齢化等に直面。外来医療の高度化も進展。このような地域の状況の変化に対応して、
質の高い外来医療の提供体制を確保･調整していくことが課題。

○ 高齢化の進展により、複数の慢性疾患を抱える高齢者が増加する中で、かかりつけ医機能を強化していくことが課題。

○ 患者の医療機関の選択に当たり、外来機能の情報が十分得られている状況とは言えない。患者にいわゆる大病院志向がある中で、再診
患者の逆紹介が十分に進んでいないこと等により一定の医療機関の外来患者が多くなり、患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の課題。

○ 外来機能の明確化･連携は、これまで医療関係者の自主的な取組が進められてきたものの、地域によっては取組が進んでいないところも
あり、これをさらに進めていくことが重要。

〔具体的方策・取組〕

(1) 全体の枠組み

○ 紹介患者を基本とする外来として、｢医療資源を重点的に活用する外来｣(仮称)に着目して、地域における外来機能の明確化･連携を図る
とともに、かかりつけ医機能の強化を議論することは、外来医療全体の在り方の議論のために必要な第一歩。

○ 各医療機関から都道府県に｢医療資源を重点的に活用する外来｣(仮称)に関する医療機能を報告し、その報告を踏まえ、地域における協
議の場において、各医療機関の自主的な取組等の進捗状況を共有し、また、地域における必要な調整。

○ 患者の分かりやすさや地域の協議を進めやすくする観点から、｢医療資源を重点的に活用する外来｣(仮称)を地域で基幹的に担う医療機
関を明確化。地域の患者の流れがより円滑になり、病院の待ち時間の短縮や勤務医の外来負担の軽減、医師働き方改革に資すると期待。

(2) ｢医療資源を重点的に活用する外来｣（仮称）

○ ｢医療資源を重点的に活用する外来｣(仮称)として、基本的に次の機能が考えられるが、具体的な内容は、今後さらに検討。(※)

① 医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来
② 高額等の医療機器・設備を必要とする外来
③ 特定の領域に特化した機能を有する外来（紹介患者に対する外来等）

※ (2)～(4)において､｢今後さらに検討｣とした事項は、地域医療の担い手も参画するとともに、患者の立場も考慮した専門的な検討の場において検討。

○ ｢医療資源を重点的に活用する外来｣(仮称)の呼称は、患者の立場からみた呼称として、紹介状の必要な外来や紹介を基本とする外来な
どの意見。今般の趣旨を適切に表すことに留意しつつ、国民の理解が得られるよう、国民の分かりやすさの観点から、今後さらに検討。

１．外来機能の明確化･連携

外来機能の明確化･連携、かかりつけ医機能の強化等に関する報告書（概要）①
令和２年１２月11日 医療計画の見直し等に関する検討会

令和３年２月８日
医療部会資料
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(3) 外来機能報告（仮称）

○ 病床機能報告を参考に、各医療機関から都道府県に、外来機能のうち、｢医療資源を重点的に活用する外来｣(仮称)に関する医療機能の
報告（外来機能報告（仮称））を行う。

○ 外来機能報告（仮称）を行う医療機関は、まずは、併せて報告する病床機能報告と同様、一般病床又は療養病床を有する医療機関を基
本とし、無床診療所については、任意で外来機能報告（仮称）を行うことができる。

○ 外来機能報告（仮称）の具体的な報告事項は、今後さらに検討。

(4) 地域における協議の仕組み

○ 都道府県の外来医療計画において、外来機能の明確化･連携を位置付ける。外来機能報告（仮称）を踏まえ、地域における協議の場にお
いて、各医療機関の自主的な取組等の進捗状況を共有し、また、地域における必要な調整を行う。

○ ｢医療資源を重点的に活用する外来｣(仮称)を地域で基幹的に担う医療機関を明確化する仕組みを設け、その方法として、外来機能報告
（仮称）の中で報告する。紹介患者への外来を基本とする医療機関であることが患者に分かるよう、広告可能とする。

○ ｢医療資源を重点的に活用する外来｣(仮称)を地域で基幹的に担う医療機関の報告に当たっては、(2)①～③の割合等の国の示す基準を参
考にして、地域の協議の場で確認することにより、地域の実情を踏まえることができる仕組みとする。

○ ｢医療資源を重点的に活用する外来｣(仮称)を地域で基幹的に担う医療機関の呼称や、国の示す基準は、今後さらに検討。

○ 診療科ごとの外来医療の分析、紹介･逆紹介の状況の分析等は、今後さらに検討。再診患者の逆紹介が適切に進むように配慮。

(1) かかりつけ医機能の強化

○ かかりつけ医機能について、日本医師会･四病院団体協議会合同提言（平成25年8月）、地域の実践事例等を踏まえ、予防や生活全般の
視点、介護や地域との連携、休日･夜間の連携を含め、地域における役割の整理が求められている。かかりつけ医機能を発揮している事
例等を調査･研究し、かかりつけ医機能に係る好事例の横展開を図る。

○ 医療関係団体による研修等の内容や研修等を受けた医師の実践事例等を国民に周知し、かかりつけ医機能に係る国民の理解を深める。

○ 医療機能情報提供制度について統一的で分かりやすい検索システムを検討するとともに、医療機能情報提供制度を周知。

(2) 外来医療における多職種の役割

○ 外来医療において、多職種が連携して、それぞれの専門性を発揮しており、チームとしての役割･連携を推進。

(3) 外来医療のかかり方に関する国民の理解の推進

○ 上手な外来医療のかかり方のポイント、かかりつけ医をもつことのメリット等を整理し、関係機関･団体が周知･啓発に活用できるツー
ルを作成するとともに、展開方法を共有。国においても、医療関係団体等の協力の下、国民･患者に対して積極的に周知･啓発。

２．かかりつけ医機能の強化、外来医療における多職種の役割、外来医療のかかり方に関する国民の理解の促進

外来機能の明確化･連携、かかりつけ医機能の強化等に関する報告書（概要）②
令和２年１２月11日 医療計画の見直し等に関する検討会

令和３年２月８日
医療部会資料

285



「医療資源を重点的に活用する外来」（仮称）を地域で基幹的に担う医療機関について（案）

〇 患者にいわゆる大病院志向がある中で、日常行う診療はかかりつけ医機能を担う身近な医療機関で受け、
必要に応じて紹介を受けて、患者自身の状態に合った他の医療機関を受診し、さらに逆紹介によって身近な医
療機関に戻るという流れをより円滑にすることが求められている。

○ このため、外来機能の明確化・連携に向けた取組の第一歩として、「医療資源を重点的に活用する外来」(仮称)

に着目し、これを地域で基幹的に担う医療機関を明確化することで、患者にとって、紹介を受けて受診すること
を基本とする医療機関を明確化する。

⇒ これにより、病院での外来患者の待ち時間の短縮や勤務医の外来負担の軽減、医師働き方改革にも資する
ことが期待される。

（参考）地域医療支援病院との関係について

○ 地域医療支援病院は、かかりつけ医等への支援を通じて地域医療の確保を図る医療機関であり、紹介患者に対する医療提供のほか、医療
機器等の共同利用、救急医療の提供、地域の医療従事者に対する研修の実施等も要件とされている。

○ 現在検討している「医療資源を重点的に活用する外来」(仮称)を地域で基幹的に担う医療機関は、地域における患者の流れをより円滑にする
観点から、特定機能病院や地域医療支援病院以外に、紹介患者への外来を基本として、状態が落ち着いたら逆紹介により再診患者を地域
に戻す役割を担う医療機関を明確化するもの。紹介患者に対する医療提供という観点では、両者の役割は一部重複することとなる。

※ 今後、その機能をより明確にするため、地域連携のあり方等については更に検討。

趣 旨

○ 「医療資源を重点的に活用する外来」(仮称)として、基本的に以下の機能が考えられる。その具体的な内容は、
今後さらに専門的な検討の場において検討する。

① 医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来
② 高額等の医療機器・設備を必要とする外来
③ 特定の領域に特化した機能を有する外来（紹介患者に対する外来等）

○ 「医療資源を重点的に活用する外来」(仮称)を地域で基幹的に担う医療機関の明確化については、地域の実
情を踏まえることができるよう、上記の①～③の割合等の国が示す基準を参考にして、地域の協議の場で確認
することで決定。その方法として、外来機能報告（仮称）（ＮＤＢを活用し医療機関の事務は極力簡素化）で報告。

明確化の方法

医療計画の見直し等に関する検討会資料(令和2年11月19日)
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・外来で医療資源が重点的に活用される医療（例：外来化学療法を行う場合）

・医療資源が重点的に活用される入院医療の前後の外来医療（例：入院で悪性腫瘍手術を受ける場合）

○ 医療資源が重点的に活用される外来医療として、外来化学療法を行う外来や、日帰り手術を行う外来のようなもの
がある。

○ 一方、医療資源が重点的に活用される入院医療を提供する際も、治療前の説明・検査や治療後のフォローアップの
ため、同一の医療機関で入院前後に外来医療が提供される。

○ これらの外来医療を実施する医療機関では、特定の治療等を行うに当たり、地域の実情に応じて集約化を図ること
が効果的・効率的と考えられる①高額等の医療機器・設備や、②特定の領域に特化した知見を有する医師・医療人
材が必要になると考えられる。

医療資源が重点的に活用される外来医療について

イメージ

悪性腫瘍手術
（入院）

治療前の
説明、検査
（外来）

かかりつけ医で
悪性腫瘍疑い
と診断（外来） 安定したら再びかかりつけ医でフォローアップ（外来）

外来化学療法

治療後の
フォローアップ
（外来）

参考 診療報酬における外来化学療法加算
の施設基準の概要

・専用のベッドを有する治療室を保有
・一定の医師、看護師、薬剤師を配置
・緊急時に患者が入院できる体制の確保

悪性腫瘍手術を実施するためには、例えば以下のような設備、人員が必要。
・手術前、手術後の管理を行うために設備、人員ともに充実した入院病棟
・全身麻酔により手術を実施できる手術室
・手術を実施できる経験を積んだ医師、看護師等の医療従事者

第18回医療計画の見直しに関する
検討会（令和２年２月28日）資料２
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出典：特定機能病院一覧等を基に作成（一般病床規模別の病院数は平成29年度医療施設調査より集計）

※ 病床数は一般病床の数であり、特定機能病院は平成31年４月、地域医療支援病院は平成30年１２月時点。

病床数（※） 特定機能病院 地域医療支援病院 その他 全体

400床以上
538

(6.4%)

200～399床
816

(9.7%)

200床未満
0

(0%)
27

(0.3%)
7,031

(83.6%)
7,058
(83.9%)

全体
86

(1.0%)
607

(7.2%)
7,719

(91.8%)
8,412
(100%)

現在の定額負担
（義務）対象病院

（参考）定額負担の対象病院拡大について

現在の定額負担
（任意）対象病院

〇 大病院と中小病院・診療所の外来における機能分化を推進する観点から、紹介状がない患者の大病院外来の初診・再診時の定

額負担制度の拡充する必要がある。

〇 現在、外来機能報告（仮称）を創設することで、新たに「医療資源を重点的に活用する外来」（仮称）を地域で基幹的に担う

医療機関（紹介患者への外来を基本とする医療機関）を、地域の実情を踏まえつつ、明確化することが検討されている。

○ 紹介患者への外来を基本とする医療機関は、紹介患者への外来医療を基本として、状態が落ち着いたら逆紹介により再診患者を

地域に戻す役割を担うこととしており、こうした役割が十分に発揮され、保険医療機関間相互間の機能の分担が進むようにするために、

当該医療機関のうち、現在選定療養の対象となっている一般病床数200床以上の病院を、定額負担制度の徴収義務対象に加

えることとする。

「医療資源を重点
的に活用する外来」
（仮称）を地域で
基幹的に担う医療
機関（紹介患者へ
の外来を基本とする
医療機関）

86
(1.0%)

328
(3.9%)

0
(0%)

252
(3.0%)

564
(6.7%)

124
(1.5%)

医療保険部会資料(一部改)(令和2年12月23日)

拡大
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３．医療
（２）大きなリスクをしっかり支えられる公的保険制度の在り方

②大病院への患者集中を防ぎかかりつけ医機能の強化を図るための定額負担の増大

大病院は充実した人員配置や施設設備を必要とする入院医療や重装施設を活用した専門外来に集中し、外

来診療は紹介患者を基本とする。一般的な外来受診はかかりつけ医機能を発揮する医療機関が担う方向を目

指す。このことが、患者の状態に合った質の高い医療の実現のみならず、限りある医療資源の有効な活用や病

院勤務医・看護師をはじめとする医師等の働き方改革にもつながる。

（中略）

社会保障審議会及び中央社会保険医療協議会においても検討を開始する。遅くとも 2022年度初までに改革を

実施できるよう、最終報告を取りまとめた上で、同審議会等の審議を経て、来年夏までに成案を得て、速やかに

必要な法制上の措置を講ずる。

「全世代型社会保障検討会議 中間報告」（令和元年12月19日）［抜粋］

「全世代型社会保障検討会議 第２次中間報告」（令和２年６月25日）［抜粋］

４．医療

昨年12月の中間報告で示された方向性や進め方に沿って、更に検討を進め、本年末の最終報告において取
りまとめる。

医療計画の見直し等に関する
検討会資料(令和2年10月30日)

46
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第３章 医療

１．医療提供体制の改革

（略）

外来医療においては、大病院における患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の問題に鑑み、かか
りつけ医機能の強化とともに、外来機能の明確化・連携を図る。このため、まずは、医療資源を多く活
用する外来に着目して、医療機関が都道府県に外来機能を報告する制度を創設し、地域の実情に応じ
て、紹介患者への外来を基本とする医療機関を明確化する。
（略）

３．大病院への患者集中を防ぎかかりつけ医機能の強化を図るための定額負担の拡大

第１次中間報告では、「外来受診時定額負担については、医療のあるべき姿として、病院・診療所に
おける外来機能の明確化と地域におけるかかりつけ医機能の強化等について検討を進め、平成14年

の健康保険法改正法附則第２条を堅持しつつ、大病院と中小病院・診療所の外来における機能分化、
かかりつけ医の普及を推進する観点から、まずは、選定療養である現行の他の医療機関からの文書
による紹介がない患者の大病院外来初診・再診時の定額負担の仕組みを大幅に拡充する」とする方向
性を示したところである。

現在、特定機能病院及び一般病床200床以上の地域医療支援病院について、紹介状なしで外来受
診した場合に定額負担（初診5,000円）を求めているが、医療提供体制の改革において、地域の実情に
応じて明確化される「紹介患者への外来を基本とする医療機関」のうち一般病床200床以上の病院にも
対象範囲を拡大する。

また、より外来機能の分化の実効性が上がるよう、保険給付の範囲から一定額（例：初診の場合、
2,000円程度）を控除し、それと同額以上の定額負担を追加的に求めるよう仕組みを拡充する。

「全世代型社会保障改革の方針」（令和2年12月15日閣議決定）［抜粋］

47

令和３年２月８日
医療部会資料
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かかりつけ医の定義と機能（日本医師会・四病院団体協議会）

出典：「医療提供体制のあり方」日本医師会・四病院団体協議会合同提言（平成25年8月8日）

「かかりつけ医」とは（定義）

なんでも相談できる上、最新の医療情報を熟知して、必要なときには専門医、専門医療
機関を紹介でき、身近で頼りになる地域医療、保健、福祉を担う総合的な能力を有する
医師。

「かかりつけ医機能」

 かかりつけ医は、日常行う診療においては、患者の生活背景を把握し、適切な診療及び保健指
導を行い、自己の専門性を超えて診療や指導を行えない場合には、地域の医師、医療機関等と
協力して解決策を提供する。

 かかりつけ医は、自己の診療時間外も患者にとって最善の医療が継続されるよう、地域の医師、
医療機関等と必要な情報を共有し、お互いに協力して休日や夜間も患者に対応できる体制を構
築する。

 かかりつけ医は、日常行う診療のほかに、地域住民との信頼関係を構築し、健康相談、健診・が
ん検診、母子保健、学校保健、産業保健、地域保健等の地域における医療を取り巻く社会的活
動、行政活動に積極的に参加するとともに保健・介護・福祉関係者との連携を行う。また、地域の
高齢者が少しでも長く地域で生活できるよう在宅医療を推進する。

 患者や家族に対して、医療に関する適切かつわかりやすい情報の提供を行う。

医療計画の見直し等に関する検討会
資料（令和2年2月28日）
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• かかりつけ医機能については、日本医師会、四病院団体協議会合同提言（平成25年８月）において、患者の生活背景を

把握し、適切な診療及び保健指導を行い、地域の医師、医療機関等と協力して解決策を提供する、日常行う診療の他に、
健康相談、健診・がん検診、母子保健、学校保健、産業保健、地域保健等に参加するとともに、保健・介護・福祉関係者と
の連携を行う、在宅医療を推進する、などが示されている。

• 医療関係団体を中心に、かかりつけ医機能強化のための研修や育成プログラム等の取組が行われている。
• 複数の慢性疾患を有する高齢者が増加する中、地域におけるかかりつけ医機能について、質・量の向上に取り組むがこ
とが必要となっている。

• また、新型コロナウイルス感染症は、高齢者・基礎疾患を有する者で重症化するリスクが高いと報告されており、生活習
慣病等の患者に対して継続的・総合的に質の高い医療を提供するかかりつけ医機能の重要性は高い。

• かかりつけ医機能の強化・活用
に向けた取組が具体化・推進さ
れる。

• 複数の慢性疾患を有する高齢者
が増加する中、生活全般や予防
の視点も含めて継続的・総合的
な診療が行われるなど、かかりつ
け医機能の質・量の向上が図ら
れる。

• 生活習慣病等に対して継続的・
総合的に質の高い医療が提供さ
れることで、結果的に新型コロナ
ウイルス感染症による影響が抑
えられる。

かかりつけ医機能の強化・活用にかかる調査・普及事業

かかりつけ医機能の強化・活用に向けた取組を推進する仕組みの構築

現状・課題

期待される効果事業内容

（例）
・医療関係団体等によるかかりつけ医機能強化のための取組、かかりつけ
医機能に関する好事例等に係る情報収集
・かかりつけ医機能に関連する政策、エビデンスの収集
・新型コロナウイルス感染症にかかりつけ医機能を有効活用した事例に
係る情報収集

かかりつけ医機能の強化・活用に関する好事例の収集

かかりつけ医機能
に係る好事例等の
収集、好事例の横
展開

専門家による
評価を実施

今後に向けた
提言

専門家による評価、今後に向けた提言
（例）
・収集した情報を専門家が評価、効果検証
・好事例・取組を抽出し、今後の政策に向けて提言

かかりつけ医機能の強化・活用に係る取組の横展開

（例）
・好事例同士の交流や、好事例の横展開を実施

令和３年度予算：45,614千円（0千円）

令和３年２月８日
医療部会資料(一部修正)
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【審査支払機関】

○○県

□▽県

・
・
・

都道府県毎にデータ
の引き出し・活用

【全国共通のサーバーを構築】

医事
システム

オーダリングシステム
や手作業で入力

・事務局にて集計
・医療機関へ提示

※収集の根拠や目的を医療法施行規則に新たに規定する必要がある

【厚生労働省】

医療機能情報を
全国統一的に公表

・スマートフォン､外国語対応
・患者の利便性の向上

NDBからデータ抽出
・正確な情報
・医療機関の負担軽減

【医療機関等】医療機能情報提供制度に基づく報告

【NDBと同じサーバー（※）】

〇 厚生労働省が管理する全国統一的な検索サイトを構築し、
利便性を向上。

〇 レセプト情報・特定健診等情報データベース（ＮＤＢ）から
データを抽出し、医療機関が利用できる仕組みを付加すること
で、医療機関からの報告に係る負担軽減につなげるとともに、
正確性を担保する。

〇 医療機能情報提供制度は、都道府県ごとに閲覧システムを公開
・ スマートフォンや外国語対応等を含め、公表方法に差がある。
・ 県境の患者は複数の都道府県の検索サイトの閲覧が必要。

〇 規制改革実施計画で、医療機関の負担軽減が求められている。

○ 都道府県毎に運用状況が異なるため、公表されている情報の粒
度や内容の正確性に差があるとの懸念もある。

現状の課題 対応案

【都道府県】

医療機能情報提供制度の新しい業務フローイメージ図

全国の病院等を検索できる医療情報サイトの構築 令和２年度３次補正予算
1,207,000千円

提供サービスや医療連携体

制に関する事項

管理・運営・サービスに関
する事項
（病院へのアクセス、駐車
場の有無など）

構造・設備、人員配置等に

関する項目

電子レセプト

・医療機関の情報

・患者の情報

・保険、公費の情報

・傷病名

・診療行為

（診療行為、点数、回数）

・医薬品、医療材料 等

診療行為に関するデータ
（医療の内容に関する項目）

医療機能情報提供制度に基づく報告事項
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上手な医療のかかり方の普及・啓発

受診の必要性や医療機関の選択等を適切に理解して医療にかかることができれば、患者・国民にとって、必要なときに適切な医療機関に
かかることができ、また、医療提供者側の過度な負担が軽減されることで、医療の質・安全確保につながるという観点から、かかりつけ医を
持つこと等に関して、周知・広報活動を実施。

 気軽に相談できるかかりつけ医をもちましょう
 夜間や休日診療は重篤な急患のためにあります
 時間外の急病は📞♯7119
 時間外の子どもの症状は📞♯8000まで
 平日の日中、お困りのことは、利用されている
医療機関の「相談窓口」まで

【令和２年度の取組】

新型コロナウイルス感染症の影響による受診控えを踏まえ、医療機関での感染防止の取組を周知、必要な受診や健診・予防接種を呼びかけるメッセージを発信

１．上手な医療のかかり方普及月間（11月）の実施

・テレビCM、WEB広告、交通広告による普及啓発

・オンライン特別対談イベントの開催（新しい生活様式に即した「上手な医療のかかり方」について）

２．第2回上手な医療のかかり方アワード開催（10/1～募集開始、翌年3月に表彰式開催予定）

【令和元年度の取組】

１．上手な医療のかかり方普及月間（11月）の実施

２．上手な医療のかかり方アワードの創設

３．国民全体に医療のかかり方の重要性に気づいてもらうための普及啓発（CM等各種広告、
著名人活用等）

４．信頼できる医療情報サイトの構築

５．#8000・#7119の周知

６．小中学生を対象とした医療のかかり方改善の必要性と好事例の普及啓発

７．民間企業における普及啓発

令和2年10月30日 第22回医療計画の
見直し等に関する検討会 資料１
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2019 年 9 月 17 日 

日医総研リサーチエッセイ No.77 

 

医療関連データの国際比較－OECD Health Statistics 2019－ 

 

日本医師会総合政策研究機構 前田由美子 

 
 2018 年の日本の対 GDP 保健医療支出は 10.9％（36 か国中 6 位）で、

アメリカ、ドイツ、フランスよりも低い。日本、ドイツ、フランス、

カナダの対 GDP 保健医療支出は 11％前後に収束している。また、高

齢化率から見ると、日本の対 GDP 保健医療支出や対 GDP 社会支出は

高くはない。 

 しかし、日本では保健医療支出が公的財源でカバーされている範囲が

広い割に税金や保険料による負担が低い。 

 日本の保健医療支出に占める医薬品およびその他非耐久性医療財支出

の比率は G7 の中ではもっとも高く、抑制傾向にもない。 

 薬剤師数、薬剤師養成数ももっとも多い。他国よりも保健医療支出が

調剤業務に配分されている割合が高いのではないかと推察される。 

 日本は人口当たりの総病床数が非常に多いと指摘されるが、精神病床

を重複計上していることも一因であり、高齢者に対応する病床は十分

ではない。 

 人口 1,000 人当たり医師数は日本では 2.4 人、OECD 平均は 3.5 人で

ある。厚生労働省の医師数推計から計算すると、日本の人口 1,000 人

当たり医師数は 2030 年前後に 3 人程度になる。 

 日本では国民 1 人当たりの受診回数が多いことが問題にされているが、

受診 1 回当たりの費用は低い。少額で比較的軽微な受診に対して定額

負担を求める動きもあるが、少額で軽微な受診を制限すると、高額で

深刻な受診が増える可能性があることを考慮すべきである。 
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1. 保健医療支出および社会支出 
 

1.1. 対 GDP 保健医療支出 
 
OECD1の保健医療支出は、日本でいうところの国民医療費、介護サービ

ス費のほか、自由診療、一般薬、予防接種、健康診断、病院への補助金（公

立病院への一般会計繰入金を含む）、保険者の管理コスト等も対象である。日

本では自由診療と政府の健康管理業務費の一部等が計上されていないが、他

国も OECD の推計基準（SHA20112）に完全に合致しているわけではない。 

 
2016 年において、日本の保健医療支出 58.0 兆円に対し、公的保険下にお

ける国民医療費および介護サービス費の合計は 52.1 兆円であり（表 1.1.1）
3、このほかが一般薬、自由診療（一部の推計できるもののみ）、健康予防お

よび管理等に係る費用である。 

 

 
表 1.1.1 日本の各データの比較 

（兆円）

2013 2014 2015 2016 2017 2018 ※

OECD保健医療支出 54.3 55.7 57.8 58.0 59.6 59.9

国民医療費 ① 40.1 40.8 42.4 42.1 未公表 未公表

介護サービス費 ② 9.2 9.6 9.8 10.0 未公表 未公表

合計 ①＋② 49.2 50.4 52.2 52.1 未公表 未公表

※OECD保健医療支出の2018年は推計値

介護サービス費は厚生労働省「介護保険事業状況報告」による。
 

 

1 経済協力開発機構 Organisation for Economic Co-operation and Development 
2 A System of Health Accounts 2011 Revised edition 
https://www.oecd.org/publications/a-system-of-health-accounts-2011-9789264270985-en.htm 
3 介護サービス費のうち介護予防訪問介護、介護予防通所介護ほか一部は OECD の保健医療支出の対

象ではない。 

297



2018 年の日本の対 GDP 保健医療支出（予測値）は 10.9％で、OECD 加

盟 36 か国中 6 位であり、G7 の中では、アメリカ、ドイツ、フランスよりも

低い（図 1.1.1）。 

 

 
図 1.1.1 対 GDP保健医療支出 
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（％） 対GDP保健医療支出

Current expenditure on health, % of gross domestic product（2018）

*"OECD Health Statistics 2019"から作成。予測または見込み。
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G7 のうち、日本、ドイツ、フランス、カナダの対 GDP 保健医療支出は

11％前後に収束している。 

日本は 2011 年に対 GDP 保健医療支出が大幅に上昇したが、OECD の推

計手法の変更に他国に遅れて準拠し、2011 年まで遡及修正を行ったためであ

り 4、2013 年のイギリスも同様である（図 1.1.2）。このほかにも、国によっ

て集計範囲および方法が変更され、時系列が切れることがままあるが、以下

の図表ではそのまま接続している。 

対 GDP 保健医療支出の OECD 平均は、2008 年から 2009 年にかけて、

リーマンショックによる GDP の縮小のため上昇したが、その後は保健医療

支出と GDP の伸びがほぼ同じで、対 GDP 保健医療支出は横ばいである 5。 

 
図 1.1.2 対 GDP保健医療支出の推移 
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*"OECD Health Statistics 2019"から作成。日本は2010年までと2011年以降の分子の集計範囲が異なる。2018年は

予測または見込み。OECD平均はほぼイタリアと重なっている。

日本の2011年やイギリスの2013年のなどは
推計方法の変更によるもの

 

4 日本は、介護保険サービスのうち、訪問看護、訪問・通所リハビリテーション、介護老人保健施設、

介護療養型医療施設（介護療養病床）等を計上していたが、OECD の新基準以降、訪問・通所介護、

介護老人福祉施設（特養）等に範囲を広げ 2011 年まで遡及修正を行っている。 
5 OECD Health Statistics 2019 サイトより（2019 年 9 月 3 日閲覧） 
“Since 2009, average health spending as a share of GDP has remained relatively stable across the 
OECD at around 8.8%, as growth in health spending has remained in line with overall economic 
growth since the economic crisis.” 
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1.2. 保健医療支出の財源構成 
 
保険医療支出に占める一般政府財源の割合は、日本は 84.1％である（図 

1.2.1）。一般政府財源は中央、地方、社会保障基金 6の税金および保険料によ

る財源であり、日本の場合、一般政府財源は公的医療保険および介護保険下

の給付費、公衆衛生関係支出（予防接種、妊産婦・乳幼児健診等）等が対象

である。残りが私的支出 7で、日本の場合、患者負担および利用者負担、一

般薬、自由診療（一部の推計できる部分のみ）等が対象である。 

 
ドイツは、公的医療保険競争強化法により、2009 年からそれまでの無保

険者が公的、民間のいずれかに加入することが義務付けられた。 

アメリカは 2014 年の医療保険制度改革で Affordable Care Act （ACA）

が導入され、一般政府財源の割合が上昇している。 

フランスは補完的な保険の一括契約は私的支出として計上されていたが、

2016 年に雇用主が従業員のために申し込むことが義務化されたため、一般政

府財源に集計替えが行われている 8。 

6 社会保障基金は、中央政府、地方政府と並ぶ一般政府の内訳部門の一つであり、(1)政府により賦課・

支配され、(2)社会の全体ないし大部分をカバーし、(3)強制的な加入・負担がなされる、という基準を

全て満たすもの。内閣府ホームページ 用語の解説（国民経済計算）より。 
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/reference4/yougo_top.html 
7 OECD の定義では Compulsory private insurance schemes 
8 厚生労働省「2018 年 海外情勢報告」（https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kaigai/19/）、各国が

OECD に提出した出所や集計方法についての報告をもとに記載。 
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図 1.2.1 保健医療支出に占める一般政府財源割合 
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保健医療支出に占める一般政府財源割合

Government and compulsory health insurance schemes, % of current expenditure 
on health(2018)

*"OECD Health Statistics 2019"から作成。各国ともに予測または見積もり。

 
 

図 1.2.2 保健医療支出に占める一般政府財源割合の推移 
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1.3. 1 人当たり保健医療支出 
 
2018 年の 1 人当たり保健医療支出は、日本では OECD 加盟 36 か国中 15

位である（図 1.3.1）。 

 
 

図 1.3.1  1人当たり保健医療支出 
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1人当たり保健医療支出

Current expenditure on health, per capita(2017，current prices, current PPPs)

*"OECD Health Statistics 2019"から作成。予測または見込み。

 
 

 
日本の 1 人当たり保健医療支出は、G7 の中では、アメリカ、ドイツ、カ

ナダ、フランスに次ぐ順位で、2013 年以降の日本の 1 人当たり保健医療支

出の伸びの傾向は OECD 平均とほぼ同じである（図 1.3.2）。 
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図 1.3.2  1人当たり保健医療支出の推移 
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予測または見込み。OECD平均はほぼイギリスと重なっている。

 
 

1 人当たり GDP と 1 人当たり保健医療支出には相関がある（相関係数

0.687, 図 1.3.3）。 

 
図 1.3.3  1人当たり GDPと 1人当たり保健医療支出 
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1.4. 高齢化率との関係 
 

高齢化率と対 GDP 保健医療支出には弱い相関がある（図 1.4.1, 相関係数

0.364。アメリカを除くと 0.508）。保健医療支出は全世代の支出であり、高

齢化率と単純に比較できないが、日本は高齢化率から見て対 GDP 保健医療

支出が高い水準にあるわけではない。 

 
図 1.4.1 高齢化率と対 GDP 保健医療支出 
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*"OECD Health Statistics 2019"から作成。対GDP保健医療支出は予測または見込み。

高齢化率は65歳以上人口比率で"WHO World Population Prospects 2019"による。

 

 
高齢化率と対 GDP 社会支出（※Public）9には弱い相関がある（図 1.4.2, 

相関係数 0.603）。日本は高齢化率に比べると対 GDP 社会支出が低いが、家

族政策等への支出が手薄であることの裏返しでもあるので注意が必要である。 

 
※社会支出の分類：① 高齢（年金、介護）、② 遺族（遺族年金）、③ 障害・業

務災害・傷病（障害年金、労災保障）、④ 健康（医療（高齢者医療を含む）、予

防）、⑤ 家族（児童手当）、⑥ 積極的労働市場政策（雇用保険、雇用対策）、⑦ 
失業、⑧ 住宅（住宅手当）、⑨ その他（生活扶助）。（ ）内は例示。 

9 社会支出はPublic（一般政府（中央、地方政府、社会保障基金））とPrivate （Mandatory and Voluntary, 
義務的私的社会支出）に分類される。義務的私的社会支出は公的機関の規定に基づく雇用主による休

業被用者への直接疾病手当、私的保険基金への強制拠出による給付など。本稿では Public を集計。分

類の定義は国立社会保障・人口問題研究所「社会保障費用統計」用語の解説および同「OECD Social 
Expenditure Database マニュアル（和訳）」から引用。 
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図 1.4.2 高齢化率と対 GDP 社会支出（2015） 
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図 1.4.3 対 GDP社会支出の内訳（2015） 
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1.5. 税・社会保障負担との関係 
 

対 GDP 税・社会保障負担は日本では 30.6％である（図 1.5.1）。フランス

がもっとも高いが、フランスは対 GDP 社会支出ももっとも高い（後述）。 

 

 
図 1.5.1 対 GDP税・社会保障負担 
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日本は 1989 年に消費税を導入したが、法人税率や所得税の最高税率等を

引き下げ、対 GDP 税・社会保障負担が減少局面に入った。消費税率は 1997

年に 3％から 5％へ、2014 年に 5％から 8％へ引き上げられ、日本の対 GDP

税・社会保障負担が OECD 平均に近づきつつあるが、G7 の中では米国に次

いで低い（図 1.5.2）。 

 

 
図 1.5.2 対 GDP税・社会保障負担の推移 
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日本は対 GDP 税・社会保障負担の割に対 GDP 社会支出が大きいが（図 

1.5.3）、1990 年にはその逆であった（図 1.5.4）。 

オランダは 1990 年から 2017 年にかけて対 GDP 社会支出（Public）が減

少しているが、医療保険制度改革を通じて対 GDP 私的社会支出（Private 

（Mandatory and Voluntary））が増加した 10。 

 

10 2006 年から急性疾患・短期入院等に係る医療保険を民間保険会社が提供。 
佐藤主光「医療保険制度改革と管理競争：オランダの経験に学ぶ」（会計検査院研究 No.36（2007.9））
から引用。 

308



図 1.5.3 対 GDP税・社会保障負担と社会支出（2017 年・36か国） 
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*"OECD Social security contributions""OECD SOCX Database"から作成。日本は2015年、オーストラリア、メキシ

コ、トルコは2016年。対GDP支出はPubliｃ（一般政府（中央、地方政府、社会保障基金））。

 

図 1.5.4 対 GDP税・社会保障負担と社会支出（1990 年・26か国） 
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1.6. 医薬品およびその他非耐久性医療財支出 
 

医薬品およびその他非耐久性医療財支出は、医療用医薬品のほか、一般薬、

眼鏡、補聴器、体温計等を含む 11。日本（2016 年）の保健医療支出に占め

る医薬品およびその他非耐久性医療財支出の比率は 36 か国中 9 位で、G7 の

中ではもっとも高い（図 1.6.1）。OECD 平均が 2000 年代半ば以降低下傾向

にあるのに対し、日本では 2011 年（データが遡及修正された年）以降、横

ばいである（図 1.6.2）。 

日本の 2015 年は C 型肝炎治療薬の保険収載の影響、2016 年はその反動

減である。またそれ以前の 1998 年の落ち込みは、薬価の市場価格に加算す

る一定価格幅（加重平均値一定価格幅）が 10％から 5％に引き下げられ、薬

価▲9.7％改定となった年である 12。 

 
諸外国では医療技術評価（HTA：Health Technology Assessment）導入

後に薬剤料等の比率が低下するケースが見られる。フランスでは 2004 年に

HAS（Haute Autorité de santé, 高等保健衛生機構）、イギリスでは 1999 年

に NICE（National Institute for Health and Care Excellence, 国立医療技

術評価機構）を設立している 13。 

 

 

11 一般薬等については、「薬事工業生産動態統計」から推計されている。同調査直近 2017 年調査では

国内出荷額 9 兆 9,932 億円のうち医療用医薬品 9 兆 2,779 億円（92.8％）、一般用医薬品および配置用

家庭薬等 7,154 億円（7.2％）。 
12 厚生労働省「薬価改定の推移」2017 年 8 月 9 日 中央社会保険医療協議会薬価専門部会資料 
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000376813.pdf 
長期収載品は 8％から 2％に引き下げ。 
13 福田敬（国立保健医療科学院）「医療技術の費用対効果の評価と活用」（2012 年 5 月 23 日 中央社

会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会資料）をもとに記載。 
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002a7mj-att/2r9852000002anth.pdf 
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図 1.6.1 保健医療支出に占める医薬品およびその他非耐久性医療財支出 
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保健医療支出に占める医薬品およびその他非耐久性医療財支出

Current expenditure on pharmaceuticals (prescribed and over-the-counter 
medicines) and other medical non-durables, % of current expenditure on 

health(2018)

*"OECD Health Statistics 2019"から作成。日本・オーストラリアは2016年、イスラエルは2015年。

 
 
図 1.6.2 保健医療支出に占める医薬品およびその他非耐久性医療財支出の推移 
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2. 医療提供体制 
 

2.1. 病床数 
 
財務省は、日本と先進諸国の人口 1,000 人当たり総病床数（Total hospital 

beds）を比較して、日本の病床数の多さを問題にしている 14。しかし、日本

の総病床数には精神病床を含んでいる。先進諸国では、精神病床は別掲であ

る（日本は別掲にも重複して計上）（表 2.1.1）。 

先進諸国は、急性期病床（Curative (acute) care beds）とリハビリテーショ

ン病床（Rehabilitative care beds）は区別されているが、日本では急性期病

床は一般病床すべてであり、一般病床の回復期リハビリテーション病棟を含

む。日本の長期ケア病床（Long-term care beds）は療養病床であり、療養病

床の回復期リハビリテーション病棟を含む。 

 
イギリスは病床区分ごとの病床数を一部提出していない。またアメリカは

AHA 登録病院数が対象である 15。 

 

14 「社会保障について」2019 年 4 月 23 日 財政制度等審議会財政制度分科会資料 
https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/
material/zaiseia310423/01.pdf 
15 AHA（American Hospital Association、全米病院協会）に登録するには一定の基準を満たす必要が

ある。“Registration Requirements for Hospitals” 
https://www.aha.org/system/files/2018-12/registration-requirements-hospitals.pdf 
全米病院協会ホームページ https://www.aha.org/front 
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表 2.1.1 主な国の病床数の内訳 

病床数 （床）

Curative
(acute) care

beds

Rehabilitativ
e care beds

Long-term
care beds

Other
hospital
beds※

カナダ 2018 92,466 71,909 4,426 15,784 347 12,575

フランス 2017 399,865 206,619 105,725 31,507 56,014 56,014

ドイツ 2017 661,448 497,182 164,266 0 0 106,176

イタリア 2017 192,548 158,891 25,131 8,526 0 5,562

日本 2017 1,653,234 987,237 334,297 331,700 331,700

英国 2017 167,589 139,647 25,398

米国 2016 894,574 787,683 15,700 58,686 32,505 67,769

人口1,000人当たり （床／人口1,000人）

Curative
(acute) care

beds

Rehabilitativ
e care beds

Long-term
care beds

Other
hospital
beds※

カナダ 2018 2.5 2.0 0.1 0.4 0.0 0.3

フランス 2017 6.0 3.1 1.6 0.5 0.8 0.8

ドイツ 2017 8.0 6.0 2.0 0.0 0.0 1.3

イタリア 2017 3.2 2.6 0.4 0.1 0.0 0.1

日本 2017 13.1 7.8 2.6 2.6 2.6

英国 2017 2.5 2.1 0.4

米国 2016 2.8 2.4 0.1 0.2 0.1 0.2

※日本、フランスのOther hospital beds（その他）とPsychiatric care beds（精神病床）は重複計上

*"OECD Health Statistics 2019"から作成。英国は一部内訳なし。

調査年
Total

hospital
beds

Psychiatric
care beds

Psychiatric
care beds

Total
hospital

beds
調査年
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 人口 1,000 人当たりの急性期病床とリハビリテーション病床の合計は、日

本とドイツがほぼ同じ水準である。日本も含めて G7 各国の病床数はゆるや

かな減少傾向にある（図 2.1.1）。 

 

 
図 2.1.1 人口 1,000人当たり急性期病床数＋リハビリテーション病床数の推移 
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*"OECD Health Statistics 2019"から作成。カナダの2005年は推計変更。イギリスは2016年までのデータなし。
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65 歳以上人口 1,000 人当たり長期ケア病床（日本は療養病床）と長期居

住型施設病床数（Beds in residential long-term care facilities, 日本は介護

老人福祉施設と介護老人保健施設の定員数の合計）の合計は、日本では G7

の中では少ないほうである（図 2.1.2）。また各国ともに減少傾向で、高齢化

に施設整備が追いついていない。 

 

 
図 2.1.2 65歳以上人口 1,000人当たり 

長期ケア病床数＋長期居住型施設病床数の推移 
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*"OECD Health Statistics 2019"から作成。カナダの2016年は推計変更。イギリスは長期居住型施設のみのデータ。
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2.2. 医師数 
 

以下は、一般によく提示される人口1,000人当たり医師数のグラフである。

もっとも多いのはギリシャであるが、ギリシャの医師数は医師資格をもつ医

師数である（ポルトガル、チリも同じ）。ほとんどの国では Practising 

physicians で、日本では医療施設（医育機関の臨床系以外を含む）および介

護老人保健施設従事医師数が対象であり、日本の人口 1,000 人当たり医師数

は 2.4 人である（図 2.2.1）。なお、Practising physicians といっても各国の

定義はさまざまである 16。 

 

 
図 2.2.1 人口 1,000人当たり医師数 
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*"OECD Health Statistics 2019"から作成
1. Data refer to practising physicians. Practising physicians are defined as those providing care directly to patients.
2. Data refer to professionally active physicians. They include practising physicians plus other physicians working in the 
health sector as managers, educators, researchers, etc. (adding another 5-10% of doctors).
3. Data refer to all physicians who are licensed to practice.

 
 

16 たとえばアメリカは MD （Medical Doctors）と DO（Doctor of Osteopathy）が対象。 
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G7 との比較では、日本の人口 1,000 人当たり医師数は、カナダ、アメリ

カに近づいている（図 2.2.2）。 

厚生労働省は 2033 年頃に医師需給が約 36 万人で均衡すると推計してい

る 17。ここから計算すると、日本の人口 1,000 人当たり医師数は 2033 年に

3.1 人になる 18。現在の OECD 平均を下回るが、高齢化によって医療需要が

変化するため（急性期から回復期・慢性期へ、そして医師から多職種へ）、現

状と将来および高齢化率の異なる各国の医師数を単純には比較できない。 

 

 
図 2.2.2 人口 1,000人当たり医師数の推移 
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17 「医師の需給推計について」2018 年 4 月 12 日 医療従事者の需給に関する検討会資料 
医師の労働時間週 55 時間程度のケース 
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000203368.pdf 
18 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成 29 年推計）」 
2033 年 116,833 千人。 
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日本の人口 10 万人当たり医学部卒業生は、2018 年 6.9 人である（図 2.2.4, 

図 2.2.5）。日本は国内完結型であるが、諸外国は卒業医師数が海外流出する

ケースがある。 

イタリアは日本を除く G7 中 5 か国だけへ 486 人流出しているが、流入は

全体で 204 人であり、流出超過である（2017 年）。イギリスは 2000 年当時、

人口 1,000 人当たり医師数が日本と同水準であり（前述）、外国で訓練された

医師に依存するとともに、医学部定員を引き上げた。ドイツは人口 1,000 人

当たり医師数が G7 でもっとも高いが、医師養成数について高い水準を維持

している。ドイツでは外来機能を担う開業医（保険医）数が減少しており 19、

かつ、登録医数の 23.9％（2018 年）が非就業であると報告されている 20。 

 
図 2.2.3 外国で訓練された医師の割合 
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*"OECD Health Statistics 2019"から作成。日本を含め接続がない年はデータなし。
 

19 ドイツは、外来を担う医師（ambulant）と入院を担う医師（stationär）とに機能分化されている。

外来機能を担う医師のうち開業医が保険契約を行う。 
機能別医師数の推移：Ärztestatistik zum 31. Dezember 2018, Bundesgebiet gesamt 
https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/Statistik2018/
Stat18AbbTab.pdf 
開業医数(2018 年)：Kassenärztliche Bundesvereiningung Statistische Informationen aus dem 
Bundesaztregister, Bundesgebiet insgesamt 
https://www.kbv.de/media/sp/2018_12_31_BAR_Statistik.pdf 
上記統計の開業医数は保険診療参加医師（Teilnehmende Ärzte）のうち保険契約医師（開業医, 
Vertragsärzte）であり、心理療法士（Psychotherapeuten）を含む。OECD 統計には心理療法士は含

まれていない。 
20 Im Ruhestand bzw. ohne ärztli. Tätigkeit. 出所は上述機能別医師数に同じ。 
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図 2.2.4 人口 10万人当たり医学部卒業生 
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*OECD Health Statistics 2019から作成。日本は2018年。Luxembourgには医学部がない（平均から除いている）。
 

 
図 2.2.5 人口 10万人当たり医学部卒業生の推移 
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2.3. 薬剤師数 
 
薬剤師数は日本の場合、薬局（調剤薬局 21）の従事者（2016 年 172,142

人）と医療施設の従事者（58,044 人）の合計で 230,186 人である 22。人口

1,000 人当たり薬剤師数は OECD 加盟国の中で圧倒的に多く（図 2.3.1）、さ

らに増加している（図 2.3.2）。薬学部卒業生数も 2 番目に多い（図 2.3.3）
23。 

 

 

 
図 2.3.1 人口 1,000人当たり薬剤師数 
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*"OECD Health Statistics 2019"から作成。日本は2016年。最新データが2005年のSlovak Republicを除く。
 

21 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」で「「薬局」とは、薬剤師

が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所（その開設者が医薬品の販売業を併せ行う場合には、

その販売業に必要な場所を含む。）をいう。」（第 2 条第 12 項）と定義されている。 
22 厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」。調剤を行わないドラッグストアの場合は、薬局ではな

く医薬品販売業を選択する。 
23 日本の最新（2019 年）データでは、入学志願者：医学部医学科 135,893 人、薬学部薬学科 89,454
人、入学者：医学部医学科 8,896 人、薬学部薬学科 10,811 人。文部科学省「学校基本調査」より。 
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図 2.3.2 人口 1,000人当たり薬剤師数の推移 
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図 2.3.3 人口 10万人当たり薬学部卒業生 
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2.4. 受診回数 
 

次頁のグラフは、財政制度等審議会財政制度分科会に提出された資料 24と

同じである（データは更新している, 図 2.4.1）。 

日本の外来受診回数は第 2 位であるが、各国で事情が異なるので単純に比

較できない。電話によるコンサルテーションが一般的な国もあるが、電話、

メールは OECD の定義では対象外である。また OECD の定義では在宅医療

を含むが、在宅医療をカウントしているかどうかの明示がない国もある。 

 
対象範囲 

 日本：公的医療保険制度のすべての外来受診（在宅医療を含む）が対

象である 25。2000 年頃から受診回数が減少している（図 2.4.2）。 

 韓国：医師には韓医師（Korean oriental medicine doctors、漢方・鍼

灸）を含む。 

 ドイツ：四半期ごとの最初の 1 回をカウントしている。1 人当たり受

診回数は 2007 年で 17.7 回という調査があり 26、日本の受診回数より

も多い。 

 イギリス：2009 年までのデータしかなく、2009 年は GP（General 

Practitioner）の診察回数で 5.0 回である。 

 アメリカ：代表的なサンプルによる推計である。 

 

 

 

24 財政制度等審議会財政制度分科会「社会保障について」2019 年 4 月 23 日 
25 日本のデータは各保険者の事業年報、医療給付実態調査等を用いて厚生労働省が推計している医療

保険制度の数値であり、生活保護の医療扶助および柔道整復師の療養費等は含まない。 
26 “OECD Health Statistics 2019 Definitions, Sources and Methods Doctors consultations (in all 
settings)”による。元データは”BARMER GEK physician report 2010” 
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図 2.4.1  1人当たり受診回数 
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図 2.4.2  1人当たり受診回数の推移 
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外来受診回数の多さが、医療費の高さに直結しているわけではない。日本

では受診回数は多いが、外来受診 1 回当たりの費用は低い（相関係数-0.641, 

図 2.4.3）。財務省は、少額で比較的軽微な受診に対して定額負担を求めてい

るが、少額で軽微な受診を制限すると、高額で深刻な受診が増える可能性が

あることを考慮すべきである。 

 

 
図 2.4.3  1人当たり受診回数と 1回当たり外来医療費 
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で集計。日本は2016年。外来医療費は外来（Outpatient curative and rehabilitative care）および在宅医療（Home-based 
curative and rehabilitative care）の合計。単位はUS Dollar current prices, current PPPs。

（US$）
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日本の対 GDP 外来診療支出は、受診回数の多さから見るともっとも高い

水準ではないが、OECD 平均以上ではある（図 2.4.4）。外来医療費には薬局

調剤技術が含まれている（諸外国も同じ）。日本は薬剤師数の多さから同技術

料が多いのではないかと推察され、薬局調剤技術料が外来医療支出押し上げ

の一因になっている可能性がある。 

 

 
図 2.4.4 対 GDP外来医療支出 
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資料 
 
【OECD 全般】 

 OECD.Stat（OECD Database） 

https://stats.oecd.org/ 
【OECD 保健医療、社会支出、経済】 

 OECD A System of Health Accounts 2011 Revised edition（SHA2011, 

推計基準） 

https://www.oecd.org/publications/a-system-of-health-accounts-2011-

9789264270985-en.htm 
 OECD Health Statistics 2019 July 2019（保健医療） 

https://www.oecd.org/els/health-systems/health-data.htm 

 OECD Social security contributions 

https://data.oecd.org/tax/social-security-contributions.htm 
 OECD SOCX (Social Expenditure) Database （社会支出） 

https://www.oecd.org/social/expenditure.htm 
 「2010-2012 年度 OECD の SHA 手法に基づく総保健医療支出の推計

（National Health Account）」医療経済研究機構 2015 年 3 月 

 
【WHO】 

 WHO World Population Prospects 2019（人口） 

https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/ 

 
【日本の社会保障費用統計】 

 国立社会保障・人口問題研究所「社会保障費用統計」 

http://www.ipss.go.jp/site-ad/index_Japanese/security.asp 
 同上 用語の解説（OECD 社会支出の定義の解説） 

http://www.ipss.go.jp/ss-cost/j/fsss-h29/4/H29-1-yogo.pdf 
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年度
H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

総入学定員 7,625 7,793 8,486 8,846 8,923 8,991 9,041 9,069 9,134 9,262 9,420 9,419 9,420 9,330

臨時
定員

令和２年度
933人

恒久
定員

令和２年度
8,397人

令和2・3年度は、暫定的にトータルとして平成
31年度程度の医学部定員(1,011人)を超えない
範囲で、各都道府県や大学等とその必要性を踏
まえ調整を行っている。

令和4年度以降については、医師の働き方改革に
関する検討会の結論等を踏まえ、マクロ医師需
給推計を行った上で医師養成数の方針等につい
て見直す予定としていた。令

和
4
年
度

令和４年度以降の医師養成数について

地域枠等

※１ 令和2年度の医学部定員のうち、約6人に１人にあたる1,679名が地域枠であり、臨時定
員の中に840名、恒久定員の中に839名設定されている。（恒久定員のうち、94%が別枠
入試としている。）

1

令
和
2
・
3
年
度

○ 大学医学部・受験生へ配慮する観点から、令和4
年度の臨時定員については、暫定的に令和２・３年
度と同様の方法で設定してはどうか。令和５年度以
降の臨時定員については、令和３年春までを目途に
検討を行うことしてはどうか。

○ マクロ需給推計では将来的に医師は過剰になると
推計されており、将来的には定員を減員させる方向
性である。医師の地域定着割合を踏まえると※２、よ
り多くの地域枠を継続的に設定することが望ましいこ
とから、恒久定員内に地域枠を設定することを令和
４年度から推進してはどうか。

令和4年度の医師養成数の方針

※２ 過去の地域定着割合から推計すると、地域枠の枠数により地域に残る医師数が異なる。
（定員120名の医学部の場合）
例１） 一般枠100名＋地域枠20名 → (100x0.4)+(20x0.9) = 58名
例２） 一般枠50名＋地域枠70名 → (50x0.4)+(70x0.9) = 83名
（地域定着割合は臨床研修修了者アンケート調査（平成29～31年）厚生労働省調べより）

医療従事者の需給に関する検討会
第35回 医師需給分科会 資料２ 参考資料

令和２年８月31日
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令和５年度医学部定員と
歯学部振替枠について

1

医療従事者の需給に関する検討会
第39回 医師需給分科会 資料１

令和３年８月27日
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令和５年度医学部定員と歯学部振替枠の考え方について（案）

令和５年度の医学部定員については、歯学部振替枠を除き令和４年度と同様の方法で設定する。

歯学部振替枠に期待された役割は一定程度果たされたことから、同枠組みは廃止し、

地域の医師確保・診療科偏在対策に有用な範囲に限って、地域枠臨時定員として活用する。

入学
定員

地
域
枠

歯
学
部

振
替
枠

令和２～４年度
※令和４年度は予定

～～ ～～

歯
学
部

振
替
枠

令和４年度末

～～ ～～

地
域
枠

令和５年度
以降

～～ ～～

廃止

医学部臨時定員 歯学部振替枠の廃止のイメージ

R3歯振枠
：44名
R3地域枠
：888名

Ａ大学
Ｂ大学

Ｉ大学
歯学部定員減
を行った大学

～～ ～～ ～～ ～～歯
学
部
定
員 歯学部

定員減

～～ ～～

医
学
部
臨
時
定
員

【歯学部振替枠の取扱について】

廃止する歯学部振替枠の枠数（44名）につい
ては、地域の医師確保・診療科偏在対策に有用
な範囲に限って、地域枠臨時定員への活用を認
めることとし、当該枠については以下の運用により
措置してはどうか。
※事前に大学と都道府県との間で調整のついた範囲に
限る。

①新規の地域枠臨時定員は、元々歯学部振替枠を有し
ていた大学に限定せず、各大学から要望可能とする。

②当該枠は、将来時点（2036年）における医師不足
都道府県等の地域枠とし、総合診療科、救急救命科、
内科等、社会的なニーズに対応する枠（診療科指定
の地域枠）を設定する。

診
療
科

指
定

※ 歯学部振替枠には地域での従事要件なし。
※ 通常の地域枠においても診療科を指定することはこれまでも可能。

地
域
枠

2
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社保協 FAXニュース  21.9.29  

                      和歌山県社会保障推進協議会  

TEL 073-425-9355 FAX073-488-7623 

「有田市立病院を発展させ、地域医療を守る会」を結成 

 住民アンケート活動 有田市との懇談実施を申し合わせ 

有田地方大運動実行委員会などの呼びかけで、

9 月 28 日（火）に、「有田市立病院を発展させ、

地域医療を守る会」が結成されました。結成総

会には 30 人が集まりました。 

有田市立病院に産科を再開してほしい、小児

救急をやってほしいという住民の強い声におさ

れて地域では住民署名を集めて県議会に陳情す

るなど運動が広がってきました。 

ところが、有田市立病院が地域医療振興協会

に指定管理されるという情報が入り、市議会で

は市立病院を指定管理に移行できるとする条例が提案され、可決されました。指定管理されること

で、住民の医療要求はどうなるのか、医師は確保できるのか、働く職員の雇用はどうなるのか、委

託業者は続けて仕事ができるのかなどなど、心配なことがたくさん寄せられました。この間、準備

会を重ねて検討してきましたが、地域医療の中核病院である市立病院の充実を求める運動を広げよ

うということで、このたびの会の結成に至りました。 

「守る会」では、住民アンケート活動に取り組むとともに、有田市と懇談を 10 月中に行うことな

ど申し合わせました。また、学習会には県社保協から佐藤氏が講師として参加、福岡県飯塚市で指

定管理された病院の情報などをお伝えしました。 

 

★25 条宣伝活動を実施～75 歳以上の医療費 2 割負担反対を呼びかける 

 9 月 22 日（水）、県社保協は「25 条宣

伝活動」に取り組み、75 歳以上の医療費 2

割負担反対の署名活動を呼びかけました。

つい先日 75 歳になったという市民の方が

駆け寄ってこられ「大きな手術をして負担

がものすごくきつかった。これ以上高くな

ったら困る」と署名をしてくれました。行

動には 11 人が参加して、署名は 22 筆集め

ることができました。 

 

 

 

 

 

75 歳以上の医療費 2 割負担反対署名の要請行動のご案内 

 

◆日時 10月 12日（火）午前 10時 30分  

◆集合場所 名城ビル 2階 県地評事務所 

◆老人クラブ、医師会、諸団体を訪問します。ご参加をお願いします。 
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コロナ危機からいのちを守ろう！

一票で政治を変えよう！投票に行こう！

「自公政権を変えよう！市民街頭トーク」

９月１８日（土）午後３時～４時

神戸・元町駅前 主催：県革新懇

いのち・暮らしを蔑ろにする菅自公政権への怒りが、市民・市民団体の中で、かつてなく広が

っています。その声を広く訴え、要求実現・「市民と野党の本気の共闘」の発展で政権交代を求め

ていきましょう。みなさんのご参加をお待ちしています。

兵庫革新懇 MAIL ・ FAX短信
TEL＆FAX ０７８－３５１－２６１０ E－mail con.hyougo@gmail.com

202１・ 9 ・ 03

NO.71（部内用）

兵庫 10 区市民連合が再開会議（８月２９日）
２０１６年参院選、２１０１７年衆院選、２０１９年参院選、２０２１年の北海道・長野・広島の

国政選挙、東京都議選・横浜市長選など、この 4年間の野党共闘の発展について確認し合い、来るべ

き衆議院選挙にむけての対応について協議が行われました。

2020 年 9 月 22 日の 4つの柱と 15項目の 5野党 2会派への要望書、2021 年 6 月 14 日の 6項目の

提言内容を確認して、兵庫 10区の地域問題として①高砂市民病院の統廃

合反対、②JR 加古川駅どまりの普通列車が宝殿駅で折り返していること

から宝殿駅での乗降を可能にすること、③加古川図書館の建物の保存と活

用、④不要不急の播磨臨海道路反対④保健所の拡充・医療の充実など公衆

衛生対策、⑤加古川市勤労会館の貸館事業を駅前に移転するに伴う労働者

対策の後退を行わないこと、⑥神戸製鋼のばいじんが今年も 3か月連続して１平方キロメートルに 3

トンの基準をキャリーオーバーしたと報じられているが監視強化と指導を行うことを追加して立憲

民主党と日本共産党に対して早く要望書を提出して、早く政策協定を行い、正式な候補者調整を急

いでいただくことを要請することを確認しました。また、9 月 19 日のメモリアルデーを目途に

シンポジウムや合同街頭宣伝などを検討することを確認しました。

政治を変えよう！尼崎市民交流会は、

ＪＲ立花駅南陸橋上で 8 月３１日、「毎週の火曜日」の街頭宣伝を行

いました。「こんな政治がめちゃくちゃになってるときに、腰が痛いと言って

じっとしてられん」と、今西正行代表はブロック注射を打って痛みを抑えて

参加され、力強いスピーチをされました。こむら潤さんを含む延べ７人からのスピーチと一人からのメッセージ

がありました。コロナ感染が広がる中でのオリンピック開催など無策の菅政権に対し、政治を変えるしかな

い、そのためにも市民と野党の共闘でこむらさんを応援しようと訴えられました。こむら潤さんは、自身の経験

から文化･芸術の重要な役割、ジェンダー平等とは単に男女平等という言葉のことではないなど具体的な例

を挙げながら、菅政権による戦争の手助けができる危険な政治、とりわけ憲法改悪など許さず、平和憲法を

守る決意を述べ、ご一緒に頑張りましょうと訴えました。 尼崎革新懇 事務局長 松岡宗治
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2021 年 8 月 6 日 
日本自治体労働組合総連合 

 
新型コロナ感染症から住民のいのちとくらしを守りきるための緊急記者会見 資料 

 
■「安全・安⼼の医療・介護の実現と国⺠のいのちと健康を守るための国会請願署名（いの

ち署名）」はがき版（自治労連作成）、実施時期 2020 年 12 ⽉末〜2021 年 6 月 
■自治労連集約枚数 ：5 万 5255 筆 
■はがき版署名・回収数 ：5400 枚（1 万 1798 筆）（2021 年 7 月 26 日現在） 
■コメント付きはがき数 ：733 枚 
 

 
 

保健師、医療従事者の増員等 256 34.9% 

保健所、病院の増設、医療提供体制の充実 218 29.7% 

公立・公的病院統廃合反対、公務・公共の拡充や役割発揮を 95 13.0% 

政府・自治体への批判・要望 84 11.5% 

医療費・社会保障費削減反対、税金の使い方を変えて 103 14.1% 

その他 160 21.8% 

※注：割合(％)は、コメント有りのハガキの枚数に対するコメント内容の割合。 

ただし、1枚に複数の内容が書かれているものがあるため、合計が 100％にならない。 
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その他

医療費・社会保障費削減反対、税金の使い方を変えて

政府・自治体への批判・要望

公立・公的病院統廃合反対、公務・公共の拡充や役割発揮を

保健所、病院の増設、医療提供体制の充実

保健師、医療従事者の増員等

「いのち署名」はがき版に寄せられた住民の「声」 コメント有りのハガキ数：733枚

1
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１．コロナパンデミックを体験しての声 

・ 家で亡くなる方の事を考えるとやりきれない気持ちです。あすは我が身かも。 
・ コロナ報道に接する度、先進国と云われている我が国だと思っていたが医療等に於いて全て脆弱な体制にが
っかりしている。国⺠の命・健康に対してもっとしっかり考えて貰いたい。何にもまして国の基盤中の⼤事な
のだ。 

・ 連日のコロナ禍報道の下、保健所はもとより、医療・介護の体制強化がどんなに大切か、日本の貧弱さがい
やという程感じられてなりません。どうぞ国⺠のいのちとくらしを守って下さい。 

・ こんなに日本の医療が軟弱だと言う事を知りませんでした。安心しきっていた自分が恥ずかしいです。 
保健所や公的病院を増やす事は大賛成です。毎日を安心して暮らしたいです。 

・ コロナウイルスにおびえています。一時も早い終息を願っています。請願項目の全てに賛成です。私の、家
族の、国⺠の命を守ってください。 

・ 今回のコロナ感染によって日本の医療がいかに削減され疲弊させられているのかが手にとるように分かりま
した。政府が医療に財政的に投入しないことがひっ迫させています。 

・ 私たちの命や生活を守ってくださるお仕事をしている方たちを守れる社会になりますように。 
・ 医療現場はとても忙しく、厳しい環境だと思います。⾼齢の⺟が今⼊院していますが、どんなに忙しくても

いつも笑顔で命も気持ちも守ってくれています。是非増員をお願いします。 
・ 日本の医療はもっと充実しているものと思っていました。充実しているのは病床数だけで、医師・看護師 は

少なかったのですね。医師・看護師・保健師をぜひ増やすべきです。私たちのいのちを守るために。 
・ 日本の医療体制は欧米に対して充実していると報道されているが、こんなに医師・看護師が少ないとは 

知らなかった。 
・ コロナ感染で不安な毎日を過ごしています。病院と保健所は私たちの心のよりどころです。病院や保健所が

足りないのは政府のお金の使い方がまちがっているのです。人々の命を守り、安全で安心できる世の中が必要
です。ぜひ病院や保健所をふやして下さい。私達高齢者への最大のプレゼントだと思います。よろしく！ 

・ コロナ禍でこんなにも保健所が減らされて困ることになるんだと実感しています。 
・ この世で一番大切は？ひとびとの命です。健康って何ですか？考えれば分かること。これしかないです。 
・ 私たちの生活が守れない、命が守れない政治は早く終わりにして、安心して老後をすごしていける世の中で

あってほしい 
・ 保健所の大切さがよくわかりました。統合や数を減らしたらこんなコロナの様な感染症が広がってきた時、

対応ができないことになってしまった。このことをよく考えて欲しいと思います。 
 

２．医療・保健所の拡充を求める声 

・ 医療が逼迫している！賛成です。医療崩壊が迫っている今、体制強化は必要と考えています。 
・ 人命を救い守る医療従事者を必要人員確保することが重要だと思います。人手不足で感染拡大をする事がな

い様対策を望みます。 
・ 看護師・保健師ふやせ！！思いは同じです。声を上げたくてもうまく伝えられないもどかしさ・・・。国家

予算をうまくつかえ！税金のムダ使い！ 
・ このままでは、住⺠の命を守ることはできません。25 年間で半減した保健所を増やして下さい。保健師も・・・。

そして病院の統廃合をやめ、病院の医師も看護士も増やして下さい。 
・ この度のコロナ禍、国の大切な命を守る政策が不十分であったことが明らかになった。国の責任で十分な予

算を！ 
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・ 病院・医師・看護師を大切に、お金をもっと医療に使って下さい。 
・ 今求められているのは、病院や保健所などの効率化・縮小ではなく、拡充です。大幅な予算増で充実すべき

でしょう。死者が増えているのは、政府による人災です。これではオリンピックも開催できないでしょう。 
・ 医療体制を強化することを最優先して下さい。医療費削減をせず、国⺠が安⼼して暮らすことができるよう、

政府の役割を果たして欲しいです。 
・ みんなの命とくらしを守るため、病院や保健所が増えるよう体制を整えてください。おねがいします。 
・ このコロナ禍の中でつくづく思いました。本当に人の命を守る病院や看護師さんが日本は少ないのじゃない

かと。早急に増やさねばならないでしょうね。 
・ 日本は先進国とばかり思っていましたが、医療体制がこんなに不備だらけとは驚きました。保健所もどんど

ん減らされてきて、ここでそのことの重大さに気づいたはずなのに、まだ政策の見直しをしようとしないとは、
誰のための医療なのでしょうか？ 

・ コロナ感染症拡大で、医療・保健師の拡充はまったなしの課題が明白になりました。献身的に働く人達の待
遇も、人員も不十分なことも明らかになりました。国は公的医療機関の統廃合の方針を改めていません。今こ
そ、抜本的な医療体制の拡充と待遇の改善、人員拡充を求めます。 

・ 病床数・看護士・医師・保健師を増やし、コロナを早く終息させ、その後も安心して不測の事態にも対応で
きる医療をお願いします。 

・ 新型コロナウイルスが早期に収束してほしい。そのために、忙しい保健所や医療現場が手厚い体制となるよ
うに望む。 

・ 今後もコロナの感染拡大が予想される事から、これに対応するため医療・介護・福祉に十分な財源確保と 
医療体制の充実を図ることを切に願うものであります。 

・ コロナ対応で医療と保健所の体制が不十分なことがより明らかになったと思います。この機会に充実を図っ
てほしいです。 

・ 感染拡大が異常なほど拡大し、終息の見通しがたっていません。国の無為無策によるものでまさに人災とも
いうべきもの。 

・ 火事が起こらなくても、消防署は少なくすることはできません。いつおきるかわかりませんから。同じく病
院・保健所従事者など不測のできごとのために充分に確保しておいてほしいです。いつやってくるかわからな
いことに対し、いつでも対応できるように構えていてほしいと思います。 

・ これから先、またどんな強力なウイルスが出てくるか分からない。ますます対策は必要になってくる。その
為にも、公⽴病院・保健所の充実は、国⺠の命を守るためにもとても重要だと思う。 

 

３．政治に対する声 

・ コロナ感染の中、つくづく今の政治の在り⽅が国⺠の健康と暮しを考えていないことがわかりました。保健
所の削減、公立・公的病院の統合再編等々、日々不安に感じています。 

・ 消費税は医療・福祉に使うんではなかったか！？ 
・ 効率や費用削減ばかり優先して、保健所を減らしていったら、今このありさま。平時には予算をかけれない

と言っておきながら、今どれだけ重要なことか。大事なことはお金をかけるべき。安心と安全にお金を惜しん
ではいけないと思います。保健師を増やすこと！！看護師を増やすこと！！" 

・ 保健師さんの負担が大きすぎます。世界でも日本の医師・看護師が少なすぎます。先進国としてはずかしい
現状です。国⺠の命と健康を守るためにも現状を正しく⾒て下さい！" 

・ 命は大事！！それには健康が一番！！国がそれを保障すべき！！公立・公的病院と保健所の拡充を！！ 
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４．オリンピックについての声 

・ 今、五輪をやめて、子どもたちのいのちを守ること、私たちの老後の生活が過ごせるよう政治をお願いしま
す。 

・ 医療崩壊している。オリンピック反対。国⺠の⽣命が第⼀。 
・ 政府は国⺠の命を守る医療を最優先して下さい。医療に更なる負担をかけ、コロナ感染拡⼤のリスクが⼤き
いオリンピックは中止して下さい。 

・ 現状、オリンピックをやる事に集中するより、やらなければならない事があるはずだと思います。国⺠の声
に⽿を傾けて下さい！！国⺠の命を第⼀に！！！よろしくお願いします。 

 

５．医療や保健所等に働く人への声 

・ 看護士さんお医者さんに対して物心両面で応援したいと思います。せめて、政府は今出来ること全てを実行
すべきです。 

・ 公務員減らしで、みなさん激務の中がんばっている姿を見るにつけ、頭が下がります。がんばってください。 
・ 保健師さんにはいつもお世話になっています。保健師さん・医療関係者の皆さん自身の心と体の健康も守ら

れることを願います。 
・ 保健師・看護師他、医療従事者スタッフの皆さん、大変な仕事をされて感謝しています。皆さんの命と働く

環境を守る為、署名させていただきます。がんばってください。 
・ 公立・公的病院も保健所も不足のままで新型コロナとの闘いに先頭に立ちがんばって下さっている皆さんに

感謝しかありません。大きなストレスを抱え体を張って闘いにいどんでいるすべての公務関係への公的資金の
投入をすぐして下さい。それこそが今求められています！ 

・ 保健所・医療機関などで頑張っている皆さんに心から敬意を表します。しっかりとした体制を政府はつくる
ように努⼒すべきです。地⽅⾃治体の⾸⻑も同じです。 

・ 医療従事者の方々にこれ以上、負担や頑張りすぎないために、十分な財源確保や見直しをしてほしい。 
・ 医療現場と保健所勤務の方々とそのご家族の方々の体調や生活にとても心配です。体制拡充を！！ 
・ コロナ禍で身をけずって命をけずって使命感で戦って下さっている医療従事者の方や保健師の方々には感謝

しかありません。もっともっと増やして下さい！" 
・ コロナ禍で毎日大変なお仕事をされている医療従事者の方々に、本当に感謝しています。また、危険なお仕

事をされている全ての方々にも、感謝したいと思います。毎日の自粛生活はつらいですが、皆さんの苦労に比
べればまだまだ我慢できます。 

・ この一年コロナ禍の医療現場で働く従事者の皆さんには頭が下がります。そして精神的・体力的・努力・苦
労が報われます様、財政保障を願わずにはおれません。 

・ 医療の現場で、不安をかかえて最前線で働いてくれている人達に充分な保障を！！ 
・ 医療に携わる皆様日々のお仕事ほんとうにありがとうございます。コロナ禍の今、医療者がどんなに大切か、

どんなに必要かを思い知らされ、反⾯不⾜していることなどが広く国⺠に知らしめられたと思います。今のど
うしようもないダメな政治を変える勢いでがんばりましょう！！ 

・ 医療関係者や保健所の方々はご自身が体調不良になったら、ちゃんと休めるのだろうか？と日々心配になり
ます。１人１人の家庭は守れているのでしょうか？ 
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自治労連
「住民のいのちとくらしを守りきる」
ための3つの政策提言（案）

「憲法をいかし、住民のいのちとくらしを守りきりたい」
私たちの願いであり、それが働きがいです。
この数十年、公務公共の拡充を求めてきました。
いま、国民の皆さんから、拡充を求める声があがっています。

「みなさんと一緒に実現したい」
そんな思いをこめた「3つの政策提言（案）」です。
皆さんのご意見をお寄せください。

〒 112-0012 東京都文京区大塚 4-10-7 自治労連会館  
TEL 03（5978）3580  FAX 03（5978）3588
Email：jichiroren@jichiroren.jp
URL：https://www.jichiroren.jp/

私たちは全国の市役所、町村役場、都道府県庁や公共施設など自治体の
公務公共サービスで働く正規・非正規の労働者でつくる労働組合です。

日本自治体労働組合総連合

新型コロナウイルス感染を
止めるためPCR検査拡大と
保健所の体制強化を

保健所・
公衆衛生版

新型コロナウイルス
感染を止めるため

地域医療体制の拡充を

自治体病院版

コロナ危機のもとで
生活に困窮する失業者等を
行政が支えるために

雇用・福祉版
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菅首相は20年9月14日、「自助・共助・公助」を掲げ、「ま
ずは、自分でできることは自分でやってみる。そして、地
域や家族で助け合う。その上で、政府がセーフティネット
で守る」ものだと自民党総裁選後のあいさつで述べました。
新型コロナウイルス感染症（以下、「新型コロナ」）の拡大
のもとで仕事を失ったり、そのことによって生活するため
のお金や住まいがなくなったりすることは、個人の責任な
のでしょうか。

実際、外出や移動、営業の自粛などによってもたらされ
た経済活動の停滞は、雇用や労働条件に深刻な影響を及ぼ
し、中長期に続くと予想されます。その影響によって職を
失う、または就職できずに生活さえままならない人が増え
ています。

新型コロナによる生活危機は、すべての世代、あらゆる
業種、とりわけ低所得層に対して深刻な影響を及ぼしてい

ます。政府による「緊急事態宣言」の発令や「3密」を避
ける行動様式などは、宿泊業、航空・輸送業、飲食・サー
ビス・小売業、建設業など移動や対面してサービスを提供
する業種を中心に大きな打撃となっています。なかでも飲
食・サービス・小売業や宿泊業などの業種で多く雇用され
ているのが女性の非正規労働者であり、失業者の７割以上
が女性です。

この間、新自由主義的政策によって公的責任を縮小化・
放棄する「小さな政府」づくりが行われ、社会保障の切り
捨てが推し進められてきました。政府は、1995年の日経連
の「新時代の日本的経営」など、財界からの要求に応じる
形で、労働者派遣法や労働基準法など労働法制の様々な規
制緩和を行い、低賃金・不安定労働者を大量に生み出して
きました。特に、08年に発生したリーマン・ショックの際
には、製造業などを中心に大企業が「雇用調整」の名のも

はじめに
2020年1月、日本で初の新型コロナウイルス感染者が確認されてから1年が経過しました。いまだ収束を見通せない中、

経済・雇用情勢の悪化に伴う失業者や生活困窮者が今後さらに増加することが見込まれます。住民のいのちと暮らしを守
りきるため、以下のことを早急に実現しなければなりません。2021年３月１日、以下の提言（案）を発表しました。

〈 提 言 〉
一．新型コロナウイルス感染症拡大にかかる各種給付金について、すべての国民の生活を支

えるものとなるよう、増額・要件緩和などの必要な措置を講じるとともに、徹底した周知
を行うこと。さらに、個人事業主や請負・フリーランスなどへの支援を拡充すること。

一．住まいをなくした生活困窮者の実態をつかむとともに、国の責任でただちに安定した住
まいを提供する仕組みを構築すること。

一．雇用保険制度について、受給資格要件や所定給付日数、給付制限などを見直し、失業時
のセーフティネットとしての機能強化を図ること。

一．生活保護を利用しやすくするための取り組みをさらに強化すること。
一．労働行政や福祉行政について、生活に困窮する失業者等の相談に対応できる人員と予算

を確保すること。
一．国と自治体の連携の強化を図り、生活困窮などの相談に対して必要な支援を行っている

部署へつなぐ体制を構築すること。

コロナ危機のもとでの生活に困窮する
失業者等を行政が支えるために
「住民のいのちとくらしを守りきる」ための提言（案）　－雇用・福祉版－

日本国家公務員労働組合連合会（国公労連）
日本自治体労働組合総連合（自治労連）

全労働省労働組合（全労働）
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とに非正規労働者や派遣労働者を大量に解雇し、「年越し
派遣村」等大きな社会問題となったことは記憶にも新しい
出来事です。

今の社会では、家族・地域の関係や機能が希薄化し、虐
待・DVが社会問題になるなど家族等に頼れない人が数多
く存在します。しかも、逆進性が強い消費税率が引上げら
れるなど、税制における所得再分配機能が脆弱です。仕事
を失ったり、住まいがなくなったりすることは、決して個
人の責任ではありません。「健康で文化的な最低限度の生
活（生存権）」（憲法25条）と「働く権利（勤労権）」（憲法
27条）を保障するのが、国・自治体の役割です。

コロナ危機のもとで、国・自治体が公的責任としての本
来の役割を発揮し、生活に困窮する失業者等を支援してい
くため、今後どのような政策・制度の構築、および現場で
の運用を行っていくべきでしょうか。本提言（案）は、公
的支援策について、現在の主な制度の現状と課題を明らか
にするとともに、今後危惧される大量の失業やそれに伴う
生活困窮者の増大に対してどのように対策を行うべきか、
提言するものです。

１．	コロナ危機のもとでの失業・貧困をめぐる
状況

（１）悪化する雇用、拡大する格差と貧困

①経済はマイナス成長、過去最多の休廃業
新型コロナは、感染症そのものが人のいのちを脅か

すだけでなく、経済・雇用の深刻な悪化のための生活
困窮によるいのちの危機をもたらしています。

内閣府によると、20年における日本の実質GDPは前
年比4.8％減となり、リーマン・ショック後の09年（5.7％
減）に次ぐ、統計開始以降2番目の悪化幅となりました。
また、東京商工リサーチによれば、20年に全国で休業
や廃業、解散した企業は19年比14％増の4万9,698社で、
休廃業は00年の調査開始以来最多を記録しています。

他方、利潤追求を第一に多国籍企業が国を越えて活
動し、大企業や資本家が莫大な利益を上げ、富める者
と貧しき者との格差が拡大しています。「アベノミク
ス」による大規模な金融緩和や優遇税制で大企業と一
部富裕層が利益を増大させており、内部留保は拡大の
一途です。一方、その間の2度の消費税増税が国民生
活を直撃し、消費が冷え込むとともに格差と貧困が一
層拡大しました。

②宿泊・飲食・小売などでの失業者・休業者が増加
厚生労働省は、コロナ関連解雇が2月19日時点で8万

8,574人（見込みを含む）になると発表しました。また、
完全失業率は20年3月から12月までで2.6％～ 3.0％と、
リーマン・ショック時に比べれば低い水準であるもの
の、上昇傾向にあります。同様に、厚生労働省が公表
した20年平均の有効求人倍率は1.18倍と、前年比で0.42

ポイント低下し、リーマン・ショック以来の下落幅と
なりました。

コロナ危機の中で休業者は20年6月には約600万人に
上りました（総務省発表）。特に、宿泊業、飲食サー
ビス業、生活関連サービス・娯楽業、製造業、建設業
において顕著に見られます。海外からの観光客の激減
や国内での移動自粛、飲食店などでの営業時間短縮、
国際的なサプライチェーンの途絶などによる影響で
す。他方、雇用保険基本手当の受給者実人員は20年3
月以降上昇を続け（12月時点で約47万人、前年同月比
約10万人増、厚生労働省）、失業者も着実に増加して
います。

③非正規雇用労働者、個人事業主や自営業の生活を直
撃

こうした雇用情勢の悪化によっていち早く如実に表
れたのが非正規雇用です。総務省の労働力調査によれ
ば、非正規労働者数は20年3月の2150万人から4月には
2019万人となり、131万人が職を失いました。

日本では労働者の約4割が非正規労働者です。年収
200万円以下の労働者は13年連続で1000万人を超える
状況が続いており、そのうち8割が非正規労働者です。
今回新型コロナの影響を受けた宿泊業や飲食・サービ
ス業に従事する非正規労働者には女性が多いため、公
共職業安定所（ハローワーク）や福祉事務所などでは
20 ～ 40代の女性からの相談も増加しています。

また、請負やフリーランス、業務委託などの個人事
業主や自営業者等の収入減も深刻な状況となってお
り、持続化給付金等の申請が増加しています。

④女性の自殺者・DV被害者の増加
野村総研の推計では、女性のパート・アルバイトで

仕事が半分以上に減り、休業手当が支払われなかった
「実質的失業者」が昨年の12月時点で90万人に上ると
されています。

また、立場の弱い女性が生活困窮やDVなどに直面
し、自殺者が急増しています。内閣府の調査では、昨
年4 ～ 11月のDV相談件数は各月前年比で1.3 ～ 1.6倍
増加しています。20年の女性の自殺者は6,976人で19年
より885人増加しました。特に10月は約9割増の879人
に上っています。

⑤ある意味「ふつう」の人の生活が急速に追い込まれ
ている

年末年始に全国各地で相次いで行われた「なんでも
相談会」「年越し大人食堂」では、「飲食店で働いてい
た」「ホテルの仕事をしていた」「日雇いで建築関係の
仕事をしていた」などの多岐にわたる相談が寄せられ
ました。相談者の中には「月20万円前後の収入があっ
た」という人も少なくありません。これまでフルタイ
ムで働いていて、自分一人分の生活費は何とかまかな
えていた、そんな「ふつう」に働いて生活できていた
人までもが生きることさえままならない事態に追い込
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まれています。
緊急事態宣言の発令とともに都内のネットカフェが

休業を余儀なくされたため、路上に放り出された「ネッ
トカフェ難民」は数千人以上いると言われています。
都内の福祉事務所や支援団体には、解雇され寮から追
い出された人たちなどを含め、住まいをなくした人か
らの相談が後を絶ちません。

⑥就職内定率が大幅減、大学等の退学者も増加
景気低迷の長期化は学生生活や就職活動にも大きな

影響を与えています。今春卒業予定の大学生の就職内
定率は20年10月時点で69.8％にとどまっています。前
年同期よりも7ポイント減と、リーマン・ショック後
に次ぐ下落幅となりました。さらに、文部科学省の調
査によると、新型コロナの影響で全国の国公私立の大
学や短大、高等専門学校を中退した学生は1,367人に上
ることが明らかになっています。理由は「経済的困窮」
や「学生生活不適応や修学意欲低下」などとなってお
り、アルバイトがなくなるなどして学業を継続するこ
とができない学生が増加しています。

（２）政府はどのように対策してきたか　―後手後手の対
策の繰り返し

①「全国民一律10万円」、各給付金の支給要件の緩和
この間、政府はどのような対策を行ってきたので

しょうか。まず、全国民に対して一律に10万円を給付
する「特別定額給付金」が挙げられます。当初、政府
は後ろ向きでした。しかし、SNSを中心に「自粛要請
と給付はセット」「生活を保障せよ」との世論が国を
動かしました。

個人に対しては、既存の制度である雇用保険制度、
生活保護制度、生活困窮者自立支援制度などの利用促
進に加え、緊急対応策として「住居確保給付金」（給
付）、「緊急小口資金」（貸付）、「総合支援資金」（貸付）
などの支給要件を緩和して申請を促しました。

厚生労働省によれば、20年3月25日～ 12月19日まで
に、「緊急小口資金」及び「総合支援資金」の両貸付
の全国での累計支給件数は1,406,499件に上り、累計支
給決定額は5,434.1億円に達しました。東日本大震災が
起こった2011年度が1年間で約7万件の支給であったこ
とと比べてもこの数字は現状の厳しさを物語っていま
す。しかし、あくまでも貸付であり借金です。

②制度利用せず労働者の休業補償を行わない企業も
企業や個人事業主、労働者に対しては、「雇用調整

助成金」の特例措置や「持続化給付金」「家賃支援給
付金」「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・
給付金」などの支援制度が新設されました。

しかし、非正規労働者を組織する労働組合には「シ
フトをすべてカットされ何の補償もない」「昨年、3月
頃から休むよう言われ、正社員が休業補償８割、派遣
社員は６割と言われた」などの相談も寄せられていま

す。企業による申請が必要なため、労働者が声をあげ
なければ放置されかねません。

厚生労働省がパートやアルバイトらに休業手当を支
払わなかったことが把握できた大企業25社に支払いを
要請したものの、全社が要請に応じなかったことが報
道されています。

③短期的な後手後手の対策ではなく社会保障制度の抜
本的改革を

いずれの対策も労働者が声を上げる中で政府が後手
後手に対応した時限的な措置であり、今春に期限を迎
える予定のものも少なくありません。いかなる時にも
くらしを支えられるよう雇用と生活を守る社会保障制
度の抜本的な改善が必要です。

２．失業者等を支援する現行制度の現状と課題

失業時の所得補償制度としてまず挙げられるのが「雇用
保険制度」です。それに加え、生存権に基づく国民の最低
生活保障を目的とした「生活保護制度」があります。この
2つの制度を基本とし、生活保護に至る前の段階の低所得
層への自立就労支援制度として、2015年に「生活困窮者自
立支援制度」が施行されました。また、緊急雇用対策では、

「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」も
新設されています。

以下、これらの制度を中心に失業者等を支援する制度に
ついて、とりわけ新型コロナの影響によって顕在化してい
る問題点を整理します。

（１）雇用保険制度

　　雇用保険は労働者が失業した場合に必要な給付を行
いながら、生活と雇用の安定を図る政府管掌の保険制度
です。

　　その上で、厚生労働省は感染症拡大下で再就職が困
難な状況を背景に、感染症に関連する離職を雇用保険の
特定離職理由に追加するとともに、基本手当の給付日数
の延長に関する特例（個別延長給付）を設けました。

　　これらの特例は、失業者の救済に資する一方、緊急事
態宣言の前後で離職理由を区分することは失業者の実態
に即していません。特に、個別延長給付について、一律
に給付日数を延長する全国延長給付がありながら、リー
マン・ショック時や東日本大震災を含めて一度も発動さ
れたことがなく、近時の経済状況に即した見直しが求め
られます。

　　そもそも、雇用保険の失業給付は、過去数次に渡る
見直しで制度自体が脆弱になっています。

　　まず、受給資格について、かつては離職の日以前１
年間に被保険者期間が通算して６か月以上あれば受給資
格を満たすとなっていました。しかし、2005年法改正に
おいて、自己都合離職者や特定理由離職者の一部は、離
職の日以前2年間に12か月以上の被保険者期間が必要と
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なり、雇用の短期化が進む現状に即していません。
　　また、給付日数について、かつては離職の日におけ

る「満年齢」「被保険者期間」「離職理由」に応じて90
～ 330日（障害者等の就職困難者を除く）の範囲で定め
られていました。しかし、2001年法改正において、特定
受給資格者か否かで給付日数が大きく変わる制度とな
り、自己都合離職者や特定理由離職者の多くは最低ライ
ンの90日にとどまっています。

　　さらに、自己都合離職者について、いわゆる給付制
限がかけられ、離職時の生活を支えるとする基本理念に
反するものと言えます。この点、20年10月より給付制限
期間が短縮されましたが、その内容は「3か月」から「5
年間で２回に限って2か月」とするものであり、決して
十分でありません。

　　財政措置にも課題があります。雇用保険の国庫負担
は4分の１（しかも、長期に渡ってその10分の１で運用）
しており、今回のような景気悪化時には財政の不安定化
につながりかねず、国の責任による財政保障（国庫負担
の拡充）が求められます。

（２）生活保護制度

①生活保護制度は、自分の資産や能力、さまざまな制
度を活用しても生活を維持することができない方（世
帯）に対して、直ちに居宅や申請のあった現在地にお
いて、住居、生活費、医療など、その生活を保障する
とともに、自立した生活が送れるよう支援することを
目的とするものです。同時に、ケースワーカーによる
支援を受けながら、公共職業安定所との連携のもとで
職業訓練や求職活動を行うことができます。

②生活保護制度の問題点は様々に指摘されてきました。
保護基準となる最低生活費の低さと捕捉率の低さ、自
動車などの保有資産要件の厳しさ、親族への扶養照会、
生活保護制度自体への負のイメージ、制度と運用の実
態の乖離などが挙げられます。

③例えば、生活保護制度には「現在地保護」の原則（住
所がはっきりしない場合や急迫した状態の場合、その
時にいる場所の自治体で保護する）があります。「こ
こに住民票がなければダメ」「ホームレスの方は居住
する場所が定まらないと申請できない」と、制度と異
なる対応をした自治体があります。また、「ビジネス
ホテルに泊まりながら生活保護を利用することはでき
ない」と誤った説明をした自治体もあります。三重県
桑名市で失職した20代の男性は4月半ば、いくつもの
自治体をたらい回しにされ、最終的に支援団体による
支援のもと東京で生活保護を申請することができた、
という実例もあります。国の圧力や自治体の政策が、
窓口で保護件数を増やさないよう、いわゆる「水際作
戦」の一因となっています。

④最も重要な問題は、生活保護制度が生活に困窮した
時に国民の権利として利用できる制度だということが

浸透していないことです。それどころか芸能人バッシ
ング等によって意図的につくられた負のイメージで、
生活保護にだけは頼りたくないという忌避の念が広く
浸透しています。それによって、国民の中に「生活保
護を受けたくない」という意識が作られていると考え
られます。生活保護を必要とする場合には、安心して
利用できる制度にしなければなりません。

（３）生活困窮者自立支援制度

①2015年に施行された生活困窮者自立支援法は、就労
による自立に重点が置かれているなどの特徴がありま
す。また、社会的孤立や生活支援という視点が含まれ
ず、あくまで「就労自立」を前提としています。一度
は就労しても、孤立や生活の立て直しが解決されない
場合には、社会構造的な「貧困状態」の解決をはかる
ことは困難です。

②2018年の法改正により、「生活困窮者」の定義や各種
事業における国庫負担基準も見直され、制度の改善が
一定進んできました。しかし、取り組む自治体の姿勢
によって、大きな差が生じていることが問題です。

　　実際、必須事業である自立相談支援事業を直営で
実施し、就労後の生活支援を含めてしっかり取り組む
自治体もあれば、官民協働の名の下に任意事業ともど
も丸ごと委託し、委託事業者任せにしている自治体も
あります。これでは、ナショナルミニマムとしての役
割が果たせません。

③自立相談支援事業とともに必須事業となっている「住
居確保給付金」が、コロナ危機において第２のセーフ
ティネットとして機能したため、生活保護利用者が今
のところ急増していないと考えられます。しかし、「住
居確保給付金」への利用希望者が殺到し窓口が大量の
給付事務に追われたことで、就労準備支援事業や家計
相談支援事業など自立相談支援の取り組みが十分にで
きなくなっています。

④感染拡大が止まらず、休業要請の対象拡大や営業時
間の短縮、そして２度目の緊急事態宣言のもとでさら
に失業者が増え、生活保護制度同様、生活困窮者自立
支援制度の役割が高まることが予想されます。そのた
めの体制が全国で確保されることが急務です。

（４）住まい確保の支援制度

①20年4月に緊急事態宣言による休業要請で、都内だけ
でも数千人以上がネットカフェから路上に放り出され
ました。ネットカフェを住まいとする人は平均月収が
11万円程度であり、住まい確保に困難をきたしていま
す。

②安定した住まいの確保においてハードルとなってい
るのは、第一に、高額な初期費用や保証人確保、住民
票や印鑑証明の提出などです。第二に、自治体の公営
住宅は単身者向けの住宅を中心に根本的に数が少な
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く、地域によっては「倍率100倍超え」「10年待ち」な
どで、生活に困窮した人が一時的に入居できるものに
はなっていません。長期的には公営住宅の拡充、入居
要件の緩和といった生活困窮者に対する住宅対策をさ
らに行っていく必要があります。

③一時的な住まいの確保のため生活保護利用者に提供
されているのが「無料低額宿泊所」（以下、「無低」）です。
ある無低では、10人以上の相部屋で、保護費の中から
宿泊料や食費等の名目で月に10万円以上が徴収され、
本人の手元にはほとんど現金が渡されないという実態
もあり、貧困ビジネスの温床と言われ、社会問題となっ
ています。

④一時的な家賃支援として申請と給付が急激に増加し
たのが「住居確保給付金」です。そもそも「住居確保
給付金」は「生活困窮者自立支援制度」に基づく給付
で、求職活動を行うことが支給要件の一つとなってい
ます。新型コロナ感染拡大のもとで、求職活動要件が
不要とされ、原則3か月の支給期間が最大1年に延長さ
れました。さらに、「休業等により収入が減少し、住
居を失うおそれがある人」も対象者に含められること
になり、自営業者やフリーランスも対象になりまし
た。求職活動要件が不要とされたものの（※2021年か
ら再び必要）、求職活動が必須とする運用も見られま
した。これらの要件緩和により、申請は4月～ 8月の
わずか5か月で10万件を超え、リーマン・ショックの
影響などで最多となった2010年度１年間の約３倍とな
りました。しかし、住居確保給付金は生活保護の住宅
扶助と同額であり、例えば東京都特別区では単身で最
大53,700円、2人世帯で最大64,000円。家賃を払いきれ
る水準ではありません。さらに、自治体から申請者本
人ではなく家主に対して直接振り込む運用となってい
ます。生活が苦しい実態を家主に知られることを恐れ
て申請を諦める人も多く存在したことが指摘され改善
が必要ではないでしょうか。　

（５）緊急雇用対策

１）雇用調整助成金

雇用調整助成金（以下、「雇調金」）はこれまで、経済
上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主にお
いて雇用維持を図る（離職させず、休業等で雇用維持を
図る）目的で運用されてきました。そして、急激な景気
後退期や大規模な自然災害時には、地域や規模を限定し
て特例措置が講じられています。

感染症に関する雇調金の特例措置は当初、日本・中国
間の人の往来の急減により影響を受ける場合などに対象
を限定していました。しかし、感染症の拡大に伴って多
くの事業主や労働者が苦境に立たされる中、厚生労働省
は短期間のうちに要件の緩和や手続きの見直しを相次い
で行ったものの、労働局や公共職業安定所の実務を担う
現場への伝達が追いつかず、相談者から報道内容を尋ね

られても返答できない状況が発生しました。
また、申請受理から支給までの期間について、公正な

審査の観点から通常３か月程度要していたものを、２週
間を目途にした支給決定とされました。そのため、労働
行政の第一線機関では応援体制を組み、休日を返上して
対応を続けています。しかし、相応しい体制がない中、
迅速支給に対するプレッシャーが高まり、問い合わせや
苦情への対応も続き、職員・非常勤職員は身体的にも精
神的にも大きく疲弊しています（実際、メンタル疾患も
発生しています）。

２）新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

感染症が拡大する中、休業手当（労働基準法第26条）
の支払義務を履行しない事業主の下で休業する労働者の
救済に関心が高まり、とりわけ雇調金では労働者が直接
請求できないことが国会などで取り上げられました。こ
うした中で厚生労働省は、休業手当を受けることのでき
ない労働者が国に直接申請できる「新型コロナウイルス
感染症対応休業支援金・給付金（以下、休業支援金）」
を急ピッチで設計しました。

その後、第２次補正予算（20年６月）によって各種予
算が確保され、７月より休業支援金の受付が開始されま
した。当該制度では迅速支給を第一に簡易な制度設計と
なっていますが、厚生労働省は事業主に対して、あくま
で休業支援金よりも雇調金を活用するよう呼びかけてい
ます。すなわち、休業支援金は事業主が支払うべき休業
手当を肩代わりする制度でなく、労働者が休業支援金の
支給を受けても事業主に対する労働基準法上の支払義務
が免責されない（ただし、労働者が休業支援金を受給し
た後、事業主が休業手当を支払った場合には休業支援金
を返還）ためです。

一方、休業支援金の受付開始後は、事業主の協力不足
やシフト制への対応などの課題が指摘されるとともに、
実務上では申請者本人や事業主に対して確認を行うにも
連絡が取れないケースがあるなど様々な問題が発生して
います。

３．	体制整備をはじめとする現状の課題

（１）相談体制の不充分さが露呈している

①厚生労働省によると、20年4月の生活保護の申請件数
は2万1486件と24.8％増加し、住居確保給付金の申請
も前例にないほど急増しました。住居確保給付金を扱
う窓口については福祉事務所であったり、生活困窮者
への相談窓口であったり、自治体によって対応は様々
です。

　　新型コロナ感染拡大防止のため、福祉事務所を含
む自治体の職場でも出勤者を削減することが求められ
ました。また、「基本的には訪問は行わない」という
自治体も増え、ただでさえ各ケースワーカーの担当世
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帯数が多く、利用者の生活状況を把握することが困難
になっています。

②また、住居確保給付金の申請を扱う生活困窮者への
相談窓口では、その負担が深刻です。大阪弁護士会が
6月から8月にかけて行った調査では、相談件数の急増
による深刻な人手不足や労働環境の改善を訴える声が
相次ぎ、相談員のうち75％が「体も気持ちも疲れ果て
たと思うことがある」、43％が「仕事を辞めようと思っ
たことがある」と回答しました。都内の相談員から
も、「4月から7月頃にかけては23時に帰れればいいほ
うだった」「他部署からの応援もあったが、1週間連続
でいてくれれば良いほうで、数日で代わってしまい、
何度も教えなければならない負担もあった」などの声
が寄せられています。

　　その結果、本来であれば給付とともに家計支援、就
労支援などを一体的に組み合わせた伴走型支援を行う
ことが重要ですが、現場の体制が追いつかず、生活の
立て直しという視点抜きの給付とならざるをえず、相
談が十分に対応しきれない体制だと言えます。

③労働行政においても、その実務を担う労働局や公共
職業安定所、労働基準監督署といった第一線機関では、
政府の定員合理化計画（５年間で10％の定員削減）に
よる職員の削減が続いたため、膨大かつ迅速さが求め
られる感染症関係業務の遂行に追いつけず、混乱が続
いています。特に、地方労働行政では、この10年間で
1,300人余りの定員削減が強行され、恒常的な人員不
足の状態に陥っており、過重労働の蔓延と健康被害が
深刻な状況となっています。

　　また、庁舎が狭隘であるため、「三密」の回避が物
理的に困難となっています。こうした中、執務環境の
整備も課題となっています。

（２）背景にある人員不足や経験・熟練の不足

①相談体制の不充分さの背景には、公務が縮小化され
てきたことによる国・自治体行政など職員体制の脆弱
さと経験・熟練の不足があります。

　　自治体では、財政危機を理由にした職員削減が強
行されており、生活保護ケースワーカーの人員不足が
全国的に顕著に現れています。厚生労働省による2016
年「福祉事務所人員体制調査」（「2016年調査」）では、
ケースワーカーの配置標準数（担当世帯数）は「郡部
では充足している」が「市部では不足」し、「政令市
では３市（川崎、相模原、浜松）のみ充足」となって
おり、全く人手が足りません。地方分権改革によって
担当世帯数が「法定数」から「標準数」とされたこと
により、担当世帯数が上限から目安となり、ケース
ワーカー 1人あたりの担当世帯数は、標準数80：１を
大きく上回る状況が慢性的に続いています。2014年5
月に自治労連が実施した生活保護職場の全国交流集会
でも、「リーマン・ショック後、保護申請が押し寄せ、

問題ケース以外訪問できない」「一人当たり140ケース
で、事務処理が多く、やるべきことができない」など
の声が出されました。現在の都内福祉事務所でも「平
均110世帯。130世帯以上を担当する人もいて、訪問も
訪問に行くこと自体が目的となって住民の生活状況を
把握できていない」など深刻な労働実態は改善されな
いままになっています。

②また、生活保護の職場では経験年数の短い若手職員
も多く、「2016年調査」によれば、全国平均で経験1年
未満の職員が24%、3年未満の職員が62％となってい
ます。さらに、高齢・障害・稼働年齢層など世帯類型
によって担当職員が配置される自治体や、就労支援や
年金手続き支援などの業務によって専門員が配置され
るなどの分業化がすすみ、住民ひとりひとりの課題に
対して長期的な観点に立って寄り添うことが難しい状
況も生まれています。そして、分業化によって切り分
けた業務を不安定雇用の会計年度任用職員に置き換え
たり、民間業者に委託したりするなど、公務の非正規
化や偽装請負と公的責任の放棄に繋がっています。

③このような流れの中で、19年12月に政府は「令和元
年の地方からの提案等に関する対応方針」の中で「ケー
スワーク業務の一部委託化」の方針を閣議決定してい
ます。新型コロナ感染拡大の影響による失業者の増大、
国民生活の悪化・不安定化が今後さらに懸念されるも
とで、個々の問題に寄り添い、一体的な支援で生活を
支えるケースワークの実施のため、政府はただちに委
託化方針を撤回すべきです。

④一方、労働行政でも政府の定員合理化計画のもとで
職員の削減が続いており、人員体制が圧倒的に不足し
ています。実際、先進諸国と比較しても職員数は少な
く、職業相談などにじっくり時間をかけられない実態
にあります。

　　こうした中、政府は非常勤職員の配置も行ってお
り、労働行政の第一線においても経験豊富な非常勤職
員が重要な役割を果たしています。しかし、非常勤職
員の定員数は毎年の各府省予算によって決められるた
め、減らされる年度もあり、行政運営はもとより、当
該非常勤職員の雇用を不安定にしています。

　　そして、目の前の業務への対応に精一杯とならざ
るを得ず、先輩職員から後輩職員への経験の伝承や知
識の習得を行うのも困難になっています。こうした状
況の改善も喫緊の課題です。

４．	失業者・生活困窮者等を支える支援策の
拡充と体制の強化を（提言）

（１）新型コロナウイルス感染症拡大にかかる各種給付金
について、すべての国民の生活を支えるものとなるよう、
増額・要件緩和等などの必要な措置を講じるとともに、
徹底した周知を行うこと。さらに、個人事業主や請負・
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フリーランスなどへの支援を拡充すること

　　緊急雇用対策として行われている雇調金の特例措置、
持続化給付金などの施策の中には、予算に対して申請が
著しく少ない支援金もあります。これらの状況を改善す
るため、現場の声を聞き取り、必要に応じて増額や支給
要件の見直しを行うことが必要です。

　　また、労働者が個人で申請可能な休業支援金の浸透
不足についても指摘されています。申請を自己責任にせ
ず、国・自治体ともに広く周知を図っていく必要があり
ます。

　　一方、飲食業などの休業要請に基づく協力金につい
て、政府は一律一日６万円を支給するとしていますが、
店舗の規模や立地条件によって要する経費は大きく違い
があり、実態を踏まえた対応が必要です。

①新型コロナにかかる各種給付金について、実態を踏
まえた拡充を図るとともに、必要な人に支援の手が届
くよう制度を改善すること。

②各制度の周知徹底を図ること。
③個人事業主や請負・フリーランスなどへの支援を拡

充すること。

（２）住まいをなくした生活困窮者の実態をつかむととも
に、国の責任でただちに安定した住まいを提供する仕組
みを構築すること

　　生活困窮者の生活再建の足場となる住まいは必要不
可欠であり、「住まいは人権」です。

①路上生活者などの状況を把握し、必要な支援を行う
など、全自治体が担当課の職員を増員し、積極的に働
きかけるようにすること。

②アパートの入居要件の緩和や公営住宅の拡充を行う
こと。公営住宅の拡充にあたっては地域の事情をふま
え自治体間の連携を行うこと。

③無料低額宿泊所が貧困ビジネスの温床となっている
ことを踏まえ、住宅入居等支援事業（居住サポート事
業）等の住居喪失者への対象拡大、アパートの借上げ
など自治体による直接的な住宅確保を行うこと。

（３）雇用保険制度について、受給資格要件や所定給付日
数、給付制限などを見直し、失業時のセーフティネット
としての機能強化を図ること

　　雇用保険の失業給付が離職者のセーフティネットとし
て機能するには、先述の指摘を踏まえた以下の改善方向
が考えられます。

　　まず、受給資格要件について、離職理由によって差異
を設ける現行の取扱いを見直す必要があり、あくまで被
保険者期間のみで判断すべきと考えます。その際、「離
職の日以前2年間に12か月以上（の被保険者期間）」では
厳しすぎ、「離職の日以前１年間に６か月以上」とすべ
きです。実際、2005年法改正以前にはこのような取扱い

を行っており、こうした制度に戻すべきです。
　　次に、所定給付日数について、これも「自己都合退

職者」　「特定理由退職者」と「特定受給資格者」とで区
分する現行取扱いは複雑すぎるものであり、「特定理由
離職者」「特定受給資格者」といった区分自体を無くす

（2001年法改正以前に戻す）ともに、給付日数自体の引
き上げも必要です。特に、景気の動向如何に関わらず、
90日（3か月）での再就職活動は困難であり、最低日数
である90日の底上げも求められます。

　　さらに、給付制限について、先般の改正によって短
縮されたとは言え、２カ月余りの無収入期間は失業者に
とって過酷と言わざるを得ません。そもそも、自己都合
退職であっても様々な理由によって退職するに至ってお
り、そのことからも離職理由に関わらず速やかに失業給
付が開始されるべきです。

　　この他、基本手当日額の水準を引き上げることや先
述した全国延長給付の発動要件の緩和なども求められま
す。なお、給付の拡充議論に際しては、モラルハザード
の指摘が繰り返しなされてきました。しかし、失業時の
生活保障を行い、もって再就職活動を容易にするとの立
法趣旨に鑑みるなら、必要十分な給付でなければなりま
せん。

　　そして、こうした給付の拡充を図るには何よりも安
定的な財政措置が必要であり、国庫負担の抜本的な引き
上げが急務です。リーマン・ショック期を大きく上回る
申請があり、雇用保険の積立金が底をつきかけています。
雇用保険は保険制度であっても、政府管掌の制度であり、
憲法の生存権や勤労権、職業選択の自由を保障する観点
からも国の責任による財政措置がなされてしかるべきと
考えます。

①受給資格要件について、離職理由によらず「離職の
日以前１年間に６カ月以上」とすること。

②所定給付日数について、離職理由による区分を撤廃
するとともに、給付日数を拡充すること。

③給付制限を廃止すること。
④基本手当日額の水準を引き上げること。
⑤国庫負担の抜本的な引き上げを図ること。

（４）生活保護を利用しやすくするための取り組みをさら
に強化すること

　　第一に、必要な人が生活保護を利用できるよう、生活
保護制度に対する負のイメージを政府主導のもとで完全
に払拭し、むしろ利用しすいように周知を図っていくこ
とが必要です。昨年末には厚生労働省は公式ホームペー
ジに「生活保護を申請したい方へ」との呼びかけのペー
ジを作成したり、検索サイト「Google」で「厚生労働省
／生活保護制度―生活保護の申請は国民の権利です」と
いう広告を出したりしましたが、これまでの度重なる生
活保護バッシングによって、負のイメージを払拭するの
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は簡単ではありません。CM、SNS、チラシなどあらゆ
る媒体を使い国民に広く知らせていく取り組みを、政府
が中心となって行っていく必要があります。

　　第二に、保護申請の際に高いハードルとなっている
親族への扶養照会については、国会で田村厚生労働大臣
は、「扶養照会は義務ではない」と回答しており、見直しが
必要です。

　　第三に、市区町村の職場体制を確立するために生活
保護費は全額国庫負担とすべきです。生活保護制度に対
する国の責任を堅持させ、全国で同じ水準の制度運用が
図られるよう、生活保護費の全額国庫負担化を求めます。

①生活保護は権利であり、困窮時に迷わず使える制度
として、周知を徹底すること。

②保護申請時の親族への扶養照会については、義務で
はないことを徹底すること。

③国が、生活保護行政に必要な財政を確保すること。

（５）生活に困窮する失業者等の相談に対応できる人員と
予算を確保すること

１）労働行政

政府はこの間、雇用・労働分野における感染症施策に
向けた対応として任期付職員や非常勤職員を措置すると
ともに、数次の補正予算で業務関連予算を一定確保しま
した。

しかしながら、応急的にも、恒久的にも改善しなけれ
ばならない課題が山積しています。とりわけ、職場の感
染症防止や過重労働対策をはじめとした労働条件及び健
康確保の対策は急務です。具体的に、労働局や公共職業
安定所、労働基準監督署では人員数や業務量に相反した
庁舎の狭隘さから、密な状況の回避が困難な職場が多々
あります。今後、経済活動の再開が進むほどに来庁する
行政利用者が増え、庁舎内の一層の混雑が想定されるこ
とから、感染症防止対策の強化が求められます。

最後に、景気の低迷が中長期に続くことが予想される
中、労働行政に向けられた期待（解雇や雇止め、派遣切
り、賃金未払い、ハラスメント対策、同一労働・同一賃
金、均等・均衡待遇、労災補償、良質な職業相談と再就
職支援、職業訓練、失業給付など）がますます高まると
ころです。こうした労働者・国民の期待に十分に応える
には、労働行政体制の縮小に歯止めをかけ、体制の大幅

かつ恒常的な拡充が強く求められます。
①労働行政のニーズに対応できるよう、体制を大幅か

つ恒常的に拡充すること。
②感染症対策予算を十分に措置し、誰もが安全・安心

に利用できる執行環境を整備すること。

２）福祉行政（自治体）

福祉事務所や生活困窮者への窓口で必要な人に必要な
支援が届くよう、万全な職員体制の構築と職員の専門性
の確保を行うことが必要です。

①生活保護の適正な運用の徹底を図ること。
②必要な人員・体制を確保すること。

ⅰ）ケースワーカーの担当世帯数を「標準数」から「法
定数」に戻し、日頃からの職員の負担を減らすこと

ⅱ）研修体制の拡充により適正な判断を行えるよう
にすること

ⅲ）専門職採用の増員や希望する職員の異動期間の
延長によりそれぞれの福祉事務所等での専門性の
確保と継承を図ること

ⅳ）職員の孤立を防止する体制を構築し、組織的な
対応を行うこと

ⅴ）ケースワーク業務一部委託化方針の撤回すること
ⅵ）生活困窮者自立支援制度での相談体制を充実さ

せること

（６）国と自治体の連携の強化を図り、生活困窮などの相
談に対して必要な支援を行っている部署へつなぐ体制を
構築すること

　　国と自治体の連携の強化を図り、生活困窮などの相
談に対して、必要な支援を行っている部署へつなぐ体制
づくりが求められています。自治体の業務の中には、税
務、国保、水道、教育委員会、子育てなどの職場から、
自立支援や生活保護、労働行政につなげるべき事例も
多々あると思われます。滋賀県野洲市では、「くらし支
えあい条例」を制定し、税金を滞納した住民が何に困っ
ているか、それを解決するために何が必要かなど、生活
困窮者等の発見に努め、住民の困りごとを解決し、自立
を促し、生活再建に向けた支援を行っています。リーマ
ン・ショック以降、福祉行政と労働行政の連携が深めら
れてきましたが、生活困窮者を十分に支えるべく連携を
強化することが必要です。

10月12日「保健所・公衆衛生版」記者会見 11月30日「自治体病院版」記者会見 ３月１日「雇用・福祉版」記者会見
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１　保健所の体制拡充に向けた当面の提言

（１）住民のニーズや不安等に対応できる保健所の人員を
含めた体制強化

・住民が安心して相談でき、陽性が判明した際には遅滞な
く隔離・保護でき、陽性者や濃厚接触者へのフォローが
十分できるなど、保健所が余力をもって住民に寄り添っ
た対応ができるよう、医師、保健師、検査技師などの専
門職をはじめとした人員を増やし体制を整えること。

・特に、検査数の拡大が急がれる中、陽性者の拡大に対応
できるだけの人員体制を拡充すること。

（２）PCR検査を的確に実施できる体制づくり

・PCR検査が必要な住民が遅滞なく検査を受けられる体制
を国・自治体の責任で整備すること。

・医師が必要と認めた人や、症状が無くても感染が拡大し
ている地域・業種、医療従事者や介護従事者など直接処
遇のサービスに従事する職種などを対象としたPCR検査
ができる体制を早急に確立すること。また、その検査
費用は無料とし自己負担無しに受けられるようにするこ
と。

・保健所や地方衛生研究所での検査体制を拡充すること。
・さらに、地域医師会などと連携してPCRセンターを設置

するなど、検査が受けられる対象と人数を大幅に増やす
こと。

・検査数を増やすために、国が責任を持って検査機器の購
入や更新、場所の確保、専門職をはじめとした人員の確
保に係る予算を措置すること。

（３）「積極的疫学調査」の実施のための体制の強化

・PCR検査数の増加に見合った「積極的疫学調査」の人員
体制を早急に確保すること。

・陽性者から必要な情報を、不安を取り除きながら正確に
聞き取るため、知識と経験をもった専門職を充分に配置
すること。

・疫学調査ができる職員を確保するため、研修体制を拡充
すること。

（４）自宅療養者等へのフォロー

・自宅療養者等の症状の変化にすぐに対応できるよう、健
康観察、体調管理、相談・情報提供などが充分にできる
人員を確保すること。

・食品や生活必需品の提供等、自宅療養者等が安心して療
養できる環境を整えること。そのニーズに対応ができる
人員体制やシステムを整備すること。　　

（５）住民への情報提供、正しい知識の発信により、感染
拡大を防ぎ偏見差別をなくす

・感染を予防し拡大をふせぐため、感染防止策の徹底や健
康管理等につて、広く住民に周知すること、またそのた
めの人員と体制を確保すること。

・感染者への偏見差別、誹謗中傷をなくすため、住民への
遅滞ない情報提供、正しい知識を発信すること、そのた
めに時間と人員を充てられるようにすること。

　今、新型コロナウイルス感染が全国に拡大し、終息の見通しがたたない状況にあります。この状況を一刻も早く止める
対策を講じ、住民のいのちとくらしを守りきらなければなりません。そのためには以下のことを早急に実現しなければな
りません。
　2020年10月12日、以下の提言（案）を発表しました。（提言のみ抜粋。全文は表紙QRコードで読めます）

（１）住民のニーズや不安等に対応できる保健所の人員を含めた体制強化
（２）PCR検査を的確に実施できる体制づくり
（３）「積極的疫学調査」の実施のための体制の強化
（４）自宅療養者等へのフォロー
（５）住民への情報提供、正しい知識の発信により、感染拡大を防ぎ偏見差別をなくす

新型コロナウイルス感染を止めるため
PCR検査拡大と保健所の体制強化を
「住民のいのちとくらしを守りきる」ための提言（案）－保健所・公衆衛生版－
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新型コロナウイルス感染を止めるため
地域医療体制の拡充を
「住民のいのちとくらしを守りきる」ための政策提言（案）－自治体病院版－

２　今後も必ず発生する「新たな感染症」に
対応する保健所・公衆衛生行政の抜本的な対
策強化について今後も必ず発生する新たな感
染症に対し、日頃から備えておかなくてはな
りません。利益と効率を優先する新自由主義
を基本とする行政から、住民のいのちを守る
ことを優先する保健所・公衆衛生行政に転換
するために、以下のことが求められます。

（１）「住民のいのちを守りきる」保健所・公衆衛生行政を
実現する

１）保健所の設置基準を10万人に1か所とし、当面20万人
に1か所を早急に実現すること

２）保健所体制の強化

①公衆衛生課程を修めた医師を保健所長とすること、
また、所長以外の医師を確保すること。

②専門職員を含めた人員体制を拡充すること。
③公衆衛生行政を担う人材育成を計画的に行うこと。

３）地方衛生研究所など公衆衛生に関わる施設及び業務に
あたる人員を確保すること

４）保健所・公衆衛生行政の強化にあたっては、外部委託
や派遣などによらず、直営で実施すること

５）必要な予算の確保は、地方交付税の増額など国が責任
を持ち、自治体によって格差が生じないようにすること

（２）感染症対策を強化する

１）感染症危機管理にかかわる体制の強化

保健所や地方衛生研究所の組織や人員体制の大幅な強
化、研修の徹底など、人材の育成を進めるとともに、関
係機関のありかたや相互の役割分担、関係の明確化

２）国立感染症研究所、保健所、地方衛生研究所も含めた
日常からのサーベイランス体制の強化

３）地方衛生研究所のPCRを含めた検査体制の強化、法的
位置づけの検討

４）保健所、市町村保健センター、本庁、医療機関が知識
と理解を国民に伝える仕組みの検討

５）各自治体に感染症担当医や公衆衛生知識を有する感染
症疫学者など、感染症専門家の養成の推進

新型コロナウイルス感染拡大が急激に全国に広がっています。これまでのような、国民に感染予防を強調するだけの国
の対応では、感染拡大はくい止められないことは明らかです。このままでは、感染はさらに広がって必要な医療が提供で
きない状況に陥り、国民のいのちとくらしに多大な影響を及ぼし、取り返しのつかない事態になる恐れがあります。

この状況を一刻も早く止める対策を講じ、住民のいのちとくらしを守りきらなければなりません。そのためには、検査
体制、保健所、医療機関の拡充をセットで拡充しなければなりません。しかし感染症対応を行う医療機関はすでに人員不
足や経営困難等のために十分な対応ができない状況にあります。これまでの国の対応では全く不十分であり、医療機関へ
の支援が届かないまま、再び感染拡大の波が大きくなっており、今すぐ国の責任で医療機関が機能できるよう対策が必要
です。

2020年11月30日、以下の提言（案）を発表しました。（提言のみ抜粋。全文は表紙QRコードで読めます）

（１）新型コロナ感染者を受け入れる医療機関・療養施設を確保すること。
（２）「必要な医療が提供できない状態」を起こさないために、必要な財政保障を国の責

任で行うこと。
（３）新型コロナ感染者に十分対応できる医師・看護師等の人員体制と労働環境を整備す

ること。
（４）国及び地方自治体において、地域における感染症の専門家、例えば、感染症担当医

や感染症の公衆衛生知識を有する行政官、感染症疫学者等の養成を推進すること。
（５）自治体病院は地域住民に不可欠な感染症等を担う医療機関であり、「再編統合計画」

や「新公立病院ガイドライン」を撤回し、拡充の方向に転換すること。
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１　感染拡大を止め、国民に必要な医療を提供
できる医療機関を整備するための提言

（１）新型コロナ感染者を受け入れる医療機関・療養施設
を確保すること。
１）感染拡大やPCR検査等の拡大にともない必要となる

病床を国の責任で確保すること。
特に不足が懸念される重症者に対応するICU（集中治療

室）病床等を確保すること。
２）併せて、軽症者を対象として経過観察や必要な援助

ができる体制を整備した療養施設を確保すること。
（２）「必要な医療が提供できない状態」を起こさないため

に、必要な財政保障を国の責任で行うこと。
１）施設改修や機器の購入等に必要な費用は国が保障す

ること。
２）医療機関に対し、国の責任で医療従事者の確保に必

要な財源を確保すること。
３）経営困難にならないために、一般医療機関も含め減

収に対する財政補償をおこなうこと。
（３）新型コロナ感染者に十分対応できる医師・看護師等

の人員体制と労働環境を整備すること。
１）新型コロナ感染者に対応するために、充分な人員を

確保すること。人員確保に必要な財源は国が責任を持
つこと。

２）院内感染防止のために必要な防護服、マスク、フェ
イスシールド等の防護具を国の責任で十分に配布する
こと。また、国内生産を高めて、必要数を確保できる
ようにすること。

３）医療従事者のための宿泊施設や感染拡大防止のため
に必要なシャワー室等を整備すること。

４）院内感染を防止するため、医療機関等で働く職員へ
の定期的なPCR検査や、患者へのスクリーニングを実
施すること。

５）新型コロナに対応するため知識と技術等を習得する
ための研修を実施すること。

６）医療従事者が受ける精神的ストレス（長期にわたる
感染症対応、風評被害・偏見差別等）に対応すること。

７）偏見差別をなくすための、正確な知識と情報を国民
に提供すること。

８）新型コロナに対応する職員への危険手当の増額・支
給、労働（公務）災害認定等を速やかに行うこと。

（４）国及び地方自治体において、地域における感染症の
専門家、例えば、感染症担当医や感染症の公衆衛生知識
を有する行政官、感染症疫学者等の養成を推進すること。

　―「『新型インフルエンザ対策総括会議』報告書（2010年）」
より―

（５）自治体病院は、地域住民に不可欠な感染症医療等を
担う医療機関であり、住民のいのと健康をまもる公的役
割を発揮するためには「再編統合計画」や「新公立病院
ガイドライン」を撤回し、拡充の方向に転換すること。

２　住民のいのちを守ることを最優先とする地
域医療政策に転換する

（１） 感染症医療政策と、感染症・ICU病床を削減してき
たことからの転換目指す

　　自治体病院は、感染症指定医療機関（病床）の約７
割を担っています。住民のいのちを守る地方自治体が責
任をもって運営する自治体病院の責務として地域医療を
担っており、感染症に対応し、その体制を日ごろから整
備していく必要があります。同時に自治体病院の統廃合・
運営形態変更、医療費削減、病床削減を求めている「地
域医療構想」から転換し、充実こそが求められます。

　　そんな中で、東京都が進めようとしている「独立行政
法人」化は、公的医療の後退、患者負担増と、制度移行
に伴う作業及びコスト増や人件費増と業務増が発生する
と指摘されています。さらに公立病院の「指定管理者制
度」導入・移行では、民間的な経営手法が導入されるこ
とになり、地域医療・政策医療が後退する恐れが多分に
あります。また全職員の退職が前提となるため、多額の
退職金が発生するほか、指定管理者の引き受け先がない
場合や経営難などの理由により事業の継続が困難となる
時は病院の存続に影響することも考えられます。「民間
譲渡」も、公立病院が担っている医療の継続を求めるな
ど、地域医療の確保の面から譲渡条件等について確立す
べきです。こうした自治体病院の運営形態の変更も、地
域医療にとっては大きな影響を及ぼします。

（２）地域医療を充実させよう
　　韓国では、緊急災害支援金の財源確保のため、国防費

を9047億ウォン（約795億円）削減して財源に充てるこ
とを決定しています。しかし、菅首相は、自助・共助を
国民に求めています。その前に公助の視点をいかんなく
発揮し、「コロナ後」には財源を医療・介護・社会保障
に回す施策に転換すべきです。さらに、新型コロナ感染
者を受け入れるためには、対応できる施設設備や機能、
人員確保など様々な準備が必要であり、国は自治体・医
療機関任せでなく、充分な財政補償をすべきです。

　　コロナ危機の体験をつうじて、国民の意識のなかに、
前向きの大きな変化が一過性でない、深いうねりのよう
な変化が生まれています。今こそ「コロナ後」のあるべ
き地域医療について討論し、住民アンケートなどもとり
くみ、政策・要求化し、住民とともに充実させましょう。
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安全・安心の医療・介護・福祉を実現し、
国民のいのちと健康を守るための国会請願署名

全労連・自治労連・日本医労連・全日本民医連・中央社保協

名　前 住　所  （「同上」や「〃」は使わないでください）

呼びかけ団体

取り扱い団体

※この署名は、国会、関係省庁に提出する以外には使用しません

病院と保健所を
増やして

いのちを守ろう。
切
手
を
貼
ら
ず
に

投
函
し
て
く
だ
さ
い

　いま全国の病院・保健所では、通常時でも人員が不
足しています。そのうえコロナ感染が長期化し、さらに厳しく
なっています。
　自治労連は、住民のいのちとくらしを守りきるために、医
療・保健所などの体制強化と公務公共の拡充を訴え
てきました。医療従事者・保健所職員等の人員体制の
拡充は待ったなしです。

#看護師  ふやせ

#保健師
  ふやせ

自治労連

（日本自治体労働組合総連合）自治労連
〒112-0012 東京都文京区大塚4-10-7 自治労連会館
TEL 03-5978-3580  Fax 03-5978-3588
Email：info@jichiroren.jp  URL：https://www.jichiroren.jp/
●署名用紙はホームページからダウンロードしていただけます。

医療と保健所の
体制強化が必要です。

自治労連は、公立病院や保健所など、
公務公共関係の職員でつくる労働組合です。
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ト
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線

ハ
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キ
署
名

ハ
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キ
署
名

！待ったなし

2021.9

衆議院議長　殿
参議院議長　殿

【請願項目】
❶ 安全・安心の医療・介護・福祉提供体制を確保すること。
　 ①医師、看護師、医療技術職員、介護職員等を大幅に増員し、夜勤
改善等、勤務環境と処遇を改善すること。

　 ②公立・公的病院の再編統合や病床削減方針を見直すこと。
❷ 保健所の増設など公衆衛生行政の体制を拡充し、保健師等を大
幅に増員すること。

❸ 社会保障・社会福祉にかかわる国庫負担を増額し、75歳以上の
窓口負担２倍化を中止するなど国民負担を軽減すること。

　新型コロナ感染者を受け入れる病院は、その約7
割を公立・公的病院が占めています。ところが、政
府は医療費削減のために長年にわたって病院も医
師・看護師も減らしてきました。また、保健所はお
よそ25年間で約半分にまで激減しています。
　いまこそ、住民のいのちと健康をまもるために、
医療・公衆衛生・福祉従事者の増員と体制強化が
必要です。

東京都文京区大塚4-10-7
自治労連会館

日本自治体労働組合総連合  行

料金受取人払郵便

小石川局
承 　 認

差出有効期限
2022年8月
31日まで
（切手不要）

9935

感染症対策には、医療従事者や
保健師等の仕事が欠かせません

公立・公的病院も保健所も不足！
このままでは住民のいのちは守れません

私たちは住民のいのちと健康をまもりたい。

非常事態だと思いそれ
ぞれが無理をして勤務
にあたってきたが、精
神的にも負担がかかり
すぎている

早朝まで仕事を行い、
数時間だけ帰宅した
のちに再度通常出勤
するなど体力的・精
神的にも厳しい 自分が感染しないか

ストレスがある。
家に帰っても眠れない

（人）

100床当たりの看護師数
100床当たりの医師数

0 100 200 300 400 500

86.586.5
18.518.5

51.951.9
159.1159.1

51.851.8
168.6168.6

93.593.5
419.9419.9

108.1108.1
306.0306.0

日本

ドイツ

フランス

アメリカ

イギリス

保健師

郵 便 は が き

（年）

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

（床） （カ所）

資料：医療施設(動態)調査・病院報告より　全国保健所長会HPより編集

1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2006 2007 2010 2015 2020

感染症病床は約1／8
（左目盛り）

15042 850 848 845

641 582 549 535 518 494 486

469

13772 12119

11061
9716

3321

1854
1799

1779

1809

1788

1814

保健所は、ほぼ半減
（右目盛り）

看護師

資料：OECD Health Statistics 2016より
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新型コロナ感染症等から住民と現場職員のいのちと健康を守ることを求める緊急要請 

厚生労働省 保健所について「平時からの人員体制について総務省

と予算編成に向けて検討」と回答 他の要請については「都道府県

の判断」と省の姿勢を示さず 

 
自治労連本部は12月10日、厚生労働省に対し「新型コロナウ

イルス感染症等に関わる緊急要請」を行い、自治労連本部からは高

柳副中央執行委員長・小山書記次長・小泉中央執行委員・吉田書記

が参加しました。現場の声を届けるために、石原公衆衛生部会長と

奥山医療部会副議長が参加。各分野からの意見要望の文書を、小泉

中央執行委員が代読しました。厚生労働省からは老健局、医政局、

保険局、社会・援護局から20名が応対しました。 

要請では「平時から人員不足の状態では今回のような事態に対応できない。早急に手を打たなければ住

民の命に関わる事態になると危惧している。これまでの政策の誤りを認め人員を増やす方向へ政策転換を」

と求めました。これに対し厚生労働省からは、保健所について「多大な業務負担が生じていることは認識し

ている」「平時からの体制については総務省とも連携し人員体制を恒常的に強化する措置を予算編成に向け

て検討している」「地域保健法に基づく指針で人口 20 万人以上の市は保健福祉サービスを一体に実施

するのが望ましいとしているが、あくまで目安であり人口 10 万人以上の市でも一元的サービス体制

が必要と確認できる場合に保健所を設置するのは問題ない」と、以前より前進した回答がありました。 

しかし他の分野については「424病院リストはあくまで議論の材料として提供したものであり、地域医

療の将来像は都道府県が地域の実情に応じて判断するもの」「医療従事者への感謝のメッセージや差別偏見

を許さないメッセージを発信していく」「介護・保育・障がい福祉施設の職員配置基準はあくまで最低基準

で、地域や施設の実情に応じて厚く配置した場合は加算で評価している」といった、根本的解決に結びつか

ない回答に終始。これに対し「地域で判断というが、現在の大阪や旭川の状況を見てもそんなことが言える

のか。医療や福祉は住んでいる地域に関わらず、誰もが等しく受けられるものでなくてはならないのでは

ないか」と厳しく追及しました。 

【現場からの発言】 

＜石原昭彦 公衆衛生部会長＞ 

 保健所・公衆衛生の現場は人件費削減が大命題になり、相当人員を減

らされた実感がある。平時の通常業務でも人が足りず超勤が多い中で新

型コロナが発生し、通常業務を抑えながらコロナ業務に専念しているの

が現状。平時から感染症に対応できる体制を取っていけるようにお願い

したい。庁内別部署からの応援も限界があり、応援元の職場からも「い

つまで続くんだ」と悲鳴が上がっている。自分が務める横浜市は1保健

所で、管轄人口 375 万人と到底あり得ない数字。実際には 18 区で業務

を行っているがそれでも 1 ヶ所あたり 40 万人超に対応している。東京

都には100万人を超える保健所もある。人口に見合った保健所設置をお願いしたい。 
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＜奥山領華 医療部会副議長＞ 

職場では新型コロナ患者の受入れを2月から行っているが、看護師不足が深

刻で最多夜勤回数は 1ヶ月15回ということもあった。高齢で介護度が高く、

認知症による理解力低下で部屋から出てきてしまうなど、看護に通常の倍以上

時間を要しナースコールが鳴り止まない。医師も忙しいため看護師の負担は増

えるばかり。職場では常に感染の恐怖と闘っている。高い緊張の中での頑張り

は長くは続かない。精神的に限界を感じている職員が多くいて、様々な理由を

あげ退職する看護師も出てきている。 

看護師配置基準・夜勤配置基準・夜勤回数制限基準の検討と財政的支援を含めた対応、看護職員増員を。 

＜介護分野より＞ 

新型コロナ感染症が長期化し、自粛で利用者が減り大幅減収となっている事業所も少なくない。事業継

続が難しい所も出てきており、このままではそこで働く介護職員はもちろん、利用者が困ることになりか

ねない。複数の事業所のサービスを利用する利用者も多く、感染が飛び火していく事にもなる。介護職員が

安心して PCR 検査を受けられるようにするとともに、何かあった場合でも事業所がきちんと継続できて働

く職員が安心してサービスを提供し続けられるように、人員確保などの体制強化と財政的支援が必要だ。 

＜保育分野より＞ 

国が定めている保育所の面積基準が低いため、密を避けるための空間を確保することも困難というより

不可能だ。奇しくも新型コロナでの自粛によって子どもの登園が減った結果、職員がゆとりをもって子ど

もと向き合うことができ、消毒や清掃の作業も軽減されて空間も確保できるという経験が生まれた。面積

基準や職員配置基準の抜本的改善がなければ、非常時に十分に対応することができないという事でもある。 

小中学校などの少人数学級実現に向けた動きが活発になっているが、保育についても政府・厚労省によ

る配置基準などの制度的な改善と自治体への十分な財源補償を改めて求める。 

＜障がい福祉分野より＞ 

障がい福祉サービスや通所支援事業の職場は、規制緩和で非正規雇用の割合がどんどん高くなっている。

人員配置基準が低く、不足する人員を非正規雇用しさらに非正規職員が増える。低賃金で長く働き続けら

れずに退職する人が多く、それをまた非正規で補おうとする悪循環となっているのが現実だ。その上新型

コロナ感染拡大のため、事業者・職員の疲弊が広がっている。障がい児・障がい者の生活を支援する事業を

守るため、利用者負担を引き上げることなく基本報酬引上げ・職員配置基準改善・対策の抜本的強化を図る

事を強く求めたい。 

＜生活保護分野より＞ 

これまで公的支援とは無縁だった若年層や、特に女性の失業・貧困が社会問題化しつつある。失業者・休

業者がさらに増えていくと危惧しているが、支えるべき自治体の生活保護職場の体制は脆弱だ。資産調査

専門員や就労支援専門員などが導入されたが、連携ではなく分業の色合いが強くなり、世帯全体の状況を

把握しケースワークする力量が低下していると言わざるを得ない。 

ケースワーク業務の外部化が検討されているが、これでは生活保護制度の根幹が変わってしまう。一番

必要なことは体制と経験であり、業務の外部委託化は絶対に行うべきではない。行政に求められるのは、困

難を一人で抱えず公的支援を求める相談をためらわない、生活困窮は自分の責任ではないという強烈なメ

ッセージを発信することであり、対応できる体制を生活困窮相談窓口や生活保護職場に構築することだ。 

【高柳副委員長まとめのあいさつ】 

 地域医療構想や地方行革など人減らし・民間委託の施策が根本にある限り、それがコロナ対応にブレー

キをかけていると思わざるを得ない。先日行った保健所・自治体病院の政策提言（案）の記者会見では、記

者から「大変な状況に対しどうしたら人が増えるのか？」といった質問をされたが「平時から人員不足の状

態では人は増えない」としか回答できない。病床もICUも人員も減らし、人材育成もせず「大変だから増や

しましょう」で増やせるわけがない。平時についての考え方から大きく転換してほしい。自治体によって命

の格差が生じるような事はあってはならない。国民のいのちと健康を守るのは国の責任だ。 
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 国と厚生労働省が、統廃合や再編の「再検証」を要請する全国 424（のちに 440）の公立・公的

病院の名前を 2019 年 9 月に公表したことから「いつ

でも、どこでも、誰もが、必要な医療を受けられる」

ことを求めて結成された＜424 共同広島＞。学習会や

自治体キャラバンに取組むほか、広島県で名指しさ

れた 13（のち 12）病院中 4 か所周辺で 11 月 21 日～

12月6日の2週間「いのちと健康を守るはがき署名」

ポストイン行動を展開し、8,500 枚を配布しました。 

 

労働組合だけでなく、障がい者団体・地域の生健会・市議会議員も参加し大盛況。広島自治労

連は 11 月 21 日（土）庄原日赤病院、11 月 29 日（日）県立障害者リハビリテーション病院、12

月 6 日（日）吉島病院周辺行動に組合員のべ 28 人が参加しました。庄原日赤病院での行動には、

庄原・三次地域だけでなく広島市内からも多数かけつけ、県北地域最大級の行動に。庭先で作業

中の方に説明

し署名協力を

お願いすると

「これから仕

事 に 行 く か

ら、もう１枚

はがきをちょ

うだい」と温

かい言葉をい

ただきました。                 （自治労連ひろしま 2020 年 12 月号より） 

 
 

 

※「いのち署名はがき」全国版が、年内に完成 

します。署名後のはがきは、切手不要で投函 

できます（2021 年 6 月 30 日まで）。はがき 

裏面「取り扱い団体」欄に地方組織名を記入 

して配布することで、地方組織ごとの集約も 

可能です。 

はがき署名を活用した各地の取組みがわかる 

記事を本部までお寄せください。「いのち署名 

推進ニュース」として全国へ発信します。 

いのち署名推進ニュース№１ 【広島自治労連】 

 

 

「いのちと健康を守るはがき署名」ポストイン行動 

地域医療の拡充を求め、署名はがき 8,500枚配布 

庄原日赤病院 県 立 障 害 者 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 病 院 

吉島病院周辺行動 
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総務省緊急要請  

保健師を２年で１．５倍（９００人増）に！地財計画に反映(総務省) 

新型コロナの感染拡大が全国に広がり、12月23日には全国の一日

当たりの感染者、死亡者数とも過去最高の水準に達しました。各地の

地域医療体制も危機に瀕し、感染者を割り振る保健所等の体制もひっ

迫しています。この間、保健所の体制強化のための兼務発令による他

部署からの応援など、影響は自治体のあらゆる部署に及んでいます。

一方、政府が推進する「マイナポイント事業」は粛々と続けられ、窓

口に並ぶ住民の対応、休日・夜間の受付や商業施設での出張受付な

ど、担当する職員は連日超過勤務を強いられています。 

自治労連では同日、逼迫する現場の切実な声を反映するため、「自治体等における公務公共の体制拡充に関

する緊急要請書」「新型コロナウイルス感染が広がるもとでのマイナンバーカードの普及促進に係る緊急要請

書」を総務省に提出し、実効性ある改善の検討を求めました。要請には、総務省公務員課から池田課長補佐

ほか2名が対応し、自治労連からは長坂副委員長、西賃金権利局長、佐賀中執が参加しました。 

 

総務省「保健師を 2年間で 900名増員の交付税措置をはかる」 

（総務省）保健所の関係については、保健所において感染症対策業務に対応する保健師を2年間で900名

増員（現行から1.5倍）する交付税措置をはかる。 

（自治労連）自治労連の度重なる要請、職場の切実な声に一定こたえるものとして評価する。一方、現場で

は他部署からの応援態勢を敷きつつ、年度途中での保健師の採用、さらに時間外・休日労働をしながら何と

か急場をしのいでいるのが実情。それでも本来業務である母子保健や精神などが後回しにならざるをなくな

っている。感染症対策に留まらず「住民のいのちと健康」をまもる保健所全体（まるごと）の体制拡充を要

請する。また、4月採用にこだわらず、年度途中の採用にも対応できることを自治体にしっかりと発信して

ももらいたい。 

（総務省）地財全般については自治財政局の方から諸団体宛てに通知している。年明けには財政課長会議が

予定されている。地財対策として「保健所の充実として900人増」を紙一枚の資料として出しているような

項目については、コロナ対策として自治財政局から説明・打ち出しはされるものと考えている。 

 

自治労連「人口 10万人に一つの保健所設置に向けた財源の確保を」 
（自治労連）（12月10日の）厚労省とのやり取りを通し、保健所設置基準について「人口10万人以上の市

で保健所を設置するのは問題ない」との言及がされた。自治労連は、住民と身近で総合的に対応できる保健

所を増やすことは歓迎するが、財源が保障されなければ自治体が設置に躊躇することも考えられる。総務省

には自治体が判断できるよう財源措置を求めたい。厚労省とも相談が必要となる事項と考えるが、是非とも

前向きな姿勢で臨んで欲しい。 

（総務省）関係する施策については、総務省の自治財政局調整課が窓口となって各省庁と折衝・調整をおこ

新型コロナウイルス対策ニュース №65   逼迫する公衆衛生職場の 

切実な声が国を動かす！ 
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なう。厚労省の方で「基準の見直しをしたい」ということであれば、そこで相談に応じ、相談・調整を経

て、当然財務省も関係するが、三者（総務省・厚労省・財務省）・他の関係団体、自治体も交えながら検

討・調整し、実現していく方向で考えている。 

自治体等における公務公共の体制拡充に関する緊急要請 

１．コロナ危機のもと、自治体等に勤務する職員の長時間過重労働の実態把握や法令順守の徹底はもとよ

り、職員の健康被害を防止する実効性ある措置を講ずるよう、直ちに厚生労働省とも連携を図り自治体

等に働きかけること。 

２．とりわけ、現下の逼迫している保健所等の体制拡充に必要な財源の保障を直ちに図るとともに、年度

途中にも職員採用等が実施できるよう、自治体における対応を支援すること。 

３．コロナ危機を教訓として、厚生労働省等とも連携を図り、通常時よりパンデミック等に対応し得る保

健所設置基準をあらためて策定するとともに、公衆衛生関係職員の計画的な採用及び人材育成に必要な

財源を確保すること。 

４．新型コロナウイルスワクチン接種に係るワクチンの保管・管理・供給、問い合わせ、体制（人員を含 

む）などに対応できる財源を確保すること。 

 

マイナンバーカード 

総務省「申請・取得状況の把握は、本人同意が前提。強制するものでない」 
（総務省）地方公務員共済に関わっては、引き続き保険証機能を持つ保険証・被保険者証を交付する。マイ

ナンバーカード利用が始まっても交付は併用される。カードの申請は本人の意思、強制ではないことは従来

の回答通り。 

（自治労連）地方公務員等のマイナンバーカードの取得の推進に関する2020年10月27日の依頼にある

「組合員等の申請・取得状況の把握」の取扱いについて確認したい。2019年7月23日のやり取りの中で、

「取得を強制するものではないこと」と「取得状況の把握は、同意し回答する人を想定している」ことを確

認したが、この認識に変わりないか？ 

（総務省）従来から回答している通りである。 

（自治労連）我々のもとに、（今回の通知を受け）結果として所属単位で「取得しない理由」を厳しく聞き

取っているケースがあると報告を受けている。今回の通知も、本人が「その理由を言いたくなければ答えな

くても良い」としたことを踏まえた通知と受け取って問題ないか？ 

（総務省）繰り返しになるが、要請であって強制ではない。 

 

最後に 自治体に大きな影響を及ぼす、新型コロナウイルスワクチン接種に係る体制の確保及び自治体の

個人情報保護条例に係る課題（いわゆる2000個問題）などについては、ワクチン接種の実施に係る厚労省・

国土交通省等の検討状況及びデジタルに関する法案の概要が定まってきた時点で、あらためて要請を行うこ

ととしました。 

新型コロナウイルス感染が広がるもとでのマイナンバーカードの普及促進に係る緊急要請 

１．感染拡大が続くもと、自治体の窓口に負担を強いているマイナポイント事業を中断すること。 

２．マイナンバーカード普及促進のための自治体への協力要請を見直し、自治体等が新型コロナウイルス

感染症対応に集中できる体制と環境を保障すること。 

３．マイナンバーカードの健康保険証利用にあたっては、保険者の保険証発行を阻害することの無いよう

十分留意し、組合員及び被扶養者の（既存）保険証利用を保障すること。 

４．地方自治体に対し、個人情報保護条例における保護規制の緩和を求めるなどの介入を行わないこと。 

５．「地方公務員等のマイナンバーカードの取得の推進について」（10月27日依頼）の実施にあたって

は、自治体等に取得の任意性の周知をはかり、取得の強要を行わないよう徹底すること。 
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都立・公社病院は都民の「いのちの砦」 
「都立・公社病院の地方独立行政法人化反対」の取り組みを 

引き続き都民的な運動に広げていこう！（東京自治労連） 
 

●「都立・公社病院の地方独立行政法人化反対署名」35,000 筆弱を 

都議会へ提出 
東京自治労連も参加する「人権としての医療・介護 実行委員会」は、「都立・公社病院の地

方独立行政法人化を中止し、医療サービスの充実を求める請願」を 2 月 8 日、16 時に都議会へ

提出しました。提出署名数は 34,369 筆で、既提出分と合わせて３万５千弱となりました。短期

間の取り組みの中で広く呼びかけた結果です。署名１筆、５筆と記入して切手を貼って郵送して

いただいた方が数多くいらっしゃったほか、カンパや手紙を同封してくれた方もおり、切実な思

いが本当に伝わってきました。 

 あわせて、2 月 16 日の都議会審議に間に会うよう、都議会厚生委員に対する「都立・公社病

院の地方独立行政法化を中止し、医療サービスの充実を求める請願」の請願採択を呼びかける

FAX 要請の取り組みも呼びかけました。 

 

● 都立・公社病院の地方独立行政法人化反対の「都民行動」に、 

約 100 名が参加 
2 月 16 日（火）11 時から１時間、都議会北側歩道で都立・公社病院の地方独立行政法人化反

対の「都民行動」を行い、約 100 名が参加しました。 

人権としての医療・介護東京実行委員会の構成団体や、「都立病院を充実させる会」に参加す

る都立病院や公社病院まもる会からの訴え、署名呼びかけ人の宮子看護師、本田医師の激励を受

け、最後は「都立・公社病院をまもろう！」とシュプレヒコールを上げました。また、駒込病院

で働く看護師からは「一般病床を 140 床減らし、４病棟 160 床をコロナ対応に変更。それに伴

う患者さんの移動や、コロナ病棟に移動した看護師の後を、残された看護師で対応している。」

とコロナ対応に奮闘する医療現場の状況がリアルに報告されました。 

 その後、13 時より都議会厚生委員会が開催され、私たちの請願審議が行われました。請願

は、一括採決され、「賛成起立少数（＝日本共産党のみ）」で「不採択」となりました。 

一方、東京都が第一回定例議会に提案予定だった「独立行政法人の定款」を見送るとの答弁が

こんな地域と職場をつくりたい運動ニュース  №23 

 

 

住民のいのちとくらしを守りたい 

コロナ危機で自治体病院の役割と大切さ明確に 
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あり、これまでの息の長い取り組みが一定反映される成果となりました。 

 

● 声明「都は独法化に必要な提案を出せず・・・引き続き、都立・公社

病院の地方独立行政法人化中止と新型コロナ対策の強化を求めていきます」 
（「人権としての医療・介護東京実行委員会」 2月 25日） 

 

私たちが３万５千余筆の署名を添えて提出した「都立・公社病院の地方独立行政法人化を中

止し、医療サービスの充実を求める」請願の審査が 2 月 16 日、東京都議会厚生委員会におい

て行われ、日本共産党委員のみの賛成少数で不採択となりました。 

この１年間、新型コロナウイルス感染症に都民が極めて厳しい対応を迫られ、さらにその強

化・継続が求められる中で、新型コロナ専門対応で重要な役割を果たしている都立・公社病院

の独立行政法人化の中止、PCR 等の検査体制の強化、保健所増設や保健師増員、経営難にあ

えぐ医療機関への抜本的財政支援などの各請願項目は、短期間に多くの署名が寄せられ、引

き続き寄せられていることからも都民の切実な願いであったことは明らかです。 

しかしこの委員会で請願を採択すべきと主張したのは、日本共産党委員のみでした。他の会

派委員が、採択できない理由を表明もしなかったことは、コロナ禍にあえぐ多くの都民の願

いに向き合わない態度と受け止めざるを得ません。 

委員会質疑でも明らかになったように、独法化の最初の手続きである「独立行政法人定款」

を都側が今定例都議会に提案できなかったことは、この間の「独法化するな」という都民の運

動と世論の高まりの反映です。さらに、採算重視を余儀なくされる独立行政法人の運営では、

行政と直結し、不採算の行政的医療を担う都立・公社病院だからこそ
．．．．．

の役割を果たせなくな

ることが、コロナ禍で一層鮮明になったからです。 

東京都は、今定例都議会に昨年度の６倍、39 億円を予算計上し、着々と独法化を推進しよ

うとしています。この間東京都が、保健所や都立病院を半減させてきた結果、コロナ禍を一層

深刻なものにしている現状の轍を踏まないよう、私たちは引き続き、新型コロナ対策の強化

と都立・公社病院独法化の中止を求め、より多くの都議、都民の賛同を得られるよう奮闘して

いきます。                                 以上 

＊「人権としての医療・介護東京実行委員会」は、東京民医連、東京保険医協会、東京社保協、東京地評、

東京土建、東京医労連、都立病院の充実を求める連絡会と東京自治労連が構成団体です。 

 

●都立・公社病院は「いのちの砦」、引き続き都民的な運動をすすめよう 
全国ですすむ公立・公的病院の機能縮小や運営形態の見直しは、安倍政権が 2014 年 6 月に

「地域医療・介護総合確保推進法」を成立させ、地域医療構想を推進したことに起因します。そ

れに基づき各都道府県に病床削減、医療機関の統廃合を促進するための地域医療計画の策定を求

め、医療に効率化を求めてきた政治が、医療ひっ迫の深刻な事態を引き起こしました。 

感染拡大の中、都立病院(公社立含む）4 病院が最初にコロナウイルス陽性患者の入院受け入れ

を行いました。コロナ危機によって、平時から非常時対応を備えられる都立病院の存在は鮮明と

なり、都立病院が担ってきた行政的医療は、非常時の医療に対する都民の安心感につながってい

ることは明らかです。まさに不採算医療を担う都立・公社病院は都民の「いのちの砦」です。 

今回の署名をはじめ一連の運動や都立病院職員の奮闘により、都立病院の社会的認知が広がっ

たことで、都が独法化の道理の説明不能となり「定款」提案が出来なかった事に確信を持ち、引

き続き、第 2 回定例議会や都政を変える取り組みにつなげ、都民的な運動に広げていくよう奮闘

していきます。  

（東京自治労連 FAX･MAIL ニュース第 27・28・30 号より） 
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3 月 7 日（日）に「自治体病院交流Web 集会」をオンライン開催

し、全国から50接続・68名が参加しました。 

集会は自治体病院闘争委員・香取晴美さんが進行しました。開会に

あたって高柳副委員長は「新型コロナ危機が日本の医療制度の脆弱さ

を明らかにしても、政府は「自助」が基本の社会

保障政策や病床削減・地域医療の再編統合方針

を変えていない。介護・福祉施設への看護師の

「日雇い派遣」を解禁しようとしているが、労働

条件の劣悪さが原因の看護師不足が解決するはずがない。21 春闘の重要な柱である

「いのち署名」は、3月4日の第一次提出では全体で24万筆、自治労連も2万以上を

集約した。いのちを守るための当たり前の要求に共感が広がっている。労働組合の力を必要としている仲

間や、不安の中にある新規採用者に寄り添い、組合員を増やしていこう。」と訴えました。 

小泉中央執行委員が「感染拡大期（4月）の自治体病院職場実態調査（中間報告）」と「『住民のいのちと

くらしを守りきる』ための政策提言（案）－自治体病院版－」の報告を行いました。また「いのち署名」の

推進や、職場の仲間を組合に迎え入れる取組みなどを呼びかけました。 

 

新型コロナ危機のもとでの医療従事者や職場の状況を発言し交流 
 各地域・分野からの交流では、9人が発言。「県立病院・公立病院の新型コ

ロナウイルス感染症対応の職場状況や慰労金・手当についてのたたかい（千

葉）」「都立病院の独法化に反対し直営維持をめざす運動（東京）」「浅間総合

病院での院内クラスター発生と組合の対応について（長野）」「豊川市民病院

でのワクチン接種問題と慰労金支給について（愛知）」「東大阪市民病院コロ

ナ病棟での看護師の働き方改善と特別手当を勝ち取った取組み（大阪）」「地

域での『いのち署名』推進・コロナ手当支給・クラスター発生時の職員宿泊

場所確保・ワクチン接種問題での要求について（静岡）」「コロナ問題を中心

とした県への要請・講演会の開催・PCR検査実施を求める署名など地域ネッ

トワークの運動（三重）」「一度は再編・統合の対象に名指しされながら（データ再提出で除外）コロナ対応

を求められている宇和島市立吉田病院でのスタッフ確保や勤務ローテーション維持への不安（愛媛）」「多

摩総合医療センターでのコロナ対応の職場状況（東京）」などが報告されました。またクラスター発生時の

労災の取扱いや、病院評価機構の取扱う病院職員向けの保険について質問が出されました。 

 

 最後に医療部会の鮫島議長が「職場で発生した院内クラスターは、労災・公務災害

の認定申請を。ワクチン接種後の副反応による休みは特休で、重篤な状況になった場

合も公務災害が認定されるように確認を取っていきたい。コロナ危機での要請行動

や講演会の実施は非常に元気づけられる報告で、今後の組合活動をしていく参考に

なった。公立病院の経営形態の変更問題は、コロナ危機の状況でも推し進められてい

る。独立行政法人・指定管理と自治体直営の間で危険手当などに差が出るケースが発

生する懸念があり、調査・分析して省庁に要請していきたい。地域医療構想の今後の

課題についても整理していかなければならない。今日の集会は殆どの参加者が聞き手としての参加だった

が、今後の集会の持ち方についても考えていきたい」とあいさつしました。 

自治体病院交流Web集会開催 

 

 

68名が参加し全国の職場の状況を交流 
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3月4日（木）、医療三単産（自治労連・医労連・全大教）と

全労連 、中央社保協、医団連（保団連・全日本民医連・医療福

祉生協連・新医協・医労連）は 、新型コロナ対策拡充・いのち

まもる社会保障の実現を目指して 『3.4「いのち署名」国会請願

意思統一集会』を星稜会館で開催。自治労連が集約した 2 万筆

あまりを含め、この日までに集約された24万4600筆の署名を

国会に提出しました。 

意思統一集会にはオンラインでの参加者も含めて約300人が

参加し、立憲野党の13人の国会議員が激励に駆け付けました。 

集会にあたって全労連の小畑雅子議長が「安全・安心の医療・

介護の実現と国民のいのちと健康を守るための声が広がり、紹介・賛同の議員が増え、自治体決議も 153

に広がっている。今通常国会での請願採択をめざそう」とあいさつしました。 

 

「このままでは救えるいのちも救えなくなる」 
各地の運動と取組みの報告では、医師・看護師・病院経営者など 9 人が発言。自治労連からも 2 人がオ

ンラインで発言しました。 

大阪府職労の小松康則委員長は「このままでは救えるいのちも救えなくなる」と取り組んだ看護師増員

のオンライン署名のキャンペーンについて、署名提出の記者会見映像を交えながら報告。 

東京・江東区職労の山本民子委員長は、現場の保健師として発言。「昨年東京では、400人の入院調整が

必要なのに40人しか入院できないといった状況が何度もあった。重症なのに入院もできず、自宅に行くこ

ともできない。保健師が『いのちのトリアージ

（選別）』をせざるを得ない状況に追い込まれて

いた」と発言。多額の予算で人材派遣の看護師を

入れようという区の計画に対し「正規の保健師

の定数を増やしたり、会計年度任用職員の待遇

を改善したりして定着性を上げた方が、区民の

ためにもなる」と求めたことを報告しました。 

 

紹介・賛同議員が 115人に 

この後、集会の参加者がそれぞれの地元の国会議員（衆参両院 443 人）を訪問し、紹介議員に署名を届

けました。今回新たに2人が署名に賛同し、紹介・賛同議員は115人となりました。 

 

自治労連の「いのち署名」のとりくみは、ハガキ署名の活用が本格的に始まって大きく広がっています。

しかしまだ目標には届いていません。住民のいのちを守り切る体制拡充をめざし、5月20日での提出行動

までに目標を達成するために、運動を広げましょう。 

署名の第２次提出は５月２０日です。引き続き全国での取組みをお願いします。はがき署名の各県

別集約数は、自治労連本部までお問い合わせください。 

 

※「いのち署名」の各地の取組みについての記事を、本部までお寄せください。 

【 FAX番号 】03-5978-3588  【 メールアドレス 】info@jichiroren.jp 

いのち署名推進ニュース№5【3.4国会請願意思統一集会】 

 

 

「いのち署名」24万4600筆（自治労連2万筆余）を提出 
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静岡自治労連、湖西病院労組、「西部地域の

医療を守る会」は、3 月 22 日、自治労連「こ

んな地域と職場をつくりたい」運動のリーデ

ィングケースとして実施した「地域医療を守

り湖西病院をよくするためのアンケート」の

結果報告のため、湖西市と市立湖西病院を訪

問しました。 

報告では「湖西病院の再編統合はすべきで

ない」、「地域医療を充実してほしい」など住民

の切実な声を紹介しました。 

 

 

昨年 11 月 3 日、蒲原病院住民アンケート調査に次

いで実施した湖西病院住民アンケート調査は、静岡

自治労連、湖西病院労組、浜松市職、西部地域の医療

を守る会の共同で行い、市内５つの地域に分かれ

1100 枚のアンケート用紙をポスティングしました。 

回答は 341 人（回収率 31.0％）から寄せられ、三

重短期大学の長友薫輝教授の分析によってアンケー

ト結果の冊子（静岡自治労連ホームページ http://s-

jichiroren.com/2021/0323/7411.html）をつくり、湖

西市と湖西病院へ結果報告のため訪問しました。 

 

「再編統合すべきでない」「地域医療が後退しない形で」7 割以上  

アンケート結果は、「あなたは市立湖西病院で受診したことがありますか？」の問いに、「ある」

が 83.0%（283 人）とほとんどの方が受診しており、受診した理由については「自宅・職場から

近い」48.4%(165 人)、「公立病院だから信頼できる」33.1%(113 人)が最も多く、アクセスがしや

すく公立病院としての信頼があることが評価されています。 

こんな地域と職場をつくりたい運動ニュース  №25 

 

 

住民アンケート「地域医療を充実してほしい!!」の声を届ける 

湖西市長「アンケート結果を参考に、充実させていきたい」 
－静岡自治労連、湖西病院労組が湖西市と湖西病院を訪問－ 

左から影山市長、湖西病院労組・山本委員長、静岡自治労連・

青池書記長、守る会・堀田代表 

市立湖西病院の田内事務長（左） 
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一方、「不足していると感じる診療科はあります

か？」の問いに、「産婦人科」と回答した方が 61.0％

（208 人）と最も多く、全国的に知られている産婦

人科の休診や、出産ができる病院の集約などの問

題が湖西地域にも表れていることが分かりまし

た。自由記入にも、お産ができる地域としての存

続、市立湖西病院への期待が寄せられています。 

湖西病院の再編・統合に関しては、「公立・公的

病院の再編・統合はすべきではない」36.7％（125

人）、「地域医療が後退しない形で公立・公的病院の

再編・統合をすべき」36.7％（125 人）、「公立・公

的病院の再編・統合をすべき」2.3％（8 人）、「分

からない」19.6％（67 人）となり、「再編・統合は

すべきではない」と「地域医療が後退しない形で」

を合わせると地域医療の提供体制の維持を願う声

は 73.4%と非常に高くなりました。 

 

影山市長もアンケートに回答、結果を参考に地域住民や企業と協力しながら充実を 

アンケート結果の報告を受けた影山市長は、

「アンケート用紙は私の自宅にも配布された

（記入もした）」、「アンケート結果を参考に、

高度急性期や産婦人科など足りない部分は近

隣病院と連携し、アクセスの不十分なところや

現在の診療科については地域住民や企業と協

力しながら充実させていきたい」と述べました。

以前市長は、「自分が市長の間は湖西病院の再

編統合はない」と言っており、地域医療を守る

立場で湖西病院を充実させてほしいことを改

めて訴えました。 

 

田内事務長は、「アンケートありがとうございます。院長をはじめ関係者へ伝え参考にしていき

ます」とした上で、アンケート結果を見ながら院内や地域医療の課題、コロナによる経営困難に

ついて交流しました。 

今後はこのアンケートを協力してくれた地域住民や病院職員を対象に報告集会を開催し、湖西

病院の再編統合撤回を地域から求めていきたいと思います。 

（静岡自治労連 21 春闘ニュース第 8 号 2021 年 3 月 23 日より） 

お詫びと訂正について 

 3 月 15 日付の自治労連速報第 6642 号の文中に、誤りがございました。愛知県本部および岩

倉市職のみなさまにご迷惑をおかけしましたことをお詫びするとともに訂正をさせていただ

きます。 

誤り：取り組みへの協力金として 1,000 円が現金給付 

正 ：取り組みへの協力金として 1,000 円が現金支給 
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 自治労連は、新型コロナから「住民のいのちとくらしを守りき

る」ための「保健所・公衆衛生版」「自治体病院版」「雇用・福祉

版」の政策提言（案）を発表してきました。3 月には、「3 つの政

策提言（案）」リーフを作成しました。 

自治労連は、3 月 30 日から 4 月 8 日にかけて、地方自治研究

全国集会の共催団体である 20 団体を訪問し、政策提言（案）に

基づいて要請・懇談を行いました。 

 

「まさに今の情勢にかなうものだ」と、問題意識を共有 
 各団体からは、「まさにいまの情勢にかなうものだ。こんな政策

提言を待っていた」と共感されました。懇談では、新型コロナ感

染拡大に対する政府の対応が遅く不十分な内容であること、公衆

衛生や地域医療に責任を持つ保健所体制や公立・公的病院の削減

などのツケが今の事態を招いていることなど、国の悪政に責任が

あることが共有されました。 

同時に、複数の団体が「一緒に運動をすすめていきたい」と表明されました。全日本民医連は、

その場で「学習会を設定するので、説明に来て欲しい」と、さっそくに正式な要請があり、4 月 15

日に学習会が設定されました。 

コロナ危機によって、苦労や模索を続けているもとで、自治体労働組合の立場からの政策提言

は、歓迎される内容です。地方組織・単組でもリーフを活用して、自治体や議会、各種団体への

要請・懇談をすすめましょう。 

 

各団体から、「一緒に運動をすすめたい」と期待と共感の声 
〇「意見交換していきたい」（全商連） 

中小企業の営業が非常に苦しくなっている中、全自治体への要請・懇談を行っている。地域

経済の衰退に自治体職員も苦労している。国保料の減免措置など自治体独自の支援があるが、

事業主に対する傷病手当が外されていることもある。こうした政策提言は緊急提言としてすぐ

に出した方がいいのではないか。意見交換していきたい。 

〇「一緒に運動をすすめていきたい」（日本医療総合研究所） 
コロナの下で公立・公的病院の大切さが明らかになった。専門家委員も平時から余裕を持っ

た配置が必要と言っている。住民・患者のいのちを守るため、引き続き公立・公的病院の存在

意義を訴え一緒に運動を進めていきたい。 

〇「住民と一緒に運動する流れを」（全日本民医連） 
民間病院の組織のため、これまで公衆衛生・地域医療の中で保健所とは距離があった。コロ

ナでは一緒に協力して住民と一緒に運動する流れにしていかないと。政策提言（案）の内容や

現場の状況についてぜひ学習会で説明してほしい。協力をお願いしたい。 

＊地方組織や単組・部会などで、自治体や諸団体等と要請・懇談をされましたら、本部憲法

政策局に情報を提供していただくようにお願いします。 

自治労連「3 つの政策提言（案）」の実現めざし 20 団体訪問 

「こんな提言を待っていた」「一緒にすすめたい」 
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                              京都でいのち署名の取組み 

反応も次々に 
5月20日いのち署名提出行動まであと半月です。全国から寄せられたいのち署名は、Ａ４判署名40,000

筆・はがき版署名9,000筆に到達しています。 

 

京都市職労病院支部 市立病院の現状を知らせ看護師増やせの世論作ろう！  
 3 月 13 日に四条大橋交差点の嵐電駅前で、いのち署名の宣

伝・署名行動を行いました。看護師など15人が参加し「看護師

増やせ！保健師増やせ！病院と保健所を増やしていのちを守ろ

う！」のプラスターや横断幕を広げ、はがき版署名を配布し署名

を呼びかけました。 

 ハンドマイク宣伝では、病院がギリギリの人員で運営されて

いるため、コロナ感染患者が急増した時には受入れ体制を作る

ため一つの病棟を閉鎖して対応した事などを紹介しながら「今

必要なのは政府が進める医療機関の縮小・ベッド削減ではなく、

病院を増やし医師・看護師を大幅増員することだ」と訴え、署名を呼びかけました。 

 署名に協力した人からは「入院していたことがあるので、看護師さんの大変さをよく知っています。頑張

ってください」「母が看護師で、皆さんのお話しは他人事ではありません」など温かい激励をうけ、13筆の

署名が集まりました。街頭宣伝行動に初めて参加した若い看護師の仲間は「市民にアピールする大切さが

よく理解できた。楽しかった」と感想を話してくれました。 

京都自治労連 公立病院周辺ではがき版署名を全戸配布 
3 月 13 日に京都中部総合医療センター、27 日に福知山市民病院大江分院

周辺の住宅にはがき版署名のポスティング行動を行いました。大江分院は厚

労省の統合・廃止病院リストに名前が出ており「いのちの砦 大江分院を守

りましょう」の独自ビラも一緒に配布しました。 

福知山市職の衣川委員長は住民の方と出会うと「こんにちは」と声をかけ、

はがき版署名への協力を呼びかけました。 

（京都自治労連4月号より） 

 

＜取り組んだいのち署名を送ってください！！＞ 

5月20日の中央行動に合わせ「いのち署名提出行動」が行われます。全国で取組んだ署名

は、5月14日（金）までに自治労連本部へお送りください。 

いのち署名推進ニュース№8 

 

 

福知山から届いたはがきの一言メッセージ 
・老人ばかりの町です。老人と病気は切っても切れず大江分院はとても大事です。安心して 

住める町に大江分院はなくてはならないのです。 

・今は自分で運転して移動できるからいいけれど、免許返上したらどうしたらいいものかと 

思います。一台あったタクシーも撤退し、病気になったら病院近くにアパートでも借りて 

生活しなければならないのかと思っています。 

・田舎に暮らしている老人にとって公立病院は心の支えです。政府に“早く死ね”と言われて 

いるようで悲しい。街に住む人やお金に困っていない人にはわからんやろなぁ。 

・高齢者にとって地元に病院がある安堵感が非常に大きいです。 

・地域医療の要、大江分院をなくさず充実・拡充してください。 
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保健・医療・介護体制の拡充は 

待ったなし！ 
 

新型コロナウィルス感染拡大が「第４波」となる中、医療機関や医療従事者のおかれた状況を一人でも多

くの人に知ってもらおうと各地で宣伝行動が取り組まれています。高知自治労連の取り組みで、３通６筆

のはがき署名が本部に届きました。高知からの報告と、署名に書かれたメッセージを紹介します。 

 

高知自治労連メーデー後宣伝行動 署名 61筆を集約、はがき版署名 250枚を配布 

5月1日、メーデー行動後に高知自治労連医療部と高知医労連の組

合員 11 名で、高知市中央公園北口にていのち署名とマイク宣伝、い

のちハガキの配布に取り組みました。急に雷雨にみまわれて人出がか

なり減ってしまいましたが、偶然遭遇した地域医療研究の第一人者・

高知大学医学部家庭医療学講座の阿波谷教授にも協力いただきまし

た。約1時間の取り組みでしたが、コロナ禍だからこそいのちとくら

しを守る、保健・医療・介護体制の拡充と人員確保の要求は発信しな

ければいけないと確信を持って行動することができました。 

この一年自粛を余儀なくされ、活動がままならなかった歯痒さもありました。しかし今私たちが置かれ

ている人員・財政不足の現状や、政府が進めようとしている病床削減や高齢者医

療費２倍化法案改悪について、ひとりでも多くの人に知ってもらうための地域

行動を実践できたことは、私たち医療労働者にとっても自信や達成感につなが

る取り組みとなりました。 

行動に参加してくれた 11 名の仲間と 61 筆の貴重な署名、雨に打たれながら

も駆け寄ってカンパをくれた方、コロナ禍でも親の介護で奈良県から毎月帰省

している方、手渡したいのちハガキを見て署名に応じてくれた若者たち、取材に

足を運んでくださったメディアの方々、250 枚のいのちハガキを受け取ってく

れた全ての方の思いを国会に届けます！ 

 

 

＜はがき版署名の一言メッセージ＞ 
・ニュースで看護師を派遣などと聞きますが、自衛隊の看護師の健康も保障しないといけないし（現

在現場にいる方はもちろん）、GoTo の補助金をそちらに回したり、国会議員の諸費用を回すなどで

きないでしょうかね。 

・コロナによって今の欠点が見えてきたのはとても良い事だと思います。パーフェクトな方法は望み

ませんが、１つずつ今の状態をより良くする為に改善していくことを望みます。 

 

 

＜取り組んだいのち署名を送ってください！！＞ 

5月20日の中央行動に合わせ「いのち署名提出行動」が行われます。全国で取組んだ署名

は、5月14日（金）までに自治労連本部へお送りください。 

いのち署名推進ニュース№9 
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いのち署名推進ニュース⑩ ～5.20「いのち署名」採択めざす中央行動～  

「いのち署名」２０万筆(累計６５万筆)を紹介議員に託す 

5月20日、全労連・国民春闘共闘が取り組んだ中央行動で「いの

ち署名」の提出行動が行われ、会場とオンライン視聴を合わせて

223人が参加。自治労連から７名が参加しました。全労連・国民春

闘共闘・中央社保協・医団連・医療三単産の合計で新たに約20万筆

の署名が提出され、これまで提出された署名の累計は65万筆に達し

ました。 

主催者挨拶で全労連の小畑雅子議長は「いのち最優先の政策を進

めるべき時に、国会では高齢者医療費の２倍化法案や病床削減推進

法案を成立させようとしている。今日の参議院厚生労働委員会で採決された病床削減推進法案は、消費税

を財源にコロナ危機のもとで最も必要とされる急性期病棟を削減しようというもの。病床削減は看護師削

減につながり、コロナ対策に集中すべき時にやる事ではない。一方、いのちを守ろう、安全安心の医療・

介護・公衆衛生を実現しようという声が世論を動かしている。Twitterの『#看護師の五輪派遣は困りま

す』は50万RTを超えて、海外にも反響が広まった。『病床削減推進やめろ』7.6万RTを超に達した。

これまでの運動に確信を持ちつつ、最後までの奮闘しよう」と訴えました。 

 

署名紹介・賛同の応諾議員１３３名に広がる 

続いて医労連の森田進書記長が、経過説明と今後の取り組みについて報告。「地方議会で署名を採択数

した自治体が197自治体まで増えた、紹介・賛同議員の応諾は133人とここ数年では最も多くなり、先

日の補欠選挙で当選した羽田次郎参議院議員（長野）・松木謙公衆議院議員（北海道2区）も承諾してく

れた、署名は6月初旬に国会に提出するので手元に残っている場合は大至急送付を、等報告しました。 

 

集会には立憲民主党・日本共産党・国民民主党から議

員11人・議員秘書8人が激励に訪れ「全国的に看護学校

も減らされ、厚労大臣は医者まで減らすという。医療・

公衆衛生の担い手が減らされるのは許される事ではな

い」（吉田統彦衆議院議員・立憲民主党）、「先日の入

管法改正案を廃案に追い込んだ力、去年は検察庁法改正案を止めた。国民が声を上げれば政治は必ず変わ

る」（清水忠史衆議院議員・日本共産党）など、力強いメッセージを語りました。 

 

まとめと閉会挨拶では、中央法社保協の山口一秀事務局長が「今

日の参議院厚生労働委員会で国民の願いと正反対の病床削減法案が

可決された。様々な問題が明らかになっているのに、数の力で押し

通す与党に怒りを感じる。その一方で入管法の改正案が廃案に追い

込まれたのは、入国管理局のあまりにひどい実態が可視化されたか

ら。我々は労働者が置かれたひどい実態を知っている。それを１人

でも多くの人達に伝えていこう」と訴えました。 
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【2021年府省交渉 厚生労働省（医療・介護）】 

現場実態をもとに抜本的改善・拡充を迫る 

新型コロナ危機の教訓に学び、抜本的な政策転換を 
自治労連は 6 月 3 日、厚生労働省と医療・介護分野について

交渉を行いました。自治労連本部から高柳副委員長、松尾中

執、小泉中執、吉田書記、オンラインで小野江真美さん（社会

保障推進委）、奥山領華さん（医療部会）、石原昭彦さん（公衆

衛生部会）、藤野とも子さん（岩手自治労連）、實川理さん（千

葉県本部）が参加しました。厚生労働省は、新型コロナウイル

ス感染拡大対策本部・健康局・医政局・保険局・労働基準局・

職業安定局・雇用環境・均等局、老健局、社会援護局が対応しました。 

 高柳副委員長は「抜本的な対策なしの緊急事態宣言と解除の繰返しでは救える命も救えない。

誰もが必要な医療・介護を受けられるために、設備・人員が充足され安心して働ける事とその財

源保障が不可欠だ。病床不足の中での「病床削減推進法」強行に怒っている。医療費削減ありき

では国民のいのちを守れない。働く者の声を受け止めてもらいたい」とあいさつしました。 

 

≪要請項目に対する厚労省回答（抜粋）≫ 
要請① 住民のいのちと健康を守ることができる保健・公衆衛生行政の充実。保健所を 10 万人

に 1 か所、当面 20 万人に 1 か所にまで増やすこと。感染拡大防止に必要な PCR 検査等の的

確な実施とそれに見合う体制の確保。 

▼新型コロナ対応では完全なるマンパワー不足があった。総務省とも連携し、今年度より２ヶ

年かけて感染症対策に従事する保健師を 1.5 倍する地方財政措置を講じている。積極的な採用

の呼びかけ、人材バンク活用や応援体制のお願いなど、多方面から保健所の人員体制強化を働

きかける。今後地方自治体へ新型コロナ検査機器や設備整備費などで支援を行っていきたい。 

要請② だれもが安心して医療を受けられる制度の確立、地域医療を守るための公立病院の充実 

▼自治体病院のあり方は統合再編や運営形態変更ありきで議論を進めるものではない。▼地域

医療構想は高齢化・人口減少の進行を踏まえ、必要な医療提供体制を確保しようとするもの。

病床削減や医療費削減ありきではない。▼後期高齢者医療保険の窓口負担２割化は、より多く

の方による応能負担のために所得上位 30％の窓口負担を２割とするもの。必要な受診が抑制

されないよう、外来患者に３年間の配慮措置も講じる。▼看護職員の負担軽減は重要な課題。

地域医療介護総合確保基金による短時間正規雇用など多様な勤務形態導入の経費、仮眠・休憩

スペース等施設整備費、看護補助加算など支援策を講じている。勤務間インターバル制度は、

一定時間の確保を事業主の努力義務としている。▼2019年度からトップマネジメント研修を

開始し、病院長・事業部長などを集めて労働法制等を周知する機会を設けている（昨年度は約

1500 人が受講）。 

要請③ 安心できる介護保険制度への改善と介護労働者の労働条件の改善 

▼看護師の日雇い派遣は、関係団体から一定のニーズがあると意見があった。選択肢の一であ

り、利用は受入れ施設が判断すること。▼2021年度の介護報酬改定は介護サービス提供者に

必要な支援をする事が重要と考え、９月末までの新型コロナ感染対応の特例対応も含めて＋

0.7％、通所系サービスも基本報酬の引上げを行った。今年度予算では感染者が発生した事業

所に緊急雇用にかかる費用や、かかり増し経費の支援を行っている。事務軽減も各自治体に求

める。▼生活援助の基準・報酬改定切下げは、2018 年度報酬改定で自立支援に資する質の高
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いサービスを実現の観点からメリハリをつけた。福祉用具貸与は価格設定が事業者裁量で、高

価な価格設定の事例が報告されている。上限設定について一定の改善は見られるが、内容見直

しでは大きな効果は得られず１～３年に一度見直すという結論になった。▼市町村の介護基盤

整備推進には、施設開設準備経費や地域密着の小規模特養ホーム整備補助、介護職員の処遇改

善や職員確保の取組みを支援している。▼地域支援事業はサービスに必要な額が賄えるよう市

町村ごとに高齢者の伸び率を設定でき、設定範囲内での事業実施が困難な場合は個別判断でそ

れを超える額の承認を可能にする個別協議の場を設けるなど、市町村が柔軟に事業実施ができ

るようにしている。▼介護士の処遇改善は 2019 年 10 月から公費 1,000 億円を投じている。

引続き処遇改善加算の最上位区分の取得促進などを通じて支援を強化する。▼特養ホームの入

居資格制限は限られた施設に必要ある人が入所しやすくなるよう、在宅生活が困難な方を支え

る機能に重点化した。要介護Ⅰ・Ⅱであっても、認知症などやむを得ない実情に応じ特例入所

も認めている。特養ホーム整備については第８期介護保険事業計画で市町村が地域の実情に応

じた計画を作成している。 

 

≪参加者からの主な発言≫ 
【公衆衛生部会】1994 年に全国 852 ヶ所あった保健所が、2020 年には 469 ヶ所にまで減らされ

た。圧倒的人員不足の中、新型コロナ対応で過労死ラインを超えて働いている。年末の第３波

では、職員は陽性者数の急激な増加で多岐にわたる業務を 24 時間体制で行い、疲労も限界を超

え精神的に追い込まれている。大幅増員で保健所の体制を強化しなければ崩壊しかねない。ワ

クチン接種は、７月末完了の目標ばかりが先行して対応に追われている。何よりも保健所を中

心に人員体制強化を求めたい 

【医療部会】地域医療構想、公立・公的病院の整理縮小は誤りだった。再編リストに挙がった約

200 の病院がコロナ感染者を受入れている。都内全病床のうち都立・公社病院の病床数は約 6%

だが、コロナ病床は 1,700 床を確保し都内の 35％を都立・公社病院が担っている。軽症者があ

っという間に重症化する症例が増えており、重症病床のひっ迫は軽症・中等症の受入れにも影

響する。PCR 検査が整備されていないため、診察待ち患者の状態変化にスタッフが気付いて処

置したが亡くなったということもあった。救えた命だったかもしれない。今、都立病院は多数

のコロナ感染者を受入れているが、スタッフの増員はない。夜勤も増えている。東京都は都立

病院の独法化を推し進めているが、合理化ではなく公立・公的病院や保健所の拡充が最重要だ。 

【社会保障運動推進委員】コロナ病棟開設のため他病院から人員を増員している所では、元の職

場のコロナ対応との違いや派遣先のシステムに合わせなければならないことに、スタッフの不

安や不満が募っている。元の職場に戻りたいとの声や、人が集まらない状況がある。勤務間イ

ンターバルは、12 時間２交代を取り入れる職場が増えて長日勤が問題になる。 

【岩手】GW に介護施設でクラスターが発生し、市は防止策として医療・介護従事者に抗体検査

を毎週実施するようになった。2021 年度介護報酬改定は感染・災害対策の定義や科学的介護

データによる加算が盛込まれたのは大事なことだと思うが、コロナが終息しない限りきちんと

したものはできないのではないか。介護保険が始まり 20 年以上、処遇改善だけでなく雇用確

保と身分保障、賃金保障などが必要だ。介護業界に人が流れてきているが、夜勤はできないと

望む人が多く、経営者はシフト作成に苦労している。「夜勤は 1 人以上配置でよい」と言え

ば、経営者は 1 人しか置かない。「要介護者何人に対し職員何人配置」としないと、辞めてい

く人が多い。段階を踏んで職員を教育・研修しないとすぐ辞めていく状況だ。 

【千葉】老健施設は事務職員も含めワクチン接種完了したが、１年以上感染症対応が続き現場は

疲弊している。今の給料は自分達の働きに見合っているのか、医療・介護従事者の「奉仕・献

身の精神」に頼り過ぎていないか。介護報酬引上げは、介護従事者が十分満足できる報酬にな

るよう抜本的見直しが必要。介護施設の給料や労働条件の抜本改善は未来につながるものだ。 

 

最後に高柳副委員長は「看護師の日雇い派遣にニーズというが、賃金・労働条件の劣悪さが看

護師不足の原因であり、逆行する政策だ。新型コロナ危機に乗じて看護師の待遇をさらに悪化さ

せるのかというのが現場の実感。現場が何に困っているかに、国がやらなければならない事が表

れている。これほどまでにいのちと生活が脅かされている状況はこれまでにない。国民の生命が

守られる政策を優先すべきだし、国民もそれを注視している」と強調しました。 
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交渉内容等に関わる記事をホームページ等に無断で転載することはご遠慮ください。 

 

2021年6月24日（木） 

第179号 

（通刊第6717号） 

発行 = 日本自治体労働組合総連合企画財政局 
東京都文京区大塚４－１０－７ Tel.03-5978-3580 Fax.03-5978-3588 

E-mail⇒ jichiroren@jichiroren.jp  URL⇒ http://www.jichiroren.jp/ 

 

 
 

はがきに「病院と保健所を増やして」の声がギッシリ！ 

～署名総数 54,451筆に到達～ 

2020年度の社会保障分野の重要な取組みとして、5 月末まで集中的に取組んだいのち署名ですが、全国

のみなさんの積極的な取組みの結果、6月23日現在でA4判署名43,320筆・はがき版署名11,131筆（返

送枚数5,076枚）、署名総数54,451筆の到達を築くことができました。 

 

はがき版署名の「VOICE わたしのひとこと」欄には、署名した人の熱い想い・切実な願いがギッシリ

と書き込まれて返送されてきました。その声729通！そのメッセージを一部ですが紹介します。 

 

＜病院・保健所を減らさないで拡充を！＞ 
・病院と保健所を増やして下さい。（滋賀） 

・病院（都立・公社の独法化せず）と保健所を増やしていのちを守ろう。（東京） 

・コロナ禍で公立病院の廃止・縮小には絶対反対です。むしろ拡充・充実を強く求めます。（茨城） 

・コロナ禍で病院を減らすのはとんでもない。保健所を元の数に戻せ！（埼玉） 

 ・湖西病院も減らす候補にあがっています。市民にとって湖西病院は絶対必要です。（静岡） 

 ・娘家族のかかりつけの病院である富田林病院を再編統合などしないで下さい。（大阪） 

・コロナ禍で保健所の存在の大きさを実感！公立公営でよかった！！！（愛知） 

・保健所を縮小したり公立病院を少なくしたり、弱者殺しにつながります。やめてください。（福島） 

・泉大津市立病院をコロナ禍で市民の生命を守るために総合病院として充実させてほしい。 

保健所も元々泉大津にあったのだから、新規に建設してほしい。（大阪） 

・所沢市は30万都市ですが保健所がありません。東京に近いので感染者も多く、予防接種などを 

担っている市民医療センターも廃止されそうです。メチャクチャです。（埼玉） 

・不採算になる患者やコロナの患者を積極的に受け入れられるのは、公立の病院だけです。発熱の 

ある患者は民間病院では救急搬送でも受けてくれません。今回のことで自治体病院の担っている 

役割と必要性を考えなおしてほしいです。（愛知） 

・コロナ禍で日本の医療・公衆衛生行政が脆弱なことがはっきりしたのに、菅政権はこりずに公立 

病院を削減しようとしている。意図がわかりません。今こそ国民のいのちとくらしを守る政治を 

取り戻さなければ、この国は“後進国”になってしまいます。（京都） 

・地域医療体制・公衆衛生体制の弱体化がいかに人々の生活・健康等にマイナスをもたらすのかを 

はっきり見せられています。許しがたいですね。（福島） 

・保健所の統廃合、公立病院の統廃合がまちがいだったことを、コロナ禍が教えてくれました。 

医療・介護・福祉に思い切った予算配置を。（福井） 

・かつては門真市にも保健所がありました。今は隣の守口市に行かないとダメです。乳幼児の相談 

とか地域に根ざしていました。大事な施設を守りたいです！！（大阪） 

・保健所も病院も平時からの備えが大切です。専門職員の補充はすぐに間に合わないからです。 

「公衆衛生は終わった」という国の見解がいかに根拠がなかったかを反省してほしい。（愛知） 

・国は保健所を減らし医療政策を改悪してきた。新型コロナウイルス感染症に対応しきれないのは 

その結果だ。保健所や医師を増やし公的・公立病院を守ることこそ感染症対策の要と思う。（大分） 

・市町村ごとに保健所はあるべきです。削減・削減ではかんじんな時に困ってしまいます。（高知） 

・病院も保健所も地域格差を感じます。地方は深刻です。現状をしっかり見てひっ迫していること、 

ひっ迫させないように努力していることを分かってほしいです。（秋田） 

いのち署名推進ニュース No.11 
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＜医療職員・保健所職員の増員を！＞ 

・医療従事者に安心して働いてもらえるように増員と手当の充実をお願いします。（愛知） 

・予算と職員をもっと増やして下さい。医療関係者の替えはききません。（愛知） 

・札幌市の保健所は24時間体制で対応してますが限界です。市の職員が交代で応援しています。 

長期になると交代要員も職場に戻らねばならず、住民対応がむずかしくなります。このような 

非常事態に充分余裕のもてる保健所体制（人員など）が必要です。（北海道） 

・看護師もなりたい人はたくさんおり、看護学校も増えています。しかし現場に入ると、あまり 

にも忙しくゆとりのない生活、つらい夜勤でボロボロになりやめていく現状です。もっともっと 

看護師・医師を増やしてほしいです。（神奈川） 

・仕事に対する負担が大きく大変な仕事だと、その職種に就こうと思う人が少なくなると思います。 

医師・看護師・保健師を増やして、業務の負担を減らしてあげてください。（愛知） 

・保健師さんも看護師さんも1人の人間です。医療の現場で心を持って患者さんに接することが 

できるよう、ゆとりを持てる職場になるよう、人員の拡充をお願いします。（愛知） 

・看護従事者の方々が、寝る間も惜しんで働いてコロナに向き合って下さっているのに、給料や 

ボーナスが減らされた。増額して欲しい働きぶりなのになんということでしょうか？（愛知） 

・医療専門職は養成校の入学から実地研修を経て一人前になるまで５～10年以上かかります。 

有事になってからあわてて大金を積んでもいかんともなりません。養成校から医療機関・保健所 

などの、定員の計画的増員が必要です。（福島） 

・保健師・看護師の増員を！看護師の夜勤等、重労働で体調不良を訴え、ストレスも多く休みも 

取れない状態。このままでは長く続けるのは大変です（私は退職しました）。（福島） 

  ・以前から人手不足でしたが、コロナで更に人員がとられ、突然1ヶ月後から3交代→2交代に 

すると言われました。転職先を探す猶予もなく大混乱の中、あれよあれよと2交代に。また 

2交代となっても人手不足は変わらず、皆疲弊しきっています。患者さんの高齢化、医療の高度化 

で求められるものは高く、少ないマンパワーで対応することで離職者も多くなってしまうのは 

当然です。人手を下さい。助けて下さい。お願いします。（京都） 

・大津市民病院のお医者さん看護師さんが減って心配です。何かあった時入院できるのか・・・。（滋賀） 

・医療関係者や保健所の方々はご自身が体調不良になったら、ちゃんと休めるのだろうか？と日  々

心配になります。１人１人の家庭は守れているのでしょうか？（長野） 

 

 

＜お金の使い方が間違っている！＞ 
・医療・福祉・介護に税金を投入して下さい。（大阪） 

・大企業の法人税をまともな税率にする、米軍への思いやり予算をやめる、不要な兵器を買わない。 

財源はあると思います。（静岡） 

・私たちが納めた税金は、偉い人のお友達や大企業のためでなく国民1人1人の命とくらしを 

守るために使って下さい。（静岡） 

・私達の税金を、生命を守るために使ってほしい。使い方、まちがっています！！（福島） 

・GoToなんぞにお金をかけないで一刻も早く医療体制の充実を。（石川） 

・今現在コロナと戦うため、今後来るかもしれない感染症と戦うため、備えるべきは医療等（病院・ 

保健所）の充実だと思います。防衛費はこちらに回してよいのではないでしょうか。（愛知） 

・辺野古にムダな税金を投げ捨てるのではなく、正しく使っていくべきです。医療者を守れ！！（沖縄） 

・命に直接係わる仕事を一番大切にする機関を国は本当に考えていないのではないか？ 

軍事費を削減すればいくらでも病院や保健所・福祉に回す予算は出て来るのでしょうに。（福島） 

・軍事費削って医療・介護・福祉にお金をまわせ！（神奈川） 

・国会議員や政党助成金を減らして、医療従事者等を増やす財源にしてほしいと考える。議員は特別 

先生ではない。国民の為に税金をもらっていることを忘れてほしくない。（広島） 

 

＜お知らせとお願い＞ 

 ※はがき版署名の料金受取人払郵便の差出有効期限は、2021年6月30日までです。 

7月1日以降の投函には郵便切手が必要になりますのでご注意ください。 

※取組んだいのち署名がまだ組合に残っている場合は、自治労連本部へお送りください。 
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交渉内容等に関わる記事をホームページ等に無断で転載することはご遠慮ください。 

 

2021年7月9日（金） 
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はがき版署名「VOICE わたしのひとこと」特集 
 

署名した人の熱い想い・切実な願いがギッシリと書き込まれて返送されてきた、はがき版署名の「VOICE 

わたしのひとこと」欄。前回に続き、そのメッセージを紹介します。 

 

＜医療従事者のみなさんに感謝します＞ 
 

・看護士さんお医者さんに対して物心両面で応援したいと思います。せめて、政府は今出来ること 

全てを実行すべきです。【岡山】 

・保健師・看護師他、医療従事者スタッフの皆さん、大変な仕事をされて感謝しています。皆さんの 

命と働く環境を守る為、署名させていただきます。がんばってください。【千葉】 

・コロナ禍の下、国民のいのちを守ってくれている医療労働者には、心から感謝の言葉を送りたいと 

思います。【愛知】 

・1人でも多くの人の命が助かる様に医療従事者の方、がんばって下さい。【愛知】 

・もっと医療従事者を大切に！！このままでは他者の命どころか自分の命も守れない。【岩手】 

・看護師さんの休息場所の設置を望みます。医師の下働きで大変な思いをしています。【神奈川】 

・医療関係のみなさんには頭が下がります。感謝の気持ちでいっぱいです。【愛知】 

・昨年9月に10日程入院しました。コロナの影響で、看護師さんの専門外である部屋の掃除や配膳 

までやってくれていました。仕事量に対する手当を充分与えてほしいと思います。【群馬】 

・コロナ禍の中、命がけで医療・介護に携わってくださっている方々に感謝しかありません。【愛知】 

・保健師さん・看護師さん、コロナに立ち向かってくれている医療従事者の方々大変お疲れ様です。 

そしてありがとうございます！【千葉】 

・医師・看護師さん、本当に御苦労様です。人数不足の中、献身的に身を粉にしていただき、感謝で 

いっぱいです。【大阪】 

・この一年コロナ禍の医療現場で働く従事者の皆さんには頭が下がります。そして精神的・体力的・ 

努力・苦労が報われます様、財政保障を願わずにはおれません。【大阪】 

・不安をかかえながらも命を守ってくれている医療現場の方たちへ、保障をして下さい。【静岡】 

・医療従事者の方々に「ありがとう」の気持ちがいっぱいです。ブルーインパルスがなくなっても、 

感謝の気持ちをいっぱーいです。日々の仕事で手いっぱいな上に、東京五輪パラに専従を求められ 

たら大変です。「救える命も救えない」という、余分な神経を使うことなく仕事ができるよう、家族 

とも過ごせるようゆとりの人数を、保健師・医療従事者に確保して下さい。【静岡】 

・保健所や病院で働く方々が、心身ともに健康でいてくれるからこそ守られる、地域住民の健康だと 

思います。【静岡】 

・医療に携わる皆様日々のお仕事ほんとうにありがとうございます。コロナ禍の今、医療者がどんなに 

大切か、どんなに必要かを思い知らされ、反面不足していることなどが広く国民に知らしめられた 

と思います。【神奈川】 

 

＜お知らせとお願い＞ 

 ※はがき版署名の7月1日以降の投函には、郵便切手が必要です。ご注意ください。 

※取組んだいのち署名がまだ組合に残っている場合は、自治労連本部へお送りください。 

 いのち署名推進ニュース No.12 
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交渉内容等に関わる記事をホームページ等に無断で転載することはご遠慮ください。 

 
2021年8月10日（火） 

第197号 

（通刊第6735号） 

発行 = 日本自治体労働組合総連合企画財政局 
東京都文京区大塚４－１０－７ Tel.03-5978-3580 Fax.03-5978-3588 

E-mail⇒ jichiroren@jichiroren.jp  URL⇒ http://www.jichiroren.jp/ 

「待ったなし！医療・保健所・公衆衛生の拡充！」 

新型コロナウイルス感染者急増を受け、緊急記者会見 
 新型コロナウイルス（以下、コロナ）感染症の東京での

感染者が5,000人を超えました。政府は中等症患者の入院

をいっそう制限する方針を決め、批判の声が巻き起こって

います。自治労連は「住民のいのちとくらしを守りきりた

い 待ったなし！医療・保健所・公衆衛生の拡充！」を掲

げて緊急記者会見を行いました。長坂副委員長・高柳副委

員長・石川書記長・小山書記次長が出席。読売新聞・朝日

新聞・北海道新聞などの新聞社や、NHK・日テレなどの

テレビ局計10社が参加しました。 

 

 石川書記長は「医療・公衆衛生の現場は、1 年半近く長時間過密労働を強いられ

ている。現場の労働者がどういう状況に置かれて何を言いたいのか、この場を借り

て伝えたい。昨年末から今年の初夏にかけて医療・公衆衛生の拡充を求める『いの

ち署名』に取り組んだ。自治労連独自のはがき版署名のひとこと欄には住民からの

声が多数寄せられた。その切実なメッセージを紹介したい」と会見の趣旨を説明し

ました。 

 

 高柳副委員長は住民の声を紹介し「配布した約20万枚のはがき署名のうち5401

枚が自治労連に届き、733人からコメントが寄せられた。保健師・医療従事者の増

員等を求める声が最も多く（256 通）、保健所・病院の増設や医療体制の充実を求

める声（218通）と合わせると全体の6割を超えた。政府の公務員削減政策の誤り

と、自己責任を基本とする菅政権の社会保障政策の転換を求める声が広がっている

と感じる」と述べました。 

また、大阪府職労や岡山市職労が実施した保健師・保健所関係職員のアンケート結果や、記者会見直前

まで聞き取った病院職場の組合員の切実な声も紹介。満足な休みや睡眠時間も取れずに疲弊し、ストレス

や持病の悪化による休職で常に人手が足りない状況を訴えました。 

 

保健師の声「三連休も全員が出勤して対応。過労死も目の前だ」 

東京の保健師からは「年末年始の第３波に比べべらぼうに陽性者が増え、毎日 120 件の疫学調査をして

いる。これまで1人１時間やっていた疫学調査を15分で切り上げないと対応はできない。丁寧に1人ずつ

対応できない。入院調整を１日30人入れても、３人しか決まらない。オリパラの交通規制で病院搬送にこ

れまでの２倍かかるため民間救急車内でさらに具合が悪くなる。７月初旬より、保健相談所から保健所に

コロナ応援に行くことが増え超勤続きだ。新人まで駆り出され三連休も保健師ほぼ全員が出勤し対応して

いる。代休ではなく休日給支給となり出勤をほぼ強制され、36協定特別条項80時間は超えているが申請す

る時間もない。保健所事務や保健師の過労死も目の前だ」との切実な声が寄せられました。 
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看護師の声「感染者の入院を抑制しても何の解決にもならない」 

東京の自治体病院看護師は「限られた人員の中で増床を繰り返して職員の繁忙度が上がり、疲弊してい

る職員も多く忍耐の限界だ。精神的理由やストレス、持病悪化で休職となる職員がおり、欠員状態で勤務

を組んでいる。救急搬送の要請が入っても、病床が無く搬送を断る状況が続いている。通常の外傷の患者

が、搬送されてから発熱が判明しコロナ患者対応となることも多い。政府や東京都が入院の基準を示した

が、現在必要のない入院はない。入院が不要な患者はすでにホテルや自宅療養になっている。いまさら基

準をと言うのは、現場を知らないことの証だ。新たな専門施設を開設して、新たな医療従事者を拡充する

ための方向転換が必要だ」と訴えました。 

ある県の看護師も「基礎疾患がなくても重症化する人はいるし、急性期の肺炎で酸素投与必要な人を自

宅でとかあり得ない。これまでの保健所・自治体病院削減の政策に加え、政府が１年半以上も有効な対策

を取ってこなかったことがこの事態を招いている。保健所・医療機関の拡充は待ったなしの状況。感染者

を自宅に放置して入院を抑えても何の解決にもならず、かえって保健所の負担と重症者数を増やし、さら

に医療を逼迫させる。『救える命が救えない』とならない抜本的な対策を求めたい」との声を寄せました。 

 

「今のやり方ではいのちもくらしも守り切れない」と政策転換を求める 

 続けて長坂副委員長が、自治労連「住民のいのちとくらしを守りきる」ための３

つの政策提言（案）を紹介し「今のやり方では命も暮らしも守り切れない。現場の

声に耳を傾けて、それを踏まえた施策を図ってほしい」と訴えました。 

 

 会見後の質疑応答では「第５波が急速に広がる中、医療・保健所体制の拡充や増

員に向けてまず何を求めたいか？」「大阪のアンケート調査でメンタルによる休職の増加などが報告されて

いたが、東京の急速な感染拡大で今後どのような事態が懸念されるか？」といった質問がありました。 

これに対し「政府の方針は一貫して病床削減であり、コロナ危機の下でも変えていない。まずこれを撤

回させることが必要だ。現場は既に限界であり、これからさらに患者が増えていくことを考えると看護師

や保健師の個人的な責任感や使命感ではもはや成り立たない。政府が抜本的な対策を講じなかった事で引

き起こされた事態で本来必要ないなトリアージ（患者の選別）をやらねばならくなる。ワクチン接種や10

万円給付金の時もそうだったが、何の相談もなく突然方針が出されるので現場が大混乱し、感染対策をよ

り困難にしている」と答えました。 
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交渉内容等に関わる記事をホームページ等に無断で転載することはご遠慮ください。 

 
2021年 8月 11日（水） 

第 199号 

（通刊第 6737号） 

発行 = 日本自治体労働組合総連合企画財政局 
東京都文京区大塚４－１ ０－７  Tel.03-5978-3580 Fax.03-5978-3588 

E-mail⇒ jichiroren@jichiroren.jp  URL⇒ http://www.jichiroren.jp/ 

 

 

大阪自治労連 大阪府職労 

「自宅療養」ありきでは、府民のいのちと健康は守れない！ 

保健師、職員の増員求め、知事などに緊急申し入れを実施 
 

 大阪府は「宿泊療養の迅速化」を打ち出し、7月 26 日より「宿泊療養システム」 の運用を開始し

ました。しかし、開始当初より「搬送車（タクシー）が不足し、当日入所できない」「システム入力後、

何時間経ってもタクシー会社からの連絡がない」などの声が届いています。また、第 5波の感染が急

増するもと、当日の入所どころか翌日の入所すら困難な状況になっています。  

自宅療養が増えれば、日々の健康観察や症状悪化時の対応等、保健所の業務は増加する一方で、第

4波で経験したような症状悪化時に搬送先が見つからない事態にもなりかねません。 

こうした状況を踏まえ、8月 5日、府職労本部と健康医療・保健所支部は、①健康医療部、保健所

への大幅な増員、②職員のいのちと健康を守るための過重労働対策、③宿泊療養のための施設確保と

体制整備（搬送車（タクシー）の大幅増、オペレーターの増員等）、④「大きなトラブルなく、当日療

養できている」という誤解を生じる情報発信ではなく、翌日入所も困難となっている実態の発信と現

場の実態や意見の集約について申し入れました。 

 

●現場（保健所）から寄せられている声 

 

 ・ オペレーター1 名の配置ではシステムに対応できない。 

・ システムによる搬送調整依頼後、タクシー会社からの返事に何時間もかかる。 

・ 夕方 16 時を過ぎて「搬送できない」という連絡があった。 

・ 搬送車（タクシー）が確保できず、搬送予定が大幅に遅れている。 

・ 歯医者の調整がうまくいかず、そのたび再調整メールが届き、再度依頼しなければならないので

負担が増えている。 

・ 朝 10 時の時点でホテルの空きがなく、10 時半の時点搬送車がないという状況。前日の積み残

しの方の療養も決められず、当日どころか翌日の入所もできない事態になっている。 

 

 

●拙速なシステム導入にミスマッチも！現場の声を聞き、直ちに府民と職員を守る体制を！ 

 府職労の小松委員長は「①本庁も保健所の不調一丸となってコロナ対策に全力を挙げている。効率

化やシステム化も必要かもしれないが、現場にマッチしなければ意味がないし、逆効果になることも

ある。トップダウンではなく、もっと現場の声をしっかり聞いた対策をとって欲しい。②コロナ対策

には、まず何よりも病床や療養施設などの受け皿と人の確保が必要であり、そのことに全力で対応し

て欲しい。③明らかに過労死ラインを超えている職員も多く、過重労働対策は急務になっている。職

員のいのちや健康が奪われるようなことが起これば、取り返しがつかない。『産業医が面談している』

では済まされない。職員を守るための実効性ある取り組みをお願いしたい」と述べました。 

 府民のいのちをまもること、そして府民をまもる職員を守ることを強く求め、交渉を終えました。 

新型コロナウイルス対策ニュース №.79 
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●知事・健康医療部長は府民への正確な情報発信と周知の徹底を！ 

 

2021年 8月 5日     

 大阪府知事・健康医療部長あて 

 

府民と職員のいのちと健康を守る緊急申し入れ 

 

第 5波に備えた「宿泊療養システム」の導入については、7月 20日に健康医療部より情報提

供があり、7 月 21日に吉村知事が記者会見で公表しました。これまでの間、私たちは「もっと

現場の声を反映させた対応を」「十分な周知と体制整備を」と求めてきましたが、今回の「宿泊

療養システム」の導入についても十分な意見集約は行われませんでした。 

その後、連休中に各保健所へ説明し、26日より運用が開始されたところです。 

運用開始直後から私たちの指摘どおり問題点が噴出し、「宿泊療養の迅速化」どころか、さら

に時間を要する事態にもなっています。 

コロナ対策を円滑に進めるには、何よりも人を増やすことが決定的に重要です。  

長引くコロナ対策で多くの職員が過労死ラインをはるかに超える過重労働を強いられている

状態が放置されたままとなっています。こうした事態を解消し、府民の命と健康を守る対策 に

全力をあげるため、以下のとおり申し入れます。 

記  

１ 健康医療部、保健所に保健師、職員を大幅に増やすこと。業務委託や派遣労働者による対

応ではなく、正規職員の増員を行うこと。あわせて不急の事業の休止・見直しを行い、保健

所等への応援体制をとること。また、派遣の保健師や看護師を配置する場合は、予定どおり

配置されるよう責任をもった対応を行うこと。 

２ 職員の命と健康を守るため、過労死ライン（単月時間外勤務１００時間以上、２～６ヵ月

間平均で 80 時間 以上の時間外勤務）を超えている職員に対し、勤務間インターバルを設

ける、休養期間を設ける等の具体的・ 効果的な措置を講じること。そのために必要な人員

を配置すること。  

３ 「宿泊療養の迅速化」システムについては、保健所職員の声を踏まえて再検証し、体制を

整えること。とりわけ、宿泊療養の迅速化に必要不可欠なタクシー台数の確保とオペレータ

ーの増員、保健所職員増を行うこと。  

４ 知事が記者会見で「大きなトラブルもなく、当日療養できている」など、現場の実態と異

なり誤解を生じるメッセージが発せられています。オペレーターや搬送車（タクシー）が不

足していることやホテルの空きがなく、翌日入所すら困難になっている実態等を正確に発信

すること。また、今後は現場職員への周知や意見集約を終えてから公表するようにすること。 

 

（府職の友号外 2021年 8月 6日号より） 

 

●（8月 5日現在）東京都の自宅療養者 1か月で約 14倍に…全国的にも急増  

8 月 2 日、政府は新型コロナウイルス感染症によ

る中等症患者の入院を制限し、原則自宅療養とする

方針を決めました。 

これは東京都の爆発的感染拡大により、一カ月間

に都内の自宅療養者が 14 倍にも膨らんだことなど

を覆い隠そうとするもので、国民のいのちを守る国

の使命と責任を放棄する行為に他なりません。 

自治労連は、8 月 5 日に「中等症患者の自宅療養

方針を撤回し、抜本的な感染拡大防止策を早急に講

じることを政府に強く求める」（談話）を公表し、自

宅療養方針の撤回、医療提供体制と保健所・公衆衛

生行政の拡充を実現にむけ、全力をあげることを表明しました。（自治労連速報第 6734号参照） 
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交渉内容等に関わる記事をホームページ等に無断で転載することはご遠慮ください。 

 

2021 年 10 月 4 日（月） 

第 11 号 

（通刊第 6750 号） 

発行 = 日本自治体労働組合総連合企画財政局 
東京都文京区大塚４－１０－７  Tel.03-5978-3580 Fax.03-5978-3588 

E-mail⇒ jichiroren@jichiroren.jp  URL⇒ http://www.jichiroren.jp/ 

 

 新いのち署名推進ニュース①  

コロナ前の病床削減計画は中止し、今こそ医療・介護・保健所の拡充を！ 

「新いのち署名」スタート学習決起集会で運動の前進はかる 
 

9 月 29 日に「新いのち署名」の署名推進団体（全労連、中央社保協、医団連、医療三単産）の

主催で「『新いのち署名』スタート学習決起集会」がオンラインで開催され、全国から 120 人を超

える参加がありました。自治労連も、本部をはじめ各地から参加しました。 

開会にあたって、中央社保協の住江憲勇代表委員（全国保険医団体連合会会長）が「コロナ感

染拡大は、科学的・客観的事実を無視し、安倍・菅政権の楽観的観測による無為無策、場当たり

的な対応であることは明らかだ。今こそ感染症対策の原則に立ち返るべきだ。国民世論は新自由

主義との決別と所得再分配の貫徹、そして医学・医療・公衆衛生学的安全保障論を求めている」

とあいさつしました。 

三重短期大学教授の長友薫輝氏が「社会保障・社会福祉の充実

に向けて いのち署名推進の前進を！」と題して学習講演を行い

ました。歴代の自公政権のもと「自己責任論」で弱体化されてき

た社会保障の経緯と、地域医療構想による病床削減や地域包括ケ

アシステム・地域共生社会の流れによって「医療から介護、介護

から地域・自治体へ」と丸投げし、国の責任を放棄する政府によ

る社会保障解体のねらいをわかりやすく説明しました。 

そして「“社会保障は負担・お荷物”といった非科学的な認識

を捨て、社会保障が地域経済の循環を作り出すことが新たな社会の基礎となる。自治体は社会保

障の視点をうまく使って地域の好循環を考え、また市民が社会保障について『知る・つくる』こ

とが重要。コロナ前に立案した計画などはいったん立ち止まって検証して政策をつくること、ま

た、地域の労働・生活実態に応じた社会保障制度・政策が必要だ」と述べました。 

続いて「新いのち署名」推進に向け、団体と地域から決意表明がありました。自治労連の小泉

中央執行委員は「第 5 波」の中での保健所と自治体病院の過酷な実態や、自治労連が独自に作成

した前回の「いのち署名」はがき版に多くの住民の声が寄せられたこと、「保健師・医療従事者増

やせ」の要求は住民と一致していることなどを報告。「新いのち署名」でもはがき版を作って全国

の職場・地域でとりくんでいくと語りました。 

最後に全労連の前田博副議長が行動提起を行い、「新いのち署名」を軸に運動を広げ、医療・介

護・保健所の拡充と社会保障・社会福祉・医療政策の転換を求め、署名を積み上げて国会での採

択をめざすことを呼びかけました。 

「『新いのち署名』スタート学習決起集会」は YouTube で配信されています。地方組織・単組や地

域での署名推進に活用してください。 

YouTubeの配信ページ ☞ https://www.youtube.com/watch?v=dqVyTXzwAvk 

 

自治労連本部 はがき版署名ポスティング行動 
自治労連本部は 9 月 24 日（金）に、はがき版「新いのち署名」のポスティン

グ行動を実施しました。行動には 14 名が参加し、１人 200 枚のはがき版署名を、

文京区大塚地域の住宅地にポスティング。当日参加できず後日行動参加した人を

含め、約 3,000 枚を配布しました。配布から 3 日後には、早くも署名したはがき

が届けられています。 

※「新いのち署名」の各地の取組みについての記事を、本部までお寄せください。 
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交渉内容等に関わる記事をホームページ等に無断で転載することはご遠慮ください。 

 

2021 年 11 月 11 日（木） 

第 30 号 

（通刊第 6769 号） 

発行 = 日本自治体労働組合総連合企画財政局 
東京都文京区大塚４－１０－７  Tel.03-5978-3580 Fax.03-5978-3588 

E-mail⇒ jichiroren@jichiroren.jp  URL⇒ http://www.jichiroren.jp/ 

 

新いのち署名推進ニュース② 

住民と共にいのち・くらしをまもる声を上げる！ 

はがき版署名 200枚を配布【鳥取県本部】 
自治労連鳥取県本部では「新いのち署名」を東部・中部・西部のブロ

ックに分けて宣伝や地域配布にとりくむ事を決めました。9 月 26 日には

県本部がポストイン行動を行い、約 200 枚のはがき版新いのち署名を地

域に投函しました。 

前回はハガキ版 1,500 枚を地域に投函し、186 筆が返送されました。

ハガキの『私のひとこと』欄には「感染症の阻止のため、国のお金を十分に利用して最善を尽く

してほしい」「医療現場は本当に大変です。十分な補償をしてください。感謝と応援を忘れません」

と、たくさんの励ましの言葉も添えられていました。 

植谷和則鳥取県本部委員長は「新署名は単組で議論して組合員参加を広げたい。コロナ危機で

公的病院・保健所・公衆衛生行政のリストラ、介護や社会保障削減政策が住民のいのちやくらし

の危機に繋がることが明らかになった。住民とともに声を上げたい。ハ

ガキ版も 2,000 枚目標にしている」と決意を語りました。 

福祉介護ユニオン鳥取でも新署名を組合員に提起し、地区別に 3〜4 人

の小集団で実施することを確認。すでに鳥取市内の住宅地団地でポスト

イン行動にとりくんでいます。 
 
 

病院・保健所増やしていのち守ろう！はがき版署名宣伝行動 
「大変やろ、あと 5枚ちょうだい」【香川県事務所】 

さぬき市民病院労組では 10月 25日（月）～27日（水）の 3日間、外来患者さんへはがき版「新

いのち署名」を手渡す宣伝行動を実施しました。25日（月）は強い雨で患者さんは足早に帰ろう

としていましたが、署名の意義を訴えると気持ちよく持ち帰ってくれました。「ボールペン無いか」

とその場で署名してくれる人も。26・27日は天気も良く、玄関の外で訴えて手渡しました。 

受け取った人からは「娘が保健師です。今は持ち場が代わったけれど大変なのはよくわかる。

絶対増員が必要だ」「娘は阪神地方の赤十字病院に勤めている。感染者が出て一時ホテルに避難さ

せられたが、感染者が急激に増えると『寮で経過を見てくれ』と言われて帰され、食事にも困っ

た。高齢の単身者が自宅療養になるとどんなに困ったか簡単に想像できた」などの声が。署名し

た年配男性が引き返してきて「１人しか書かんかったんであと 2 枚くれ」と言ってくれたり、署

名の趣旨を聞き「わしにもくれ」言った旦那さんに奥さんが「3 人書けるで」と言うと「署名や

ろ、多いほうがええ」というやり取りがあったり。「大変やろ、あと 5枚頂戴」と預かってくれた

若い女性や「去年ホールで署名しよったやろ。まだけりがついとらんのな」と言って受け取って

くれる方もいました。説明を聞き「この署名は大事なことはわかった。

どこがしよるんや？」との質問に「労働組合です」と答えると「昔、労

組に痛い目遭わされたから署名はせん」と言われましたが、帰り際に「頑

張れよ」と激励してくれた面白い（？）人も。 

25日 287枚、26日 302枚、27日 215枚の計 804枚を配布しました。患

者さんや家族の方と対話でき、有意義な宣伝行動になりました。この時

配布したはがき署名が、11月 10日現在 42枚・69筆本部へ届いています。 

 

※「新いのち署名」の各地の取組みについての記事を、本部までお寄せください。 
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はがき版署名「私のひとこと」欄のメッセージ 
はがき版署名とともに寄せられた数々のメッセージ。皆さんが署名に託した想いを、一部です

が紹介します。 

 

【岩手】 

・コロナの感染者を受け入れている病院の医師の方々、看護師の方々その方々を支えている病院

関係の方々への感謝の気持ちを署名にしました。保健師さん達ご苦労さまです。 

【秋田】 

・保健師、看護師増員を願います。 

【群馬】 

・コロナ禍のなか、保健所職員の奮闘で感染者を減少してきましたが、以前の保健所よりも大幅

に人員が削減されており、早急に人員増も必要が求められます。 

【東京】 

・安倍・菅内閣時、政策推進費が総額 99 億円強も支出されたと新聞報道で知りました。その半額

でも社会福祉に回して欲しいと考えるのは極普通では？ 

【神奈川】 

・高齢者（90 歳）の私は世間によくある独居生活で毎週の様に消化器外科・老化性膝関節症・甲

状腺疾患・心臓病と通院して居りますので 2 割負担はとても家計にひびきます。出来るだけ負

担なく生活して頂き様存じます。わがまま申してすみませんがよろしくお願い申し上げます。 

【石川】 

・75 歳以上の窓口負担 2 倍化中止し、国民負担を軽減してほしいです。年金ぐらし、年とってこ

のような思いをするなんて・・・。 

【静岡】 

・日勤・夜勤・準夜勤の繰返しで、体内時計は狂ってしまって体調を崩されたり、辞めてしまっ

た看護師さんもいる。病気を治す職業なのに、どうしてこんなに過酷なのか。１日も早い改善

を切に願います。娘は看護師ですが、育休しています。復帰して働いてほしくないと思ってい

ます。家族も心配でつらいです。 

【愛知】 

・職員を増やしてほしい。 

【京都】 

・公立・公的病院の再編統合は、交通の不便な所ほど医療を受けにくくするものだ。辺鄙な所程

公的な医療施設を存続し充実させることが必要だ。また 75 才以上の高齢者の窓口負担の 2 倍化

絶対反対。高齢者を医療から遠ざけるものである。 

【島根】 

・保健医療・公衆衛生の充実をしっかりとしていただきたい。 

【岡山】 

・家族を犠牲にしながらも、市民のいのちを守ろうと現場で働かれている方々を思うと、頭があ

がりません。医療従事者を守る社会に向かうことを祈っています。 

【香川】 

・家内が骨折で入院した総合病院のピリピリした雰囲気、緊張した表情が印象に残っています。1

日の勤務を終えると、グッタリとなっていると想像できます。ゆとりのある職場であればよい

ですね・・・。 

【福岡】 

・主人の父の施設で 9/15 に職員の陽性が判明。9/17 に利用者 2 名の陽性者、9/17～9/25 までに

合計職員 5 名・利用者 10 名のクラスターとなっています。職員は濃厚接触者でも、人数が足り

ないから働くしかないとのこと。ビックリです。義父は 9/15～部屋も出られず、お風呂にも入

れていません。利用者 4 名が入院していますが、残りの 6 名は同じフロアの部屋にいる状態で

す。施設の人員も不足しているので、がまんするしかありません。 

・私は看護師です。コロナ流行のため、病棟がさらに忙しくなったと痛感しています。どうにか

負担軽減の方法を考えないと、病院につとめる看護師は減る一方だと思います。 

【大分】 

・これ以上病院が減らされたら患者は不安でたまりません。減らさないで私たちが安心して病院

にかかれるよう病院・保健所を守りたい！ 
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2021 年 11 月 12 日 

（11月 11日「介護の日」） 

「介護・認知症なんでも無料電話相談」の結果について(速報版) 

 

中央社会保障推進協議会 

連絡先：台東区入谷 1-9-5 

日本医療労働会館 5 階 

電話 03-5808-5344 

E-mail ｋ25＠shahokyo.jp 

 

昨日 11 月 11 日(木)「介護の日」に、全国を対象に「公益社団法人認知症の人と家族の

会」と中央社会保障推進協議会・東京社会保障推進協議会は共同で、今年で 11 回目となる

「介護・認知症なんでも無料電話相談」を行いました。東京をキーステーションに北海道、

岩手、秋田、埼玉、千葉、神奈川、山梨、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵

庫、鳥取、広島、山口、香川、高知、宮崎、鹿児島、計 23都道府県で相談窓口を設けて、

全国で 547 件(現在 22 都道府県集約・昨年 271 件の 2 倍)の相談を受けることができま

した。 

相談の中での特徴は、コロナ禍で施設での介護も在宅での家族による介護も、大変困難

な状況が続き、やれる範囲で自己努力を行ってきたがもう限界、なんとかして欲しい、ま

ずは思いを受け止めてほしいとの悲痛な叫びが全国各地で出されました。私たちは、コロ

ナ禍以前から度重なる介護サービス利用抑制・制限の政策がある中で、追い打ちをかける

コロナ禍という事態の中でさらに一層介護利用者、家族、介護従事者が苦しめられている

が、昨年の 2 倍の相談件数となって表れていることを訴えたいと思います。 

引き続くコロナ禍で、介護施設での面会が思うように進んでいないことへの不安や不満

が多数出されました。ワクチン接種が条件となり体質的が原因で接種出来ない家族に対し

て面会を許可しない、施設の所在する県外からの面会は許可されないなど、納得できない

ことが話されました。また、やっと久しぶりにタブレット越しで顔を見ると、印象が変わ

るほどに痩せ細っていたり、認知症が進んでいたりとの悩みが出されています。そして、

「老いいく家族との残り少ない時間への焦り」を語られています。介護施設との信頼関係

も壊れ、八方ふさがりに置かれている利用者・家族が多数いることもわかりました。 

また、コロナ禍で在宅介護の比重が高まった事の反映と思える相談も多数ありました。

「一人での夫の介護に疲れた。うつ状態の精神状態です。この先、この介護はいつまで続

くのか」「コロナ感染予防のため、通いでの家族の支援を受けることができない」など孤立

した家族介護の実態も見えてきました。そうした中、ケアマネージャーなど専門職との相

談の機会、コミュニケーションの機会も薄くなり信頼関係が壊れる中で、相談先を失って

いる方もいく人も見受けられます。 

8 月の補足給付の制度改悪で、2 万円以上の負担増になり、払えない、退所を考えざるを得
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ないなどの相談も多数寄せられました。 

さらに、例年より一層多くなったのが、「とにかく、一度話を聞いてもらいたかった」な

ど差し迫った不安な中、電話をかけてきている方です。コロナ禍で家族間、知人間の交流

も制限される状況が続き、相談をする機会を失って、報道を見ていても立っていられず電

話をしてきた様子が伺われます。 

最後に、相談内容でいわゆる「8050 問題」に関わるものが引き続いてあり、高齢の親に

依存する子どもへの対応での悩みが解決できていないことも明確になりました。 

政府は、介護サービス利用を抑制する政策をさらに押し進めようとしています。私たち

は、この電話相談に寄せられた「苦悩」や「叫び」とも言える相談内容を真正面からとら

えて、国民が本当に願う「介護の社会化」が実現できるよう、介護保険制度の抜本的な改

革を求めていきます。 

(なお、詳細のまとめ・分析は今後行い、公表していく予定です。) 

 

各都道府県件数  総合計 541 件 

北海道 51 件、岩手 10 件、秋田 6 件、埼玉 21 件、千葉 19 件、東京 144 件、神奈川 42 件 

山梨 3、岐阜 21 件、静岡 15 件、愛知 38 件、三重 5 件、滋賀 6 件、京都 21 件、大阪 58

件、兵庫 21 件、鳥取 0 件、広島 27 件、山口(  )、香川 1 件、高知 7 県、宮崎 12 件 

鹿児島 17 件、メール 2 件 

 

以上 
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 各 政党（政策担当様）御中 

 

コロナ禍の下で、高すぎる国民健康保険料を引き下げ、 

国民健康保険制度の改善を求める緊急要求・要望書  

 

２０２１ 年１０月１８日  

中央社会保障推進協議会 

 

地域住民の生活と福祉向上のために、日頃からのご尽力に敬意を表します。 

 国民健康保険(国保)は、戦後「国民皆保険」として、中小業者、農林業者、低所得労働

者、無職者、高齢者など社会的弱者を加入者とするセーフティネットとして再編されました。 

国保法第１条には「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障 

および国民保健の向上に寄与することを目的とする」と記され、その運営のために国庫負担も

投入されています。国保は、自助や相互扶助では決して支えることのできない人々の医療保障

を図り、「受診する権利」「健康になる権利」等を保障するために「国民皆保険制度」の土台と

して整備されてきたものです。 

 ２０１８年４月から市町村国保は県と市町村による共同運営となり、国は県及び市町村に

公費を負担し、市町村は県に納付金を納め、県は市町村に保険給付に必要な額を交付する「都

道府県単位化」が実施されました。県は市町村に標準保険料（税）率を提示し、地 域の実情

に応じて最終的には市町村が標準保険料（税）率を決定します。  

現在、市町村国保の保険料（税）は、被用者保険の保険料よりも高額です。高すぎて払えな

い保険料（税）は、高齢者をはじめとして加入者のいのちや暮らしを脅かす問題となり、改善

を求める切実な声が上がっています。一方で国保安定化基金はため込まれ、自治体の国保財政

は黒字になっています。 

 現在、進行中のコロナ感染拡大の下で、国保料（税）減免や傷病手当金の実施などの措置 

が取られましたが、いのちとくらしの安全・安心を守るためには不十分な状況です。 

 新型コロナ感染の蔓延は、超高齢化の進む日本社会の維持において、社会保障制度全般の

充実とともに、国民皆保険制度（保険証の無条件交付、保険証一枚で「いつでも、どこ で

も、だれでも」必要な医療が受けられる、全国一律の公的給付）を支える国民健康保険 制度

の役割の重要性が鮮明になりました。 コロナ後の社会において、とりわけ医療の拡大、充実

が求められており、国民健康保険 制度を改善していくことが求められています。 

 つきましては、国民健康保険に関わる要望について提出させていただき、各政党の政策運

営に積極的な検討をいただくようお願いするものです。  

 

 

（１） コロナ感染拡大の収束が見通せない下で、コロナ感染に関わる特例減免、傷病手当金の

措置等を国の責任で、感染収束まで継続してください。 

 

① 収入が減少した世帯の保険料減免制度を恒常的な制度としてください。さらに、所得ゼロ

またはマイナスの世帯も減免対象としてください。 

 

② コロナ特例減免の適用要件については、前年収入をコロナ以前の２０１９年または ２０

２０年より３割以上減少した場合としてください。 

③ 新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の対象に事業主を加え

てください。 
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（２） 全国知事会が国保財政に１兆円の補填するよう求めています。国庫負担増は急務です。

国庫負担を医療給付費の４５％に戻し、国保料（税）を引き下げてください。  

 

① 保険者努力支援制度を廃止してください。当面は、繰り入れに対するマイナス評価を中

止してください。 

 

② 生活保護利用者への国保加入強制はやめてください。  

 

 

（３） 第２期国保運営方針について 

 

第２期運営方針の実施にあたっては、コロナ感染拡大による自治体の実情、加入者の生活

実態等が考慮されないままに実行されており、コロナ感染下での実態を踏まえて全面的な改

定を行って下さい。 

 

①  国保料（税）について、「市町村ごとの設定が基本」とした原則を維持し、都道府県単

位の保険料統一は実施しないでください。 

 

② 市町村の自治権を尊重し、法定外繰り入れ解消のための赤字解消年次計画を明記さ せる

のではなく、法定外繰り入れを継続、充実させてください。 

 

 

（４） 国保に関わる当面する要求課題について 

 

① １８歳までの子どもは、子育て支援の観点から均等割の対象としないでください。 

 

② 資格証明書の発行はやめてください。 

 

③ 保険料（税）を継続して分納している世帯には正規の保険証を交付してください。 

 

④ 医療を受ける必要が生じ、短期保険証に切り替える際には、医師の診断書など条件をつ

けることなく交付してください。 

 

⑤ 保険料（税）の減免制度を拡充してください。 

 

⑥ 保険料（税）を払えない加入者の生活実態把握に努めてください。むやみに短期保険証

の発行や差押えなどの対応は行わず、滞納者への差押えについて法令を遵守し、滞納処

分によって生活困窮に陥ることがないようにしてください。 

 

⑦ 一部負担金の減免制度については、収入要件を緩和するなど活用できる基準にしてくだ

さい。 

 

⑧ すべての加入者を対象にした傷病手当金、出産手当金を法定給付としてください。 
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⑨ 国庫負担金等を削減する減額調整（ペナルティ）措置を廃止してください。 

 

⑩ 「ポスター」や「国保のしおり」、ホームページ等の広報において、「国民健康保険」は

「社会保障制度」であり「皆保険制度の土台であること」そして、国と自治体に財政責

任があることを明記してください。  

 

 

（５） 地域住民の健康権、受療権を保障するために  

 

① 自治体は、制裁措置を強めるのではなく、丁寧な生活・労働実態の把握に努め、対応す

るようにしてください。そのために国は、住民の健康権、受療権を保障する立場で対応

するよう周知徹底してください。 

 

② 地域住民に直接対応する国保担当職員を増員し、正規の職員体制を充実させてくださ

い。 

 

③ 滞納・差押え処分にあたっては、基本的人権を尊重する「納税緩和措置」を徹底し、過

酷な取り立てをやめさせてください。 

 

 

＜連絡先＞ 

 〒１１０－００１３ 

 東京都台東区入谷１－９－５ 日本医療労働会館５Ｆ 

 中央社会保障推進協議会（中央社保協）  〈担当 山口〉 

 TEL 03-5808-5344  FAX 03-5808-5345 

 MAIL k25@shahokyo.jp 

  〈担当 山口〉 
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3 団体アピール案 

総選挙の結果を受け、直ちに来年の参議院選挙に向け、高齢者のいのち・健康権・人権侵害に

つながる「75歳以上医療費窓口負担 2倍化中止」の声を、広く国民に訴えよう! 

                                2021.11 

                                              全日本年金者組合中央本部 

                       中央社会保障推進協議会 

                       日本高齢期運動連絡会 

1,総選挙の結果について 

 10 月 31 日投開票の第 49 回衆議院議員総選挙は、市民と野党による政権交代をめざす初

めてのたたかいとなりました。選挙の結果、自民党は、幹事長や現職大臣等が小選挙区で落

選し議席も減らしたものの、単独で絶対安定多数の 261議席を確保しました。いっぽう、市

民と野党共闘の４野党の候補は、小選挙区制の下、多くの選挙区で競り勝つ成果を得ること

ができました。しかし、投票率は戦後 3番目の低さにとどまり、自民・公明政権に対する批

判を市民と野党の共闘の側に引き寄せることはできませんでした。 

 

2，わたしたちの選挙の中でのたたかい 

 わたしたちは、10月 4日に中央 4団体で、「高齢者のいのち、健康、人権を守る政治に転

換めざす、学習決起集会＆国会議員要請行動」を開催し、75 歳医療費窓口負担 2 倍化中止

の要望を掲げ選挙を闘うことを 4野党にも呼びかけ、全国各地域でわたしたちの仲間が 2倍

化中止実現、医療・社会保障充実の政治への転換を訴え選挙を戦ってきました。しかし、短

期間の選挙戦では「75 歳以上医療費窓口負担 2 倍化中止」を広く国民の中に訴えを広げる

ことはできませんでした。 

 

3，75歳以上医療費窓口負担 2倍化中止のために 

 わたしたちは、総選挙の結果を踏まえ、これまでの自公政権が「全世代型社会保障改革」

の名のもとに続けてきた医療費削減政策の転換を引き続き求めます。そして「75 歳以上医

療費窓口負担 2倍化中止」の実現を目指し、以下の取り組みを呼びかけます。 

(1)学んだことを大きく広げよう 11/17 から 11/19 厚生労働省前座り込み行動実施 

 この問題の当事者である高齢者がまず法律の問題点をしっかり学び、そのことを国民のみ

なさんに知らせる学習会開催、宣伝行動を全国で計画します。毎月 23日から 25日、年金支

給日の 12 月 15 日、2 月 15 日に全国一斉宣伝行動を呼びかけます。日本高齢期運動連絡会

は 11/17～19 まで厚生労働省前座り込み行動を行います。学習会 DVD、YouTube 録画などは

中央社保協、日本高齢期運動連絡会 HPをご覧ください。 

(2)全ての世代に広く訴えましょう 

 現役世代には、政府が進める「全世代型社会保障」政策の問題点、特にコロナ禍の中で起

こっている「医療崩壊」などを例に、医療は社会全体の共通資本であり、誰もが分け隔てな

く、平等に享受できるようにすべきであることを訴え、医療費の窓口負担はゼロが世界水準

であることを訴えていきます。そのための宣伝チラシを作成します。 

(3)高齢者の生活実態調査を行い、生活実態を訴えていきます 

 日本高齢期運動連絡会が、１１月に高齢者生活実態調査を実施します。その結果について

2022 年 2 月 1 日の老人医療有料化反対集会で中間まとめを行い、マスコミに発表します。

それに呼応して SNSを利用した発信に取り組みます。また、今回の法律改定に対する高齢者

の怒りを集約する行動に取り組みます。街かど宣伝、署名活動の時に活用するだけでなく、 
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広く当事者に配布し、アンケートとともに広く高齢者の怒りの声を集めます。別紙用紙を活

用し、10000人の高齢者の声を 1月末までに集めることとします。 

 

(4)国会議員、地方議員への要請に取り組みます 

 今回の衆院選で当選した 4 野党議員に 75 歳医療費窓口負担 2 倍化法中止の要望を 11/19

午後、要請行動を行います。12 月に政党との懇談会を開催します。全国各地域の野党 4 党

議員事務所への訪問を行いましょう。全都道府県、区市町村議会への請願にも取り組みます、

また、各地の後期高齢者広域連合議会への請願を行います。 

 

(5)「いのち署名」とセットで来年 3月末までに 350 万筆目標にします 

 75 歳以上医療費窓口 2 倍化中止の一点であらゆる団体、個人へ運動の賛同の呼びかけを

強めます。75 歳以上医療費窓口 2 倍化中止一点での協力とともに、自公政権が推し進める

全世代型社会保障政策に反対し、いのち・くらしを守り社会保障・福祉の拡充を訴える「い

のち署名」（全労連・中央社保協・医団連・医療３単産）とセットで取り組むことを呼びか

けます。さらに、老人クラブや、団地の自治会、高齢者のサークル等に幅広く呼びかけ、い

っしょに取り組んでもらうよう呼びかけます。署名目標は 2020 年 3 月末までに 350 万筆で

す。署名のテンポは 12月末までに 30%、1月末までに 50%とします。 

 

(6)署名提出集会は 1/28，2/18、3/2  

 署名提出集会も他の団体と統一して要請行動にとりくみます。 

2022年 1月 28日、3月 2日は、いのち署名提出集会と一緒に実施、2/18に独自の署名提出

集会を行います。 

 

 みなさん、2008年６月６日、野党４党が参議院に提出した「後期高齢者医療制度の廃止法

案」が参議院本会議で可決され、衆議院へ送られたことを覚えていらっしゃると思います。

その年の４月に後期高齢者医療制度が実施されてから、そのひどい内容が明らかになるにつ

れ、国民の怒りや不満・不安が噴出し、「中止・撤回」を求める国民的な運動が全国各地に

広がりました。その時も、2 月、3 月の 2 ケ月間の運動の中で国民的な広がりをつくりだし

ました。今回の法律実施時期は政令で定めるとなっています。政令は時の内閣が発します。

その時の世論の状況に大きく左右されます。 

 わたしたちが、学び、広げ、行動することにより大きな世論を作りだすことは可能です。

そのことができれば、75歳以上医療費窓口負担 2倍化を止めることができます。 

 ともにがんばりましょう! 

                                                                   以上 
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この1年、あなたの暮しは？

11□ 食費を切りつめた

12□ 国民健康保険料・税の支払いが滞ったこ

とがある

13□ 医者にかかるのを控えた

14□ 交際費（冠婚葬祭費、友人との付き合い、

孫へのお小遣い等）を切りつめた

15□ 金融機関などに借金をしたことがある

（住宅ローン除く）

16□ 新しい服・靴を買うのを控えた

17□ 電話（固定・携帯）などの通信料の支払

いが滞ったことがある

18□ 家賃や住宅ローンの支払いが滞ったこと

がある

19□ 趣味やレジャーの出費を減らした

10□ 冷暖房の使用を控えた

11□ 家族・友人・知人との外食を控えた

12□ 理髪店・美容院に行く回数を減らした

13□ 以上の1から12の項目には、どれにもあ

てはまらない

いくつでも□して下さい。

東京都中野区中央5-48-5シャンボール中野504

TEL・FAX 03-3384-6654 nihonkouren@nifty.com

日本高齢期運動連絡会
取扱い団体

日本高齢期運動連絡会の「声を上げよう」アンケート

●アンケートと、できればご意見もお書きいただき、日本高齢期運動連絡会、または取扱い団体に
お送りください。集約した上で、岸田首相あての要望書にします。

●75歳以上 医療費２倍化はや

めて下さい。

●生活できる年金にして下さい。

●利用料の心配なく介護サービ

スが受けられるようにして下

さい。

高齢者の

あなたのご意見
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緊急提言（案） 
～未来を切り拓く「新しい資本主義」とその起動に向けて～ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

令和３年11月８日 

新しい資本主義実現会議 

資料２ 
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緊急提言（案） 
～未来を切り拓く「新しい資本主義」とその起動に向けて～ 
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Ⅰ．新しい資本主義の起動に向けた考え方 

政府は、「成長と分配の好循環」と「コロナ後の新しい社会の開拓」をコンセプ

トとした新しい資本主義を実現していくため、内閣に新しい資本主義実現本部を設

置した。また、同本部の下、新しい資本主義の実現に向けたビジョンを示し、その

具体化を進めるため、新しい資本主義実現会議を開催することとし、本年10月26日

から検討を開始した。 

現在、世界各国において、持続可能性や「人」を重視し、新たな投資や成長につ

なげる、新しい資本主義の構築を目指す動きが進んでおり、我が国がこの動きを先

導することを目指す。 

具体的には、1980年代以降、短期の株主価値重視の傾向が強まり、中間層の伸び

悩みや格差の拡大、下請企業へのしわ寄せ、自然環境等への悪影響が生じているこ

とを踏まえて、政府、民間企業、大学等、地域社会、国民・生活者がそれぞれの役

割を果たしながら、格差の是正を図りつつ、民間企業が長期的な視点に立って「三

方良し」の経営を行うことで、現場で働く従業員や下請企業も含めて、広く関係者

の幸せにつながる、長期的に持続可能な資本主義を構築していく必要がある。全て

を市場に任せるのではなく、官民が連携し、新しい時代の経済を創る必要がある。 

その際、人的資本や無形資産、社会・自然環境・人権への配慮などを可視化する

ことで、成長の質や長期的な企業価値を評価するための環境を整備することが重要

である。 

成長と分配の好循環の起爆剤として、デジタルトランスフォーメーション（DX）

やグリーン分野の成長を含めた科学技術立国を推進し、イノベーション力を抜本的

に強化する必要がある。その際、民間がイノベーションを起こし、それを官が支援

することを基本とする。また、イノベーションを社会課題の解決に活用することで、

利便性の高い社会を作るとともに、地方の中堅・中小企業や下請企業、スタートア

ップを含めて、幅広い産業や企業の生産性向上を促進し、豊かな中間層を生み出し

ていくことが重要である。製品だけでなく、サービスのイノベーションも進めてい

く必要がある。 

逆に、従業員に賃金の形で分配してはじめて、消費が拡大し、消費拡大によって

需要が拡大すれば、企業収益が更に向上し、成長につながる。分配戦略は、成長を

支える重要な基盤である。 

さらに、成長と分配を同時に実現するためには、幼児教育・保育や小中学校から

企業内まで、「人」への投資を強化する必要がある。多様性（ダイバーシティ）と包

摂性（インクルージョン）を尊重し、女性や若者、非正規の方、地方を含めて、国民

全員が参加・活躍できる社会を創り、一人一人が付加価値を生み出す環境を整備す

る必要がある。また、リカレント教育やセーフティーネットの整備を通じて、やり

直しのできる社会、誰一人として取り残さない社会を実現する必要がある。働く人

の評価や処遇を成果に基づき行う慣行を定着させる必要がある。 

このような視点を含めて、我が国においても、成長戦略によって生産性を向上さ

せ、その果実を働く人に賃金の形で分配することで、広く国民の所得水準を伸ばし、

次の成長を実現していく「成長と分配の好循環」の実現に向けて、政府、民間企業、

大学等、地域社会、国民・生活者がそれぞれの役割を果たしながら、あらゆる政策

を総動員していく必要がある。 

新しい資本主義実現会議では、こういった基本的な考え方を踏まえて、来春にビ

ジョンとその具体化の方策を取りまとめ、世界に向けて率先して発信していく必要
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がある。策定にあたっては、車座対話を随時開催し、多様な関係者の方々の声を丁

寧に聞きながら、検討を進めていく。 

本緊急提言は、早速、実行すべきものは実行に移し、新しい資本主義を起動する

ため、当面、岸田内閣が最優先で取り組むべき施策を整理するものである。 

 

 

Ⅱ．成長戦略 

１．科学技術立国の推進 

（１）科学技術立国の推進に向けた科学技術・イノベーションへの投資の強化 

①10兆円規模の大学ファンド・大学改革 

 世界最高水準の研究大学を形成するため、10兆円規模の大学ファンドを本年度内

に実現し、運用を開始する。また、世界と伍する研究大学に求められる、ガバナン

ス改革や外部資金確保の強化などの大学改革の実現に向けて、新たな大学制度を構

築するための関連法案の次期通常国会への提出を目指す。 

優れた若い研究者が研究に専念できる環境を作っていく。このため、我が国の科

学技術・イノベーションの将来を担う優秀な博士後期課程学生に対して、生活費相

当額及び研究費を継続的に支援する。また、若手研究者の参画を要件として国際共

同研究を支援するスキームを新たに構築し、世界と戦える優秀な若手研究者の育成

を推進する。 

 

②デジタル、グリーン、人工知能、量子、バイオ、宇宙など先端科学技術の研究開

発・実証 

科学技術立国の推進に向け、デジタル、グリーン、人工知能、量子、バイオ、宇

宙といった先端科学技術の研究開発・実証に大胆な投資を行う。 

人工知能や量子など革新的な技術が出現し、イノベーションをめぐる国際的な競

争が激化する中、経済安全保障の強化推進の観点から先端的な重要技術を迅速かつ

機動的に育てる必要がある。このため、国が経済安全保障上のニーズに基づき、研

究開発のビジョンを設定した上で、その実現に必要な研究開発を複数年度にわたっ

て支援する枠組みを設ける。 

長期の野心的な目標に挑戦するムーンショット型研究開発について、カーボンニ

ュートラルの実現、人工知能・量子・バイオなど新技術の研究開発力強化、がんな

ど日米協力に基づく研究開発の推進を目指して、抜本的に強化する。 

小型衛星コンステレーション（多数の衛星群を協調させることで、高速・低遅延通信や

高頻度の観測を可能とするシステム）を構築するための実証や国際宇宙探査（アルテミス

計画）の推進など、安全保障・防災等の観点から、宇宙開発利用を加速する。 

 

③ライフサイエンス分野の強化 

人生100年時代を迎え、ライフサイエンス分野の研究開発・投資を強化する必要

がある。 

このため、ワクチンや治療薬の安定供給を確保するため、国内での開発、生産を

支援する。 

新型コロナウイルス感染症の経口治療薬について、本年内の実用化を目指すとと

もに、国産の経口治療薬の研究開発を支援し、国民の安全・安心を確保できるよう、

承認された経口治療薬の国による買い上げを行い、必要量を確保する。 
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ワクチンについて、より強力な変異株や新たな感染症にも対応できるよう、新た

なモダリティ（創薬手法）の創出を目指した基礎研究や企業等の応用研究、ベンチャ

ーキャピタルによる出資を要件とした、創薬ベンチャーにおけるワクチン実用化の

ための開発、平時にはバイオ医薬品を生産し、緊急時にワクチン製造に転用できる

生産設備（デュアルユース）の整備を支援する。 

がんや難病に苦しむ患者を対象として、全ゲノム解析を推進し、その結果をもと

に、個別化医療の提供を目指す。また、得られたゲノム情報をデータベース化し、

研究機関や民間企業等における創薬や治療法開発に向けた利活用を可能とする。 

現状、累計6,300症例（1.2万ゲノム）の全ゲノム解析を実施済み。本年度末までに

累計19,200症例（2.5万ゲノム）まで実施する見込み。これに加えて、英国を参考に、

来年度から５年間でがん・難病に関して10万ゲノム規模の全ゲノム解析を実施する

ことを目指し、複数年度にわたって支援する。 

 

（２）デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進 

①デジタル庁による健康・医療・介護、教育等の分野におけるデータ利活用の推進 

デジタル庁において健康・医療・介護、教育など準公共分野におけるデータの利

活用を強力に推進するため、データの具体的な利用ケースを想定し、実際の運用時

に生じる課題を把握するための実証や、データを利活用できる環境の整備を行う。 

具体的には、健康・医療・介護の分野においては、妊産婦・乳幼児・高齢者とい

った方々の個人の健康状態に関するデータを、公共サービス、医療、福祉サービス

の提供者など様々な主体が利用できる環境を想定して実証を行い、データの標準化

をどのように行うか、データの取扱いのルールをどのように設定するか、どのよう

なシステムの整備が必要かといった課題を整理する。 

 また、教育分野においては、様々なデジタルコンテンツを学校で利用できる環境

を整備するため、官民の様々なデジタル書籍・素材について、学習指導要領との紐

付けを行うとともに、それらを容易に検索することができるような検索システムの

開発及び実証実験を行う。 

さらに、このように様々な分野における実証等を行うことで、将来的に分野横断

的なデータプラットフォームの構築へとつなげていく。 

 

②DFFT（信頼性ある自由なデータ流通）の推進 

デジタル時代の信頼性ある自由なデータ流通（DFFT）を実現するため、国際的な

ルールづくりに積極的な役割を果たしていくとともに、データの越境移動に関する

国際的な規制の相互運用の在り方について検討を行う。 

 

③利用料の透明化によるキャッシュレス利用環境の整備 

クレジットカード加盟店手数料の７割を占めるとされるインターチェンジフィー
（クレジットカードでの決済があった際に、お店と契約する決済会社が、利用者と契約する決

済会社に支払う手数料）について、公正取引委員会において、標準料率の公開状況等

の実態調査を行い、競争政策上の課題の有無について、本年度末までに取りまとめ

る。あわせて、関係省庁においてキャッシュレス決済の拡大に有効な公開方法を検

討する。 
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④コンテンツの利用拡大 

デジタル化、ネットワーク化を成長の機会とすべく、コンテンツの利用に関する

多数の権利者の許諾について、簡素で一元的に権利処理できるような制度について、

本年中に検討の上、結論を得て、来年度中の法案提出を目指す。 

感染拡大に伴う開催制限により延期・中止した音楽や演劇の公演等について、キ

ャンセル費用を支援するとともに、コンテンツの海外展開を支援する。 

 

（３）クリーンエネルギー技術の開発・実装 

①再生可能エネルギーの導入拡大 

2050年のカーボンニュートラル、2030年度の排出削減目標の実現に向けて、再生

可能エネルギーの最大限の導入に取り組む。 

再エネ普及のための送電網の整備を加速化するため、海底直流送電線に関する実

現可能性調査を支援するとともに、ケーブルの製造に係る設備投資等を加速する。

また、再エネの出力変動に対応するための電力系統につながる蓄電池の整備、余剰

な再エネ電気で水素を製造する装置の整備を支援する。 

 太陽光発電の導入拡大に向けて、事業会社がFIT制度やFIP制度の対象とならない

再エネの長期契約に基づく調達を促進するための太陽光発電設備の整備を支援する。 

 

②蓄電池の国内生産、水素ステーション・充電設備の整備、電動車の普及促進によ

る自動車の電動化の推進と事業再構築 

自動車産業は、関連産業を含めると、国内で550万人の雇用を抱える、我が国の

基幹産業である。自動車の電動化を推進するため、包括的な支援を実施する。 

車載用の電池について、サプライチェーン強靱化を図るとともに、2030年までに

国内生産能力を大幅に高めるため、電池及び電池材料の大規模生産拠点の国内立地

を支援する。 

水素ステーションや充電設備の整備を支援し、電動車について、遅くても2030年

までにガソリン車並の利便性を実現する。 

2035年までに乗用車の新車販売で電動車を100％とするグリーン成長戦略の目標

に向けて、電気自動車・燃料電池自動車等の購入を支援する。 

2050年カーボンニュートラルに伴う産業構造転換を支援するため、部品サプライ

ヤー、ガソリンスタンド、整備拠点などが、自動車の電動化に伴い事業転換・事業

再構築に挑戦する取組を支援していく。 

あわせて、既存のインフラを活用可能な、二酸化炭素（CO2）と水素の合成燃料

（e-fuel）の技術開発・実証を行う。 

 

③化学・鉄鋼等の エネルギー多消費型産業の燃料転換 

鉄鋼、化学、製紙・パルプ、セメントといったエネルギー多消費型産業における

石炭火力自家発電の燃料転換を支援する。また、鉄鋼の高炉・コークス炉の高効率

化等を支援する。 

 

④既存住宅・建築物を含めた省エネ性能の向上や木造建築物の促進による住宅・建

築分野の脱炭素化 

 住宅・建築分野における脱炭素化を強力に推進する。 

具体的には、2025年度までに、住宅や小規模建築物を含めた全ての建築物を省エ
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ネルギー基準の適合義務の対象とするとともに、5,000万戸を超える既存住宅の省

エネリフォームを推進するため、低利融資制度を創設する。また、木材の利用を促

進するため、木造建築物に対する構造計算の規制や防火規制を改正する。このため、

次期通常国会への関連法案の提出を目指す。 

このほか、地域における木造のゼロ・エネルギー住宅の取得等を支援するととも

に、住宅ローン減税の在り方や、リフォーム税制の拡充・延長について検討し、本

年末の来年度税制改正において結論を得る。 

 

⑤核融合など将来に向けた原子力利用に係る新技術の研究開発の推進 

将来に向けた原子力利用の安全性・信頼性・効率性を抜本的に高める新技術等の

開発を進める。2030年までに、民間の創意工夫や知恵を活かしながら、国際連携を

活用した高速炉開発の着実な推進、小型モジュール炉技術の国際連携による実証、

高温ガス炉における水素製造に係る要素技術確立等を進めるとともに、ITER計画等

の国際連携や民間企業の技術開発を通じ、核融合研究開発を着実に推進する。 

 

⑥クリーンエネルギー戦略の策定 

グリーン成長戦略、エネルギー基本計画を踏まえつつ、再生可能エネルギーのみ

ならず、原子力や水素などあらゆる選択肢を追求することで、将来にわたって安定

的で安価なエネルギー供給を確保し、さらなる経済成長につなげていくことが重要

である。 

このため、クリーンエネルギー戦略を策定する。 

 

２．我が国企業のダイナミズムの復活、イノベーションの担い手であるスタートア

ップの徹底支援 

（１）要素技術の製品化・サービス化の促進 

我が国では、要素技術の研究開発に成功しても、製品・サービス化がうまくいか

ず、他国企業がビジネスとして収益化した事例が散見される。 

日本企業が要素技術の製品化・サービス化を進めるためには、新しい技術の可能

性を見出す経営の「目利き力」や、事業化に繋げる「事業立ち上げ力」の強化、こ

うした力を持つ人材の育成、経営戦略と知財戦略の一体的な推進など、民の経営力

の強化を進める必要がある。 

 

（２）付加価値の高い新製品・新サービスの創出の促進 

OECDによると、新製品や新サービスを投入した企業の割合は、日本の場合は製造

業9.9％、サービス業4.9％にとどまり、ドイツ（製造業18.8％、サービス業9.0％）や

米国（製造業12.7％、サービス業7.6％）よりも低い水準となっている。 

また、 我が国の労働生産性（就業者一人当たりGDP）は2019年に7.5万ドルであり、

G7諸国の中で最も低い。 

製造コストの何倍の価格で販売できているかを示すマークアップ率を見ると、日

本は1.3倍にとどまり、1.8倍の米国や1.7倍の英国より低い水準となっている。 

このように、日本企業は新製品や新サービスを生み出せず、十分な売値が確保で

きていない。売値を上げるのは、現場の工員や従業員の問題ではなく、経営の問題

である。 

日本企業が付加価値の高い製品やサービスを生み出し、高い売値を確保できる付
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加価値を創造するようにすることで、新しい資本主義の考え方に沿って、従業員や

取引先に付加価値を分配する構造へと日本の産業を変革していく必要がある。 

このためには、日本企業は、従来の「モノ売り」から脱却し、高収益を狙える

「サービス」売りを進めるとともに、AI・ビッグデータの活用やブランド力の強化

等の事業構造の改革を進める必要がある。 

 また、最先端技術を活用し、新興国ならではの課題を克服するための新製品や新

サービスが創出され、先進国へ逆輸入されるリバースイノベーションが加速してい

る。我が国においても、アジア新興国企業と日本企業が連携して迅速に成功モデル

を生み出し、日本への逆輸入を進める取組を推進する。 

 

（３）スタートアップを生み出し、規模を拡大する環境の整備 

 成長戦略が成功するためには、イノベーションの担い手であるスタートアップを

徹底支援し、新たなビジネス、産業の創出を進める必要がある。 

我が国のスタートアップの数は近年増加傾向にあるが、企業年齢０-２年の企業

が企業全体に占める割合は13.9％にとどまり、米国（20.5％）、英国（22.4％）、フ

ランス（22.8％）に比べて低い。 

 また、我が国の上場企業は、ソニーや本田技研工業など1945-1954年に設立され

た企業が119社と最多である一方、米国の上場企業は、アマゾンやフェイスブック

など1995-2004年に設立された企業が124社と最多である。 

さらに、我が国では成長するスタートアップが少なく、ユニコーン（時価総額10億

ドル超の未公開企業）の数は、2021年３月１日現在、米国274社、中国123社、欧州67

社であるのに対して、日本は４社にとどまる。 

このように、我が国では、イノベーションの担い手であるスタートアップの数は

依然として低い水準にとどまっており、成長するスタートアップは極めて少ない。

日本の将来を築いていくためには、終戦直後に続く第二の起業ブームを起こす必要

があり、スタートアップの創出・成長発展のための環境整備に取り組む必要がある。 

例えば、我が国の場合、VC・CVC投資やエンジェル投資の規模が米国等と比べて

非常に小さい。また、米国では、スタートアップの足元の利益ではなく、将来の成

長性を見込んで多額の投資が集まるのに対し、日本では短期的に利益を出すことが

求められるため、スタートアップが成長投資を行うことが難しい状況にある。 

スタートアップの創出・成長発展に向けて、挑戦が奨励される社会環境の整備、

兼業・副業の促進等による人材の流動化、新SBIR制度の着実な運用によるスタート

アップからの政府調達、雇用を増やすスタートアップに対する政策金融による融資、

SPAC（特別買収目的会社）制度の検討等による新たな上場環境の整備、大企業とスタ

ートアップとの取引関係の適正化等を総合的に進める。 

 

（４）新規株式公開（IPO）プロセス及びSPAC（特別買収目的会社）制度の検討 

日本の上場の仕組みは、新たなチャレンジを起こそうとする起業家にとって優し

い制度とは言えない。日本の上場の仕組みでは、スタートアップではなく証券会社

の顧客が儲ける構造になっており、スタートアップに十分な資金が回っていないと

の指摘がある。 

具体的には、新規株式公開（IPO）については、諸外国と比べて、起業家が株を売

る価格（公開価格）を上場初日に市場で成立する株価（初値）が大きく上回り、起業

家の資金調達額が少ない。 
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そうした現状を踏まえ、IPO時の公開価格設定プロセスについて、公正取引委員

会において実態把握を進める。また、日本証券業協会において、スタートアップの

持続的な成長に資するよう、実需を反映するための公開価格設定の在り方や、より

スタートアップの意向に沿った株式の配分の在り方などについて検討を進め、本年

内を目途に中間的な取りまとめを行う。 

また、諸外国で導入されているSPAC制度についても、買収時にスタートアップと

投資家が合意して価格を決めるため、お互いに納得した価格で上場できる仕組みで

あり、現在の上場の問題を解決する上でも意味があると考えられる一方、投資家保

護が必要である。 

このため、東京証券取引所において、上場時の基準や開示の在り方、買収に反対

した場合等の一般投資家への資金の返還、買収先企業の開示など、投資家保護策等

の観点からSPACを導入した場合に必要な制度整備について、諸外国の状況も踏まえ、

具体的に検討を進め、論点を整理した上で、結論を得る。 

 

（５）大企業とのオープンイノベーションの支援 

大企業とのオープンイノベーションを促進する税制措置について、スタートアッ

プ企業の株式取得を通じて連携を深める取組が増えるよう、対象となる株式の範囲

の拡充を検討し、本年末の来年度税制改正において結論を得る。 

また、大企業とスタートアップの人材マッチングの支援を実施する。 

 

（６）公正な競争を進めるための競争政策の強化 

新しい資本主義を進めていくためには、地方の中堅・中小企業、下請企業、スタ

ートアップを含めて、豊かな中間層を生み出していくことが重要となる。欧米では、

競争当局から他の政府機関等に対し、唱導（アドボカシー；提言）が活発に行われ、

公正な競争環境の整備が着実に進められている。我が国でも、専門性の高い外部人

材も活用しつつ、スタートアップ・中小企業の取引の適正化や通信等のデジタル市

場・電力等のエネルギー市場といったインフラ分野などをはじめとして、公正取引

委員会による唱導機能の実効性を強化する。 

専門的な知見の向上など質的な充実と併せ、組織・人員の抜本的な拡充など量的

な充実を図ることにより、公正取引委員会の体制を重点的かつ計画的に強化する。 

 

（７）デジタル広告市場の透明化・公正化の推進 

デジタル市場を支える重要なインフラであるデジタル広告に関して、市場が寡占

化する中でプラットフォーム事業者による一方的なルール変更や、広告の閲覧数の

水増しによる広告費の虚偽請求など様々な課題が指摘されている。こうした状況を

踏まえ、デジタルプラットフォーム取引透明化法の対象にデジタル広告市場を追加

し、大規模なプラットフォーム事業者に対して、ルール変更の際に内容や理由を事

前に開示することや、広告費の不正取得のリスクに関する説明の徹底を求めるなど、

透明化・公正化のための制度整備を行う。 

 

３．地方を活性化し、世界とつながる「デジタル田園都市国家構想」の起動 

新しい資本主義は、地方からスタートする。過疎化や高齢化といった地方の課題

にデジタルを実装することで解決する「デジタル田園都市国家構想」を起動する。 
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（１）テレワーク・ドローン宅配・自動配送などデジタルの地方からの実装 

地方の課題を解決するため、地方からデジタルの実装を進める。 

電子商取引が拡大する一方で、ドライバーの数は減少を続けている。さらに、ウ

ィズコロナの中、高齢者などの利用者、ドライバーの安全を確保する観点からも、

非接触型の自動配送サービスを実現することが重要である。 

低速・小型の自動配送ロボットは、現行制度（道路運送車両法、道路交通法）には位

置付けられていないが、自動配送サービスを早期に実現するため、道路運送車両に

は該当しないこととした上で、 配送サービスの提供エリアや事業者の連絡先等につ

いて事前の届出を求め、安全管理義務に違反した場合には行政機関が措置を行える

こととし、機体の安全性・信頼性の向上が図られるよう、産業界における自主基準

や認証の仕組みの検討を促すこと等を前提に、次期通常国会に関連法案を提出する。 

 あわせて、高齢者の移動手段の確保や運転手の不足に直面する地方では、人を運

ぶ自動運転による移動サービスが期待されるが、現行法では一般的な制度は規定さ

れていない。このため、申請されたサービスの提供地域・区間を前提として、自動

運転システムの性能、遠隔監視や緊急時の対応等を確認した上で、自動運転移動サ

ービスを認める新たな制度を創設し、次期通常国会に関連法案を提出することを検

討する。 

また、物流や保安、防災など様々な分野においてドローンを活用できる環境を整

備する。具体的には、機体の安全性を認証する制度や操縦者の技能を証明する制度

等の詳細な制度設計を進め、来年度中にドローンの有人地帯での目視外飛行（レベ

ル４）を可能とする。 

「デジタル田園都市国家構想」の具体化に向け、デジタルを活用した地域の自主

的な取組を応援するための交付金を大規模に展開する。デジタルを活用した地域に

おける課題解決や魅力向上の好事例を創出し、そうした取組の横展開を図る。 

テレワークを更に推進するため、サテライトオフィスの整備や運営、そこに進出

する企業による地域活性化に向けた事業の支援などの地方自治体の取組を支援する。 

 

（２）地域金融機関を含めた地域の中小企業のDXの面的・一体的な推進 

地域金融機関が、面的・一体的に地域の中小企業のDXを推進するため、改正銀行

法に基づき、子会社を設立する等により、地域の中小企業のDXを支援する業務を展

開する。これにより、地域金融機関が各地域における官民連携の面的なDXの推進の

取組に積極的に参加することを促す。 

また、DX専門人材を地域金融機関に対して斡旋するスキームを設ける等、地域金

融機関の支援能力の向上を推進する。こうした一定の能力や体制を整備した地域金

融機関が中小企業に対し支援を行うことを推進する。 

 

（３）いわゆる6G（ビヨンド5G）の推進 

 次世代の通信インフラであるいわゆる6G（ビヨンド5G）について、2030年頃の導入

を見据えて、研究開発を推進する。このため、現在使われている電気通信技術に代

えて、ネットワークから端末まで全てに光通信技術を活用することにより、基幹ネ

ットワークにおける現在の100倍の通信速度とネットワーク全体における現在の100

分の１の超低消費電力を同時に実現する革新的な技術を今後５年程度で確立するこ

とを目指して、ネットワーク技術やコンピューティング技術に関する研究開発を支

援する。 
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（４）教育のICT環境の整備 

一人一台のIT端末の配備に加え、学校における通信環境の安定化の支援や、大型

スクリーン等のオンライン教育推進機器の整備など、新たな学びの環境の整備（ギ

ガスクール構想）を推進する。 

その環境を生かし、先端的教育ソフトウェアを導入して、児童生徒一人ひとりの

状況に応じた個別最適な学びの充実など、学びの転換に取り組む学校を支援する。 

 

（５）デジタル田園都市国家構想実現会議とデジタル臨調の設置 

地方からデジタルの実装を進め、新たな変革の波を起こし、地方と都市の差を縮

めていくことで、世界とつながる「デジタル田園都市国家構想」の実現に向け、デ

ジタル田園都市国家構想実現会議を開催する。 

 デジタル改革、規制改革、行政改革を一体的に進めていくために、デジタル臨時

行政調査会を開催する。 

 

（６）地方活性化に向けた基盤づくりへの積極的投資 

①農林水産業の成長産業化の推進・家族農業や中山間地農業などが持つ多面的機能

の維持 

デジタル技術を用いたスマート農林水産業を生産現場で進め、若者にとっても魅

力のある産業としていく。このため、技術の研究開発や生産現場での実証・経営改

善効果の分析、スマート機械のシェアリングを通じたスマート農業産地の形成、農

業高校でのスマート機械の導入、効率的な林業生産・流通に役立つ森林資源情報の

デジタル化、漁業生産の基礎となる資源管理のためのデジタル技術を用いた漁獲情

報の収集による資源の的確な評価などを支援する。 

 世界でも評価の高い日本の農林水産物・食品の2025年２兆円、2030年５兆円とい

う輸出額目標の達成に向けて、商談会の開催、プロモーションの実施、オールジャ

パンとして活動する品目団体の活動、国内の輸出産地に対する専門家の派遣、輸出

拡大に必要な加工・保管等の施設の整備などを支援する。 

 森林の若返りによるCO2の吸収拡大を通じて、カーボンニュートラルにも貢献し

ていくため、伐採、利用、植栽の好循環に向け、路網の整備、国産材の加工施設の

大規模化、成長の早いエリートツリーの苗木の生産施設の整備などを支援する。 

 国民全体が享受している、農業・農村の持つ国土保全等の多面的機能を維持して

いくため、農業用水路等を地域で共同作業により管理する取組や中山間地域での各

集落の農地の利用や担い手についての将来像を策定した上で実施される持続的な農

業生産活動への直接支払いを推進する。 

 

②防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策の推進・豊かな田園都市国家

を支える交通・物流インフラの整備 

防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策に基づき、激甚化する風水害

や切迫する大規模地震等への対策、予防保全型インフラメンテナンスへの転換に向

けた老朽化対策の加速、国土強靱化に関する施策を効率的に進めるためのデジタル

化等の推進の各分野について、取組を推進する。 

地方の産業を支え、物流効率化や地域交通の安定的確保に資する道路ネットワー

クや港湾の整備など、交通・物流インフラの整備を推進する。 
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③PPP/PFIの推進 

空港、林業などPPP/PFI等の活用推進に向けた検討を行う。 

空港分野では、PPP/PFI推進アクションプラン（令和３年改定版）に基づき、地方管

理空港を含め、原則として全ての空港へのコンセッションの導入を促進することと

している。国が管理する空港について、コンセッションの取組を進め、すでに新千

歳空港、福岡空港をはじめ９空港において民間事業者による運営を開始している。

空港会社が管理する空港についても、関西国際空港においてコンセッションを実施

している。今後、空港における機能強化の進捗や地域との関係等を踏まえつつ、更

なるコンセッションの実施について検討していく。 

林業分野では、樹木採取権制度に基づき、本年10月までにパイロット的に指定さ

れた10箇所について、来年１月頃から順次、樹木採取権を設定していく。また、よ

り大規模なものも含めた来年度以降の樹木採取区の指定について、本年から実施し

ているマーケットサウンディング（市場調査）の結果を踏まえ、検討していく。 

 

④2025年大阪・関西万博の準備の円滑化 

新型コロナウイルス感染症を乗り越えた先の新たな社会を示すこととなる2025年

大阪・関西万博の開催に必要な経費を確保するとともに、会期終了後の撤去費用を

確保する。その際、建設主体が政府、外国政府、私企業など多岐にわたり、更にそ

れぞれの行政手続も絡むことから、工事や技術実証等の進捗状況に応じた機動的・

弾力的対応を可能とするよう措置する。 

 

⑤観光立国復活に向けた観光業支援 

コロナ禍の影響を強く受けた観光産業では、ウィズコロナを前提とした旅行ニー

ズの変化やデジタル化に対応した事業再構築を支援していくことが重要となる。 

旅館・ホテルでは、施設の価値を高めるため、団体客向けの大部屋から家族など

の少人数が泊まる温泉付きの客室に改修することや、宴会場を個室の食事会場に改

修することなどが考えられる。また、観光地でリモートワークしながら余暇も楽し

むワーケーションの受入れには、Wi-Fiやデスクなどの環境整備が必要となる。 

こうした観光産業の事業再構築に向けた積極的な施設改修や、地域のバスや鉄道

におけるキャッシュレス決済の導入等を支援する。 

 あわせて、GoToトラベルなどの消費喚起策については、感染状況を十分に踏まえ

つつ、ワクチン接種証明や陰性証明を活用して、より安全・安心を確保した制度に

見直すとともに、週末の混雑回避の工夫や中小事業者への配慮についても検討し、

再開に向けた準備を整える。 

 

４．経済安全保障 

安全保障と経済を横断する領域で様々な課題が顕在化している中で、戦略技術・

物資の確保や技術流出の防止に向けた取組を進め、自律性の確保と優位性ひいては

不可欠性の獲得を実現していく。このため、経済安全保障に係る施策を総合的・包

括的に進める。 

 

（１）我が国の自律性の確保、優位性ひいては不可欠性の獲得のための経済安全保

障を推進するための法案の策定 

我が国の経済安全保障を推進するための法案を策定する。 
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（２）戦略技術・物資の特定、技術の育成、技術流出の防止等に向けた取組の推進 

本年中にシンクタンク機能の活動を開始し、重要技術の特定に資する調査分析を

行う。 

人工知能や量子など、先端的な重要技術を迅速かつ機動的に育てるため、国が経

済安全保障上のニーズに基づき、研究開発のビジョンを設定した上で、その実現に

必要な研究開発を複数年度にわたって支援する枠組みを設ける。 

本年10月に対象業種を拡大した対内直接投資審査の執行体制、留学生・研究者等

の受入審査の体制、経済安全保障に係る情報収集・分析・集約・共有等に必要な体

制など、経済安全保障の推進を図るための人員の拡充を図り、体制を強化する。 

「みなし輸出」管理の対象の明確化（居住者への情報提供であっても、非居住者へ技術

情報を提供することと事実上同一と考えられる場合には管理対象とするもの）について、意

見募集の結果を検討した上で、早期の関連通達の改正、来年度前半からの実施を目

指す。 

大学・研究機関等における自律的な研究の健全性・公正性を高めるため、競争的

資金の適正な執行に関する指針を本年内を目途に改定する。 

特許の公開制度について、安全保障の観点から非公開化を行うための措置につい

て検討し、必要な措置を講じる。 

サプライチェーン上の重要技術・物資の生産・供給能力などの戦略的な国内産業

基盤の確保を推進するため、主要国の動向も念頭に、中長期的な資金拠出等を確保

する枠組みも含めた支援の在り方を検討し、早期の構築を目指す。 

 

（３）デジタル社会の基盤となる先端半導体に関する国際共同開発支援と半導体工

場の我が国への立地支援、国内拠点工場の刷新 

日本は先端半導体の輸入依存度が高く、先端半導体の製造能力を有していない。

最先端半導体の受託製造でトップシェアを誇る台湾企業の日本進出は、日本の半導

体産業の不可欠性と自律性を向上し、安全保障に大きく寄与することが期待される。

こうした先端半導体の国内立地の複数年度に渡る支援、必要な制度整備を早急に進

め、強靱なサプライチェーンを構築する。 

また、国際的に半導体が不足する中、マイコン、パワー半導体等について拠点と

なる国内半導体製造工場の刷新・増強のための設備投資を支援し、安定供給の確保、

サプライチェーンの強靱化を図る。 

あわせて、ポスト5Gやメガデータセンター向けの最先端半導体（微細化加工技術、

光配線技術等）に関する国際連携による研究開発を支援する。 

 

（４）次世代データセンターの地方分散・最適配置の推進 

デジタルインフラの中核であるデータセンター（大量のコンピューターを設置し、イ

ンターネット接続サービスやデータの管理・運用サービスを提供する施設）の立地場所は、

以下の点から重要である。 

・データの伝送遅延に大きな影響がある。例えば、ユーザーが東京にいるとき、デ

ータセンターの立地がシンガポールの場合は0.069秒、札幌の場合は0.020秒、東

京の場合は0.001秒となる。こうした伝送遅延は、自動運転の安全確保等におい

て問題となる。 

・災害に対する強靱性の観点では、国内における分散立地が必要となるが、現在は
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東京圏に６割が集中している。 

・電気を大量に消費するため、再エネ電気の発電場所に近い立地が望ましい。 

こうした課題に対応するため、新たな中核拠点の整備を目指し、東京圏への立地

とのコスト差を埋めるための支援を行い、データセンターの地方分散・最適配置を

図る。あわせて、分散立地した複数のデータセンターを効率的に活用するための技

術開発を支援する。 

 

 

Ⅲ．分配戦略 ～ 安心と成長を呼ぶ「人」への投資の強化 

１．民間部門における中長期も含めた分配強化に向けた支援 

（１）新しい資本主義を背景とした事業環境に応じた賃上げの機運醸成 

我が国の労働分配率は、2010年代の経済成長に伴い低下傾向にあり、OECDによる

と、2019年の日本の労働分配率は50.1％であり、米国（52.8％）やドイツ（52.3％）

などと比べて低い水準にある。 

成長と分配の好循環を実現するための鍵は賃上げである。コロナ禍では、デジタ

ルなどの分野の企業は収益を伸ばす一方、飲食・宿泊・文化芸術・エンターテイメ

ントなどの業種は大きな影響を受けており、業種間で差が生じていることを認識し

つつ、来春の労使交渉では、新しい資本主義の考え方に基づいて、労働分配率の向

上に向けて、事業環境に応じた賃上げが行われるよう、政府、民間企業、労働団体

がそれぞれの役割を果たしていくことが必要である。新しい資本主義実現会議では、

月内に、具体的な取組について議論することとする。 

 

（２）男女間の賃金格差の解消 

我が国の女性の労働市場は、結婚後に就業率が低下するM字カーブが存在すると

言われてきたが、2010年代における女性の就業率の向上により、こうしたM字カー

ブは解消しつつある。 

他方、女性の正規雇用率は、20代後半でピークを迎えたのち低下するL字カーブ

型になっている。すなわち、出産・育児後の30代以降の就業が非正規雇用となる傾

向が見てとれる。 

全ての女性が活躍できる社会を実現し、男女間の賃金格差の解消を図るため、企

業に短時間正社員の導入を推奨するとともに、勤務時間の分割・シフト制の普及を

進める。また、保育の受け皿の整備や男性の育児休業の取得促進等を通じて、仕事

と育児を両立しやすい環境を整備する。さらに、正規雇用と非正規雇用の同一労働

同一賃金を徹底し、女性が多い非正規雇用労働者の待遇改善を推進する。 

 

（３）労働分配率向上に向けて賃上げを行う企業に対する税制支援の強化 

労働分配率の向上に向けて、賃上げに積極的な企業への税制措置について、 

・新規雇用者ではなく、継続雇用者の一人当たり給与の増加を要件とすること、 

・非正規雇用を含めて全雇用者の給与総額の増加を対象とすること、 

・賃上げに積極的な企業に対する税額控除の率を引き上げること、 

など、制度を抜本的に強化することを検討し、本年末の来年度税制改正において結

論を得る。 

なお、赤字の中小企業における賃上げも支援するため、補助金の要件として賃上

げを考慮することを検討する。 
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（４）労働移動の円滑化と人的資本への投資の強化 

新しい資本主義の考え方に立てば、企業が、長期的な視点に立って、株主だけで

はなく、従業員も取引先も恩恵を受けられるように経営を行うことが重要であり、

共存共栄の企業社会を実現するための環境整備を進める必要がある。 

一方、日本企業の人的投資（OJTを除くOFF-JTの研修費用）は、2010-2014年に対GDP

比で0.1％にとどまり、米国（2.08％）やフランス（1.78％）など先進国に比べて低い

水準にあり、また、近年低下傾向にある。 

 企業の人的投資を促進するため、金融審議会において、企業の人的資本への投資

の取組などの非財務情報について有価証券報告書の開示の充実に向けた検討を行う

とともに、投資家や企業の意見を踏まえ、市場への影響を見極めた上で、適時開示

を促進しつつ四半期開示を見直すことを検討する。 

 また、職業訓練やトライアル的な雇用、労働移動の支援などについて、人的資本

への投資の支援を強化する３年間の施策パッケージを設け、民間の知恵を求める。

具体的には、デジタルなど今後の成長が見込まれる分野における人材を育成するた

め、事業主が行う職業訓練を支援する。非正規雇用労働者の方々の企業内でのキャ

リアアップを促進するため、正社員化や処遇改善を行う事業主に対して助成を行う。 

 さらに、業種によって業績や労働需要の回復の度合いが異なる中で、雇用の回復

を実現し、多様な人材の能力を最大限に発揮するため、非正規雇用労働者の方々を

対象とした再就職や転職に向けた無料の職業訓練の提供、求職者をトライアル的に

雇用する事業主に対する助成、在籍型出向を行う際の出向に係る経費の助成等を通

じて、産業構造転換に伴う失業なき労働移動の支援を強化する。 

 特に、中小企業については、労働者の労働生産性の向上を図るため、人材能力の

開発に重点を置く。 

多様で柔軟な働き方が拡大する中で、どんな働き方をしてもセーフティーネット

が確保されるよう、働き方に中立的な社会保障や税制の整備を進め、勤労者皆保険

の実現に向けて取り組む。 

 

（５）非正規雇用労働者等への分配強化 

①新たなフリーランス保護法制の立法 

コロナ禍では、フリーランスの方々に大きな影響が生じている。フリーランスと

して安心して働ける環境を整備するため、事業者がフリーランスと契約する際の、

契約の明確化や禁止行為の明定など、フリーランス保護のための新法を早期に国会

に提出する。あわせて、公正取引委員会の執行体制を整備する。 

また、フリーランスの方々が労災保険に加入できるよう、労災保険の特別加入の

対象拡大を図る。 

 

②厳しい環境にある非正規雇用の方々の労働移動の円滑化 

コロナ禍により雇用が不安定化しているのは、飲食・宿泊・文化芸術・エンター

テインメントなどで働く非正規雇用労働者の方々である。特に、女性の非正規雇用

労働者で20代～40代の方々への影響が大きい。 

他方、女性の非正規雇用労働者の方々に非正規雇用を選択した理由を問うたとこ

ろ、正規雇用の仕事がないは10.3％であり、都合の良い時間に働きたい（39.9％）、

家事・育児・介護と両立しやすい（19.7％）といった優先順位が高く、時間的制約が
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あるため、フルタイムの職業への労働移動は困難なケースが少なくない。 

こうした非正規雇用労働者等の方々に対して、ワードなど簡単なトレーニングを

行って、時間的制約の少ない事務職などに円滑に労働移動することを支援する。 

同時に、企業側にも、勤務時間の分割・シフト制の普及や、短時間正社員の導入

など多様な働き方の許容を求める。 

 

③正規雇用と非正規雇用の同一労働同一賃金の徹底及び最低賃金の経済状況に応じ

た引き上げ、働き方改革 

企業に対して、労務管理の専門家による無料の相談受付や先進的な取組事例の周

知・啓発、労働局による助言・指導等を行うことを通じて、正規雇用と非正規雇用

の同一労働同一賃金を徹底し、非正規雇用労働者の待遇改善を推進する。 

感染症の影響を受けて厳しい業況の企業に配慮しつつ、雇用維持との両立を図り

ながら賃上げしやすい環境を整備する。このため、生産性向上等に取り組む中小企

業への支援強化、下請取引の適正化、金融支援等に一層取り組みつつ、最低賃金に

ついて、感染症拡大前に我が国で引き上げてきた実績を踏まえて、地域間格差にも

配慮しながら、より早期に全国加重平均1,000円とすることを目指す。 

多様な働き方や新しい働き方を希望する方のニーズに応え、企業における兼業・

副業の選択肢の提供を促進するとともに、短時間正社員等の多様な正社員制度の導

入を促進する。産業構造の変化に伴う労働移動の円滑化を図るためにも、働き方改

革を更に推進する。 

 

（６）大企業と中小企業の共存共栄を目指した、取引適正化のための監督強化、産

業界への働きかけ強化 

下請Ｇメンを大幅に増員し、年間１万社以上の中小企業の現場の声を直接聴取す

ることにより、下請取引に対する監督を強化する。 

労務費の価格転嫁ができなかったとする企業は５割、手形払いの期間は60日を越

えるものが８割となっている。取引適正化を更に進めるため、ガイドラインの策定

業種を更に拡大するとともに、2024年までの手形期間の60日以内への短縮化、2026

年までの約束手形の利用廃止に向けて、本年夏に策定・改定された業界の自主行動

計画のフォローアップを行う。 

加えて、大企業と中小企業の共存共栄を目指すパートナーシップ構築宣言（現在

3,000社超が宣言）について、特に大企業の宣言数の増加に向けて、官民をあげて周

知や働きかけを実施する。労務費や原材料費を含むコストの上昇が取引価格に適切

に反映されるよう、産業界に対する働きかけを行うとともに、状況調査を行い、宣

言の実効性も高める。 

 

（７）事業再構築・事業再生の環境整備 

①中小企業の事業継続・事業再構築・生産性向上の支援 

コロナ禍の中で、資金繰りの円滑化を図り、中小企業の事業継続の支援に万全を

期すとともに、ウィズコロナ、グリーン、デジタル化といった構造変化に直面する

中小企業の事業再構築や生産性向上を支援する。 

特に事業再構築補助金については、宿泊施設における施設改修、飲食店における

デリバリー販売の導入、オンラインでの商品やコンテンツの販売のための機器の導
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入、将来を見据えてガソリン車向け部品の製造から電動車部品の製造へ転換するた

めの設備投資など、幅広い取組を強力に支援していく必要がある。 

このため、売上減少要件の緩和や特別枠の設定など拡充を図り、より多くの中小

企業の前向きな挑戦を支援する。 

 

②採算性の回復が望める事業者に対する事業再構築の促進のための私的整理円滑化

の立法 

コロナ禍が始まって２年となる中で、債務の過剰感を持つ事業者が増えている。

本年８月に民間調査会社が行ったアンケート調査では、「債務の過剰感がある」と

回答したのは大企業が16.7％、中小企業が35.7％となっている。 

新たな成長に向けて企業の事業再構築を進めていくためには、債務を軽減すれば

新たな投資が可能であるとメインバンク等が判断する場合には、早期に債務の軽減

措置がとれるような法制度を整備する必要がある。現在の法制度では、全ての貸し

手の同意がなければ、債務の軽減措置が決定できない。 

このため、事業再構築のための私的整理円滑化のための法制整備の検討を進め、

関連法案を国会に提出する。 

 

③中小企業の私的整理等のガイドラインの策定等 

中小企業の実態を踏まえた事業再生のための私的整理等のガイドラインの策定に

ついて、金融機関団体、中小企業団体、実務家等による検討を行い、本年度内に策

定し、来年度から運用を開始する。 

あわせて、個人保証が事業再生の早期決断の大きな阻害要因にならないよう、経

営規律の確保に配慮しつつ、経営者保証に関するガイドラインの内容を明確化し、

活用を促すことを検討する。 

事業再生に関わる私的整理等に対する金融機関等の取組を促す施策を検討する。 

 

（８）新しい資本主義の時代における今後の税制の在り方についての政府税制調査

会における検討 

新しい資本主義の時代における今後の税制の在り方について、政府税制調査会の

場で議論を進める。 

 

２．公的部門における分配機能の強化 

（１）公的価格の在り方の抜本的見直し 

①看護、介護、保育などの現場で働いている方々の収入を増やしていくための公的

価格の在り方 

若い世代の将来への不安を解消することは、消費の拡大につながり、成長と分配

の好循環を支える基盤となる。人生100年時代の到来を見据え、子どもから子育て

世代、お年寄りまで、全ての方々が安心して生活できる、全世代型社会保障の構築

に取り組む。このため、新たに全世代型社会保障構築会議を立ち上げる。 

新型コロナウイルス感染症や少子高齢化への対応の最前線におられる、看護、介

護、保育などの現場で働いている方々の収入を増やしていくため、全世代型社会保

障構築会議の下に公的価格評価検討委員会を設置し、公的価格の在り方の抜本的見

直しを検討する。 

これに先立ち、経済対策等において、必要な措置を行い前倒しで引き上げを実施
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する。 

 

②賃上げのための政府調達手法の検討  

 政府調達の対象企業の賃上げを促進するため、賃上げを行う企業から優先的に調

達を行う措置など政府調達の手法の見直しを検討する。 

 

（２）子ども・子育て支援 

①子ども目線での行政の在り方の検討 

子どもを巡る様々な課題に適切に対応するため、子ども目線での行政の在り方に

ついて、本年末までに基本方針を決定し、可能であれば次期通常国会に法案を提出

するというスケジュールを念頭に検討を進める。 

 

②保育の受け皿整備、幼保小連携の強化、学童保育制度の拡充や利用環境の整備な

ど、子育て支援の促進 

待機児童の早期解消を目指し、2024年度末までに約14万人分の保育の受け皿を整

備する。このため、保育所の新設、改修に要する経費を支援するとともに、保育士

の業務負担を軽減するためのICTシステムの導入の支援、保育士を目指す学生に対

する学費の貸付け等により、保育人材の確保を図る。 

幼児期の子ども達が、小学校教育へ円滑に移行できるようにする（幼保小連携）た

め、好奇心や粘り強さといった学びや生活の基盤を育む体験活動など、モデル地域

での実践を行い、教材や教育方法の開発・改善を行う。 

学童保育、病児保育事業、乳幼児の一時預かり事業、保育コンシェルジュ等の運

営に必要な費用を支援するとともに、必要な施設整備を支援する。また、保護者と

の連絡帳の電子化やICT機器の導入を支援することにより、職員の業務負担の軽減

を図る。 

 

③大学卒業後の所得に応じて「出世払い」を行う仕組みに向けた奨学金の所得連動

返還方式の見直しの検討、子育て世代の教育費の支援 

大学卒業後の所得に応じて「出世払い」を行う仕組みに向けて、奨学金の所得連

動返還方式の見直しを検討する。 

引き続き、安定財源を確保しつつ、幼児教育・保育の無償化、高等教育の無償化

を着実に実施する。 

 

④子育て世代の住居費の支援 

子育て世代の住居費の支援を強化する。 

子育て世帯や高齢者など住宅の確保に配慮が必要な方に対して、入居を拒まない

ものとして都道府県等に登録をした住宅（セーフティネット住宅）に入居する場合の

家賃支援の対象を拡充する。 

子育て世帯が、親世帯の近くのUR賃貸住宅に新たに入居する場合に、家賃の減額

を行う。 

子育て世帯や若者夫婦が、省エネ性能の高い新築住宅の取得や既存住宅の省エネ

リフォームを行う場合の費用の一部を支援する制度を新たに創設する。 

新型コロナウイルス感染症の影響により生活が困窮する世帯の方々が住宅を借り

る場合の家賃の一部を支援し、家賃負担の軽減を図る。 
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（３）財政の単年度主義の弊害是正 

科学技術の振興、経済安全保障、重要インフラの整備などの国家的な課題に計画

的に取り組むなど、財政の単年度主義の弊害是正に向けて、複数年度の視点の反映

を検討する。 
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東京都知事 小池百合子 殿 

 

都立・公社病院を地方独立行政法人に移行するための

「定款」議案提出に抗議し、撤回を求める 
 

 

 小池知事は、第３回定例都議会に、都立・公社１４病院の「地方独立行政

法人東京都病院機構」設立のための「定款」とその関連議案を提案するとし

ています。都直営の都立８病院を廃止し、公社６病院・がん検診センターと

ともに地方独立行政法人へと統合する法的な第一歩を踏み出すものです。 

 

 新型コロナ感染症の終息も見通せない中、都内の陽性者用病床の３割を担

うなどコロナ感染症治療で重要な役割を担っている医療現場に混乱を持ち込

むとともに、東京都における地域・行政的医療の後退につながることになる

「定款」議案提出の暴挙に、私たちは断固抗議し、その撤回を求めます。 

 

 

 

 

 

 

 

2021年 9月 21日 

人権としての医療・介護東京実行委員会 
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都立・公社病院を地方独立行政法人に移行するための「定款」議案提出

に抗議し、撤回を求める声明 

 

小池知事は、第 3回定例都議会に、都立・公社 14病院の「地方独立行政法人

東京都病院機構」設立のための「定款」とその関連議案を提案すると発表しまし

た。都直営の都立 8 病院を廃止し、公社 6 病院とともに地方独立行政法人へと

統合する法的な第一歩を踏み出すものであり、自治体の医療行政の大きな後退

につながるこの暴挙に断固抗議します。 

新型コロナ感染症により都内が医療崩壊状況となっている中で、一人でも多

くの命を救うことが、東京都としての最優先課題です。8月には都内で新型コロ

ナ感染者の病院外死亡者が 112 人(9/13 毎日新聞)、自宅待機と入院調整中の

感染者が 39,592 人(8/21 最大)となるなど、医療崩壊が現実のものとなりまし

た。第 1回定例会で知事は、コロナ禍対応を理由に「定款」議案提出を見送りま

した。この時より明らかに状況が悪化し、冬にかけて更なる波も予想される中で

定款議案を提出することは、コロナ禍対応を軽んじる行為に他なりません。 

現在、都立・公社病院は、全病床数の約 28%にあたる 2,000 床をコロナ病床に

転換し、都内コロナ病床 6,683 床の約 3割を担っています。また、所属職場か

ら都内各地へ感染症対策支援に赴いている職員もいます。東京都直営やそれに

準じた公社病院だからこそ、こうした対応が可能なのです。 

定款議案提出は、今まさに長期間の感染リスクの中で奮闘している医療従事

者に、都職員からの身分や処遇の変更に伴う生活設計の見直しを突き付け、更な

るストレスを負わせることになります。医療従事者へのリスペクトどころか、足

を引っ張る行為であり、コロナ対応を後退させる要因となります。 

知事がやるべきことは、都民の健康と命を守るために全力を尽くし、安心して

働ける環境を整えることです。 

地方独立行政法人化についても、コロナ禍前に策定した工程表に漫然としが

みつくのではなく、未曽有のコロナ禍の中で都立・公社病院の果たした役割を、

平時に戻ってから改めて評価・検証し直すべきです。 

そもそも地方独立行政法人化は、独法法人に採算優先の効率的な運営を迫る

とともに、東京都職員を削減し、都からの交付金、負担金を漸減させていく行政

改革の一環です。それにより都民や自治体関与が後退し、患者負担が増えるとと

もに、結局は採算の取りにくい行政的医療の後退につながるものです。すでに独

法化された国立病院機構や地域医療機能推進機構の病院が、この間の病床・人員

削減で、全病床数の 5~6%のコロナ病床確保に留まらざるを得ない実態を見ても
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明らかです。東京都健康長寿医療センターでも独法化により、差額ベッドや入院

保証金など患者負担が増えるとともに、非常勤職員割合が増え専門技術継承に

不安が生じています。これまで東京都は繰り返し「独法化は、医療ニーズの変化

に柔軟で迅速な対応が可能」と説明してきましたが、コロナ禍を経る中で現実は

全く違うことが明確になりました。 

以上、私たちは、都立・公社病院の地方独立行政法人化が、東京全体の地域医

療・行政的医療の後退をもたらし、将来に大きな禍根を残すことから到底是認す

ることはできません。ましてや都立・公社病院が、終息の見えない新型コロナ感

染症対応の最前線で、都民の命のとりでとして重要な役割を果たしている最中

に、その役割を後退させ、現場に混乱をもたらす「定款」議案提出は、今いちば

んしてはならない暴挙です。 

私たちは多くの都民とともに、「定款」議案提出に改めて強く抗議し、知事に

その撤回と、都民の命を救うことに全力を尽くすことを求めます。 

 

2021 年 9 月 21 日 

 

人権としての医療・介護東京実行委員会 
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 東京都議会議長 様 

 

 

 「都立病院は都立のままで」「公社病院は都立病院に戻して」の 10 万筆余の署名による都民の意思表示が、2 月の

定例都議会で、独立行政法人の設立に必要な「定款」を上程することを東京都に断念させました。 

一方で東京都は、2021 年度予算に「地方独立行政法人への移行に向けた準備」として昨年度の６倍の 39 億円を計

上し、「未来の東京戦略」に 2022 年度内に法人設立と書き込むなど、しゃにむに都立・公社病院の独立行政法人化

の準備をすすめています。 

 新型コロナ対応に都立・公社病院は 1700 床準備し、都立広尾病院、公社荏原・豊島病院は治療専門病院として都

民のいのちを守るために奮闘してきました。都立・公社病院だからこそ東京都の方針に従ってすぐに対応できたので

す。独立行政法人では意思決定にも時間がかかり、経営的にも対応できないと思われます。今後の感染拡大や新た

な感染症対策、大規模な災害対応など東京都直営の都立病院の役割はますます重要になっています。 

だからこそ私たちは、都立・公社病院の地方独立行政法人化の中止を強く求めます。 

 国は、医療費抑制と医師不足を理由に全国 436 の公立・公的病院に対して病床削減・再編統合を求めています。

東京都でも都立神経病院、区立台東病院、奥多摩町国保奥多摩病院など９病院が指名され、「なくさないで」の声が

広がっています。再編・統合は中止すべきです。 

 PCR 検査の抜本拡充や効果的なワクチン接種の拡大、保健所の増設・保健師の増員と拡充、経営難・経営危機に

見舞われている医療機関への財政支援などを早急に実施してください。 

                               記 

                  

1 新型コロナウイルス感染症対策で重要な役割を果たしている都立・公社病院の「地方独立行政法人化」を中

止し、都直営で運営することにより、医療体制を充実してください。 

2 東京都は病床削減統合の対象となった公立・公的病院９病院を存続し、充実することを国に求めてください。 

3 東京都はＰＣＲ・抗体検査と医療体制の抜本的強化で、コロナ対策を充実してください。 

4 保健所の増設・保健師等の増員と拡充を行い、感染防止と公衆衛生の抜本的強化をはかってください。 

5 重大な経営難・経営危機にみまわれている医療機関への抜本的な財政支援を東京都が行うとともに、国の支

援を求めてください。 

氏     名 住    所  （氏名、住所は「同上」や「〃」としないでください。） 

   

   

   

   

   

 ※  この署名用紙は、東京都議会請願以外個人情報が使用されることはありません。 

人権としての医療・介護東京実行委員会  〒170-0005 東京都豊島区南大塚 2-33-10 東京労働会館 6 階  

                         東京社保協内 電話 03-5395-3165  email:syahokyo.tokyo@gmail.com  

 

  

取扱団体：                       

都 道 
県 府 
都 道 
県 府 
都 道 
県 府 
都 道 
県 府 
都 道 
県 府 

請願主旨 

請願事項  
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人権としての医療・介護東京実行委員会     

〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-33-10 東京労働会館6階  
東京社保協内 電話03-5395-3165  email: syahokyo.tokyo@gmail.com     ネット署名 

前川 喜平 

 

     本田 宏 松元 ヒロ 

スタンダップ・ 

宮子あずさ 

看護師 
ライター 

   川嶋みどり   香山リカ 

  精神科医 

  

宇都宮 健児 

弁護士 
元日弁連会長 

医療機関や医療従事者への手あつい支援を！ 
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人権としての医療・介護東京実行委員会 ＮＥＷＳ ＃１ 

2021.9.24 事務局作成 

９月１７日 

第１次提出として43,910筆（前期署名残分含む）の署名を添えて「都

立・公社病院の地方独立行政法人化を中止し、コロナ禍で都民が安心し

て医療が受けられる東京へ」請願提出を行いました（請願３第１０号）。 

紹介議員は、上田令子（江戸川、無・地域政党自由を守る会）、漢人あ

きこ（小金井、無・グリーンな東京）、日本共産党都議団でした。残念な

がら立憲民主党は個々人では署名してくれると言った議員がおられまし

たが、党議拘束により紹介議員にはどなたもなって頂けませんでした。 

 

９月２１日 

〇11:30～12:30 議会棟北口抗議宣伝（都立病院の充実を求める連絡会主催） 

  連絡会のメンバーを中心に、十数人の参加でビラとティシュを配布しながら署名宣伝行動を

行いました。本田医師が参加しました。 

〇13:00～ 30分程度 「定款」議案提出に対する知事への抗議（実行委員会） 

   日本共産党大山都議を介して知事要請を求め、西山病院経営本部長と課長が対応しました。

抗議とその内容説明、参加者からの訴えに対し、①都立・公社病院などのコロナ対応は評価して

いる②独法化でより柔軟な取り組みを強めてゆく③再興新興感染症に備える必要があるからこ

そ、独法化をやってゆく④知事には伝えるとの対応でした。抗議声明全文リンク⇒

https://drive.google.com/file/d/1-0Q89Toj6Xf57OJWyU12BkRJrJoxJDwJ/view?usp=sharing 

 〇14:00～ 40分程度 記者会見 都庁記者クラブ（実行委員会） 

   取材は、東京新聞幹事社他、朝日、毎日、都政新報、赤旗、ボトムアップチャンネル（本田先

生の取材）、その他２社位でした。 ⇒9/22付 東京新聞、しんぶん赤旗 掲載 

   知事抗議と声明の内容を説明（窪田実行委員会事務局）し、職場の状況を訴え（森越充実を求

める連絡会代表委員）ました。また、本田医師（ＮＰＯ法人医療制度研究会副理事長）はパワポ

を使って、日本の医療体制の現状を踏まえて独法化の問題点を説明し、安達自治体問題研究所

主任研究委員は、独法化が行政手続上「違法」の疑いが高いと述べました。 

   記者からは、知事要請の反応は？実行委員会の構成団体名は？など若干の質問がありました。 

 〇記者会見終了後に紹介議員会派を訪問し、紹介議員受諾への御礼文書を手渡ししました。 

 

今後の日程・可能な限り参加をお願いします。 

 ●９月２８日（火） 都議会開会日 

   １０時半～１１時半 新宿駅西口  

定款提出抗議・独法化中止を求める署名宣伝行動（連絡会主催） 

   １２時１５分～４５分 都庁第一庁舎前 都議会開会日行動（都民連主催） 

 ●１０月８日（金） 都議会厚生委員会 定款議案審議日 

   １０時半～ 都議会棟北口前歩道 定款認めるな！宣伝行動（連絡会主催） 

 ●１０月２０日（水） 独法化中止を求める学習会（東京社保学校として）（予定） 

   １８時半～ 会場とＷＥＢで開催 講演 太田正 作新学院大学名誉教授 他 
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人権としての医療・介護東京実行委員会 ＮＥＷＳ ＃２ 

2021.10.1 事務局作成 

９月２８日 第３回定例都議会開会日 

〇10:30～11:30 新宿駅西口署名宣伝 

  署名呼びかけ人の宇都宮健児弁護士、本田宏ＮＰＯ

法人医療制度研究会副理事長も参加され、「独法化中

止」「定款の撤回」を訴えました。東京土建の方々を

はじめ、７０名が西口前歩道で独法化反対ティシュと

チラシを配布しながら署名を呼びかけました。実行委

員会各団体も旗を掲げて参加しました。 

〇12:15～12:45 都庁第一庁舎前 都議会開会日行動 

 各団体からの訴えは、今議会最大の争点である「都立・公社

病院の独法化中止」のみに絞って開催されました。都議会から

激励の挨拶に日本共産党の大山とも子都議が駆けつけ、立憲

民主党の西沢けいた都議とグリーンな東京の漢人あきこ都議

のメッセージが紹介されました。行動には１２０名が参加し、

集会最後に知事室に向かってシュプレヒコールを行いました。 

 

世論を広げることが重要。みんなで拡散・投稿しよう！ 

 ・Youtube スゴ腕β！NEWS 「20210930 コロナ禍でも採算優先・都立病院独法化」 

   https://youtu.be/F8dA86nzxB0 

 ・自由法曹団東京支部「都立・公社病院を独立行政法人化するための「定款」提出に断固抗議し、

独法化の白紙撤回と都立・公社病院の充実・体制強化を求める声明」 

http://www.jlaf-tokyo.jp/shibu_katsudo/seimei/2021/210929_2.html 

・東京社会保障推進協議会 Facebook facebook syahokyo.tokyo 、 Twitter @t_syahokyo 

 

今後の行動など日程。可能な限り参加をお願いします 

 ●１０月８日（金） 都議会厚生委員会 定款議案審議日 

  ・１１時半～１２時半 都庁前通り 都議会棟側歩道 

10・8都立・公社病院の独法化中止、『定款』撤回を求める都議会包囲大抗議集会 

・集会終了後～ 都議会棟北側歩道で 宣伝・署名行動 

  ・１３時～ 厚生委員会開催・傍聴 

委員会室傍聴は４名に制限されており、議会局のネット中継を視聴しましょう 

 ●１０月１１日（月） 都議会厚生委員会 定款議案採決日 

   １１時半～１２時半 都議会棟北側歩道 

定款提出抗議・独法化中止を求める署名宣伝行動 

 ●１０月２０日（水） 独法化中止を求める学習会（東京社保協、別途チラシ参照） 

   １８時半～ ラパスホール会場とＷＥＢで開催 

講演 太田正 作新学院大学名誉教授 ほか 
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宮城県が公表した「政策医療の課題解決に向けた県立病院等の今後の方向性について」に関する本市の考え

Ⅰ はじめに

 宮城県は、令和3年9月9日に「政策医療の課題解決に向けた県立病院等の今後の方向性について」（以下「県方向性」という。）を公表した。
 県方向性では、仙台赤十字病院と県立がんセンターの統合、並びに東北労災病院と県立精神医療センターの合築により、二つの新たな拠点病院を整備することとされている。
 県方向性の公表以降には、二つの新たな拠点病院の有力な立地先として、本市以外の名取市、富谷市が想定されていることが明らかにされた。また、今後の県及び関係者による協議の内容につい
ては、決まった都度公表することは考えているが、その過程について、広く情報を公開することは困難であるとの見解が示されている。

 県方向性において再編の対象とされた4病院、そのうち特に市内の2病院については、本市の救急医療、周産期医療、災害医療、地域連携支援などに加え、今般の新型コロナウイルス感染症の対応
でも大きな役割を担って頂いている、本市市民にとって大変重要な医療機関である。

 その再編及び市域外移転を想定した県方向性は、本市の医療提供体制に重大な影響を及ぼすものであることから、今般、本市としての考えを示すに至った。

Ⅱ 現状及びこれまでの経過

病院名 設置者 病床数 本市との関係

県立がんセン
ター（名取市）

宮城県

(運営者：(地独)
宮城県立病院
機構)

383
・がん制圧拠点として専門的かつ高度な診療機能
を確保するとともに、研究所を併設し、がん克服を
目指した基礎・応用研究が行われている。

県立精神医療
ｾﾝﾀｰ（名取市）

258
・精神医療の基幹病院として、精神科救急システ
ムの中心を担っており、夜間救急病棟内に精神科
救急情報センター、精神医療相談窓口を設置。

仙台赤十字
病院（仙台市）

日本赤十字社 389

・本市の病院群当番制事業・小児科病院群輪番制
事業の参加病院として二次救急医療の中核を担う
とともに、総合周産期母子医療センターとして、周
産期医療の重要な役割を果たしている。

東北労災病院
（仙台市）

(独)労働者健
康安全機構

548
・本市の病院群当番制事業・小児科病院群輪番制
事業の参加病院として二次救急医療の中核を担う。

Ⅲ 今後の進め方に係る考え

 本市としても、将来に亘り持続可能な医療提供体制を構築するため、宮城県地域医療構想が目指すところである、地域における将来の医療需要に即し、医療機能の分化と連携を進めながら、限りあ
る医療資源の効果的、効率的な活用を図ることは重要であると認識している。

 また、県方向性において再編対象とされた4病院において、それぞれの施設の老朽化や経営的事情等もあることは理解するものである。
 一方、各病院は、地域において中核的な役割を担う公的医療機関等であり、その合計病床数は約1,600床と、仙台医療圏全体の約10％に相当する規模であることから、本市の医療提供体制における
大きな役割を担っている。

 以下、4病院の再編に関する情報提供のあり方や、関係者による協議の進め方について、本市の考えを示す。

 再編対象とされた4病院は、いずれも公的医療機関またはそれに準ず
る医療機関である。

 本市の医療需要・仙台医療圏の医療需要に占める本市割
合は、いずれも増加傾向が続く見込み。

 今般の県方向性発表までの検討経過、並びに現在の協議
状況については、公開されておらず不明である。

R元.12 「報告書」※1 R2.8 公表※2 R3.9 「県方向性」

「がんを総合的に診療できる機能を有する病院」の実現 政策医療の課題解決

・高度化するがん医療を至
適に提供できる診療体制

・県の責任においてがん医
療に特色を持たせた病院

がんC がんC

労災日赤

連携・統合

がんC 日赤

統合

精神医療C 労災

合築

1 これまでの経緯及び県方向性の根拠と
なるデータ等の情報開示について

2 地域や医療関係者の理解が得られる
丁寧な説明について

3 有識者会議等を活用しての慎重な
検討について

4 次期宮城県地域医療計画における新興
感染症等対策の位置付けについて

この間の議論の経緯、県方向性にある記載
事項の詳細や根拠となるデータ、今後の進め
方の方針等について、本市も含めた地域や医
療関係者に対し、積極的な情報開示がなされ
るべきである。

今回の突然の公表により、通院・入院する
方々、医療関係者や病院に勤務する方々など
から疑問や不安の声が上がっていることから、意
見交換の機会等を確保しながら、十分な理解
が得られるよう、丁寧な説明を尽くすべきである。

今後の検討にあたっては、地域医療構想調
整会議等にて十分な議論がなされるべきである
とともに、幅広い分野から有識者を集めた会議
等を設け、再編や移転の必要性、課題等につ
いて議論するなど、慎重に進めるべきである。

この間の新型コロナウイルス感染症対応につ
いて検証を行い、医療関係者や自治体関係
者による議論を経て、次期地域医療計画へ位
置付けるなど、新興感染症等への今後の対応
を優先して検討するべきである。

※1 「宮城県立がんセンターの今後のあり方に関する報告書」（R元.12：県立がんセンターのあり方検討会議）
※2 「がんを総合的に診療できる機能を有する病院」の実現に向けた検討の開始について（Ｒ2.8.4：県記者発表資料）

8,586 9,447 
10,042 10,303 10,419

3,621
3,875 4,050 4,090 4,058 

68.0%

69.0%

70.0%

71.0%

72.0%

73.0%

0人

2,000人

4,000人

6,000人

8,000人

10,000人

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年

仙台医療圏における仙台市とその他市町村の医療

需要見込み

仙台市 その他市町村 仙台市が占める割合
国立社会保障・人口問題研究所日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）、厚生労働省平成28年患者調査より

令和3年11月15日
仙 台 市
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Ⅴ まとめ

 今般示された県方向性については、情報提供のあり方や検討の進め方について疑問がある。また、各政策医療分野の現状、課題等の認識についても疑問な点や不明確な点が少なくない。

 再編の対象とされた医療機関が、本市の医療提供体制に果たしている役割の大きさを考えれば、このような状況のまま、関係者のみの協議により検討が進められることについては容認できない。

 本市市議会でも10月12日に、県から本市に対する積極的な情報提供を行い、市民・県民、医療関係者などの声に真摯に耳を傾け、熟慮の上、慎重に判断することなどを求める決議がなされている。

 県は、県民、市民の生活に大きく影響する4病院による2つの枠組みを自ら提案して協議を進めようとしており、これらについて県民、市民の理解が得られるよう、主体的に取り組むべきである。

 本市をはじめとする関係自治体や、幅広い分野の有識者を交えた検討体制を設けるなど、開かれた議論を通して検討を進められるようお願いしたい。

 本市においても、有識者の方々から、本市を中心とする医療提供体制の現状や課題等についての考えをお聴きする場を設ける予定であり、その結果も踏まえ、改めて本市の考えを示してまいりたい。

Ⅳ 各政策医療に係る考え

1 救急医療 2 災害医療 4 周産期医療

3 地域連携支援

6 新興感染症

①新型コロナウイルス感染症への対応についての十
分な検証・評価や、今後の新興感染症対策の検討
を優先するべきである。

②全県を視野に入れた結核病床の配置の見直しもな
されるべきである。

5 精神医療

①現に通院・治療している患者へどのように説明し、
対応するのか、また、そのような患者への影響に
ついてどのように考えているのかを明確に示す必
要がある。

②仮に県立精神医療センターが県南部から移転し
た場合、全県の均衡という観点から、県内の精神
科医療体制をどのように構築するのかを明らかに
するべきである。

①市内の分娩件数の推移など、出生の現状や見通
しを十分に踏まえながら、周産期医療体制の確保
について検討がなされるべきである。

②新生児や妊婦の救急対応などに係る現状や見通し
と、仙台赤十字病院が担っている機能を十分に踏
まえた検討を行うべきである。

平成29年 平成30年 令和元年

宮城県 199人 220人 236人

仙台市
（県内に占める割合）

67人
(30.7％)

89人
(40.5％)

104人
(44.1％)

新生児の救急搬送数（仙台市消防局調べ）

人口 (人) 地域災害拠点病院数

宮 城 県 割合 割合

仙台市 1,082,159 46.4％ 6 40.0％

仙台市以外 1,251,740 53.6％ 9 60.0％

合 計 2,333,899 100.0％ 15 100.0％

仙台医療圏 割合 割合

仙台市 1,082,159 71.6％ 6 75.0％

仙台市以外 429,166 28.4％ 2 25.0％

合 計 1,511,325 100.0％ 8 100.0％

災害拠点病院については、地域の人口分布や、都市
部特有の災害や事故、テロなどのリスクを考慮の上、適
切な配置に係る検討がなされるべきである。

①両病院は、近隣の診療所と連携し、また多数の地域
住民に利用され、地域の医療提供体制を支えている
ことから、地域住民の健康と安心に対する不安につ
いても十分考慮し、丁寧な説明がなされるべきである。

②宮城県地域医療構想では、仙台医療圏において回
復期病床が不足すると見込まれており、確保に向け
た方向性と、そのための方策が具体的に検討される
べきである。

病診連携登録医療機関の割合

【仙
台
赤
十
字
病
院
】

【東
北
労
災
病
院
】

青葉区
31.4%

その他の区
40.3%

仙台市
以外

28.2%

太白区
26.1%

その他の区
50.7%

仙台市
以外

23.2%

①本市に立地する三次救急医療機関では、市外から搬送される重篤患者等
の受入も積極的に行っているため、受入患者数の割合により本市に医療
機関が偏在しているとするのは適当ではない。

②現場滞在時間の評価などについて、現状を正確かつ十分に把握した上で
の検討を行うとともに、想定される再編による影響についての評価も示す
べきである。

③搬送可能な医療機関が減少する場合、仙台市内の搬送受入への影響が
懸念されることから、救急需要の実態と見通しに即した詳細な分析を行い、
その上で検討を進めるべきである。

仙台市の人口・救急出場件数・救急搬送人員数の将来推計（仙台市消防局）

救急出場件数の内訳

管内人口
（H31.3.31）

救急出場件数
（令和元年）

1万人あたり
救急出場件数

救急隊1隊の
平均年間出場件数

宮城県 2,293,195 人 112,997 件 492.7 件 1,153 件

仙台市以外 1,234,506 人 58,181 件 471.3 件 808 件

仙台医療圏 1,507,615 人 75,671 件 501.9 件 1,682 件

仙台市 1,058,689 人 54,816 件 517.8 件 2,108 件

仙台市以外 448,926 人 20,855 件 464.6 件 1,098 件

令和元年宮城県高齢者人口調査、宮城県「消防防災年報」、全国消防長会「消防現勢」より

平成27年度国勢調査、第7次宮城県地域医療計画より
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＃医療・介護・保健所を本気で充実させる全国一斉蜂

起 0905 いのち守る緊急行動スタート!!全国の地域

で共同をすすめよう!!30 都道府県 119 カ所で蜂起 
 愛知県内は金山総合駅、名古屋駅、名古屋中区栄等 8 カ所に 150 人が参加し、スタンディング

を中心にアピールしました。 
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【424 愛知共同行動通信 NO148 より転載】 

９月７日秋の運動･署名スタート集会 
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いのちのとりで裁判名古屋高裁第３回期日報告 

    白井康彦氏投稿/元中日新聞記者・フリージャーナリスト 

おはようございます。昨日は、名古屋高裁での生活保護基準に関する「いのちのとりで裁判」の第３

回期日でした。原告Ｎさんが陳述。生活の厳しさをきっちり訴えました。責任の重さを感じていたＮさん

は一睡もできなかったそうです。被告側は名古屋高裁と大阪高裁では、行政の裁量の幅が広範だとい

う主張に一番重点を置いている感じです。この論点では、昨日も富山の伊藤建弁護士が活躍して裁判

官も慎重に検討せざるを得ない感じです。第４回期日が来年１月 24 日、第５回期日が同４月 25 日と

いう予定も決まりました。第６回期日や証人尋問があるかどうか、といった状況です。 

物価偽装の論点では、原告側にとって大きな進展がありました。経済学者の２人が「厚労省の計算

では駄目」という趣旨の意見書を出してくれたのです。専修大学経済学部の古賀麻衣子教授と名古屋

学院大学経済学部の阿部太郎教授です。白井はずっと、厚労省の計算について「特殊な計算方式を

使ってテレビやパソコンなどの影響が異様に大きくなるようにして物価下落率を大幅に膨らませた」と

強調しています。２人の教授の意見書も大筋はこの路線です。厚労省の物価指数計算でテレビなどの

影響が異様に大きく出ていることは、開示された資料から「歴然たる事実」となっています。物価の論点

については「原告側が圧倒的有利になった」というのが白井の形勢判断です。 

終了後の集会での内河恵一弁護団長・森弘典弁護団事務局長の報告は、動画があります。ユーチ

ューブ白井チャンネルの物価偽装対談シリーズ特別編に組み入れました。 

(169) zoom 0 物価偽装対談シリーズ特別編・名古屋高裁控訴審第３回期日の報告集会 - 

YouTube 

昨日は午前８時頃から裁判所前で、支援組織の榑松佐一さんと白井がマイクを握って厚労省の物価

偽装の酷さをアピールしました。申し訳ありませんが、時間の関係で、白井チャンネルでは白井の訴え

を中心に編集させていただきました。それも、白井チャンネルの物価偽装対談シリーズ特別編に組み

入れました。 

(169) zoom 4 物価偽装対談シリーズ特別編「裁判所前でのアピール」 - YouTube 

 
 

名古屋学院大学の阿部太郎教授が物価の論点の意見書を書いただけではなく、それをもとにしたレポ

ートも執筆。ｎｏｔｅというＳＮＳを通じて情報拡散に動き始めました。 

 経済学者自らが「物価偽装は酷い」と感じて行動されたわけで、全国各地の原告・支援者・弁護士ら

を奮い立たせる朗報だと思います。 生活保護減額裁判の焦点－デフレ調整について－｜阿部太郎

｜note  9/18 
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9 月 19 日生活保護シンポを労働会館東館ホールにて開催 

シンポでは、「大阪地

裁判決を学ぶ」講師

は大阪弁護団清水弁

護士。名古屋市での

生活保護申請の状況

について報告を受け、

寸劇も披露された。

会場参加者にWeb参
加者含め50人ほどの

参加があった。 

←中日新聞より 

↓支援連絡会ニュースよ

り転載 
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議第１号

新型コロナを踏まえた公立・公的病院の維持・存続を求める意見書

上記の議案を別紙のとおり徳島県議会会議規則第１４条第１項の規定により提

出する。

令和３年９月３０日

提 出 者 嘉 見 博 之 杉 本 直 樹

西 沢 貴 朗 岡 本 富 治

喜 多 宏 思 重 清 佳 之

岡 佑 樹 須 見 一 仁

岩 佐 義 弘 井 下 泰 憲

福 山 博 史 井 川 龍 二

岡 田 理 絵 原 徹 臣

増 富 義 明 大 塚 明 廣

寺 井 正 邇 浪 越 憲 一

南 恒 生 山 西 国 朗

岩 丸 正 史 北 島 一 人

立 川 了 大 元 木 章 生

吉 田 益 子 仁 木 啓 人

東 条 恭 子 長 池 文 武

黒 﨑 章 臼 木 春 夫

庄 野 昌 彦 山 田 豊

達 田 良 子 扶 川 敦

徳島県議会議長 岩 丸 正 史 殿
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新型コロナを踏まえた公立・公的病院の維持・存続を求める意見書

厚生労働省は、令和元年９月２６日、再編・統合の議論が必要として、全国

４２４の公立・公的病院のリストを公表し、都道府県に地域医療構想調整会議で

の議論を進めるよう求めた。

しかし、公立・公的病院は、救急医療や災害医療などの不採算・特殊部門や過

疎地の医療提供等を担い、地域住民が安心して暮らすために欠かすことのできな

い重要な役割を果たしている。

新型コロナウイルス感染症対応においても、昨年の感染拡大初期段階から、帰

国者・接触者外来を設置するなど検査体制の確立に貢献してきた。

また、新型コロナ感染者の入院受入医療機関として、デルタ株により、これま

でにない速さで全国に感染が拡大し、過去最大の感染者数となった感染第５波に

おいても、最前線で治療にあたっている。

さらに、ワクチン接種も行うなど、特に地方においては必要不可欠な医療機関

であり、その重要性が一層増している。

地域医療構想の背景である今後の人口構造の変化等、中長期的な状況や見通し

は変わっていないこと、また、公立・公的病院が不断の経営改善に取り組む必要

があることは否定しないが、今般の新型コロナウイルスの感染拡大が医療提供体

制に多大な影響を及ぼし、地域医療体制に係る課題を浮き彫りにしたことは事実

であり、国においては、地域医療構想に関し、新型コロナウイルス感染症を踏ま

え、次の事項が実現されるよう強く要請する。

１ 地域医療を守るため、公立・公的病院の維持・存続を図ること。

２ 地域医療構想の実現など医療提供体制に関する一連の議論については、新型

コロナウイルス感染症の終息後に仕切り直しをすること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

令和 年 月 日

議 長 名

提 出 先

衆 議 院 議 長

参 議 院 議 長

内 閣 総 理 大 臣

厚 生 労 働 大 臣

内 閣 官 房 長 官

協力要望先

県選出国会議員
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議第２号

知事に対し知事職に全力で取り組むことを求める決議

上記の議案を別紙のとおり徳島県議会会議規則第１４条第１項の規定

により提出します。

令和３年１０月１日

提 出 者 吉 田 益 子

仁 木 啓 人

東 条 恭 子

長 池 文 武

徳島県議会議長 岩 丸 正 史 殿
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知事に対し知事職に全力で取り組むことを求める決議

徳島県議会は、徳島県知事飯泉嘉門君に対し、第４９回衆議院議員総

選挙に立候補することなく、徳島県知事として、新型コロナウイルス感

染症収束に向け、県内経済と雇用の立て直しを成す為、知事職に全力で

取り組むことを強く求める。

以上、決議する。

令和 年 月 日

徳 島 県 議 会

430



431



432



433



434



435



436



437



438



439



440



441



442



443



444



445



（人）

資料：OECD Health Statistics 2016より

医師・看護師の増員が必要です
100床当たりの看護師数
100床当たりの医師数

0 100 200 300 400 500

86.586.5
18.518.5

51.951.9
159.1159.1

51.851.8
168.6168.6

93.593.5
419.9419.9

108.1108.1
306.0306.0

日本

ドイツ

フランス

アメリカ

イギリス

　新型コロナウイルスの感染拡大は、経済活動や国民生活
に深刻な影響を及ぼし、医療をはじめとした社会保障・福
祉体制の脆弱さを明らかにしました。
　いのちと健康、暮らしを守り、新たな感染症や大規模災
害などに備えるため、私たちは医療・介護・保健所など社
会保障をただちに拡充することを求めています。

　新型コロナウイルスの感染拡大は、経済活動や国民生活
に深刻な影響を及ぼし、医療をはじめとした社会保障・福
祉体制の脆弱さを明らかにしました。
　いのちと健康、暮らしを守り、新たな感染症や大規模災
害などに備えるため、私たちは医療・介護・保健所など社
会保障をただちに拡充することを求めています。

コロナ禍からいのちと健康をまもるため
社
会
保
障
・
福
祉
の
充
実
を

保健師ですが、夜間や
土日祝の勤務を1年以
上継続しています。み
んなの身体が本当に
心配です。

訪問看護師です。在
宅の利用者さんに、
コロナをうつさない
か不安を常に感じな
がら働いています。

限られた人員の中
で増床が繰り返さ
れ、疲弊する医療従
事者が多くなり、忍
耐の限界です。

母がコロナ感染で、軽症
だから心配はないと言わ
れ、ホッとしていたのも束
の間、数日のうちに急変
して亡くなりました。母の
顔を一度も見ることも叶
わず、本当に悲しくて残
念な思いをしました。

大企業や大金持
ちに、もっと税金
払ってほしい！

消費税や社会
保険料を下げら
れないの？

2021.09全労連・社保協・医団連（保団連・全日本民医連・医療福祉生協連・新医協・医労連）

医
療・介
護・保
健
所
を

た
だ
ち
に
拡
充
！
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衆議院議長　殿
参議院議長　殿

年    　月　    日
紹介議員

❶ 安全・安心の医療・介護・福祉提供体制を確保すること。
　 ①医師、看護師、医療技術職員、介護職員等を大幅に増員し、夜勤改善等、勤務環境と処遇を改善すること。
　 ②公立、公的病院の再編統合や病床削減方針を見直すこと。
❷ 保健所の増設など公衆衛生行政の体制を拡充し、保健師等を大幅に増員すること。
❸ 社会保障・社会福祉にかかわる国庫負担を増額し、７５歳以上の窓口負担２倍化を中止するなど国民負担
を軽減すること。

【取り扱い団体】（       ）

国会請願署名

※この署名用紙は、国会への要請以外に個人情報が利用されることはいっさいありません。

氏　名 住　所（「同上」や「〃」は使わないでください）
都 道
府 県

都 道
府 県

都 道
府 県

都 道
府 県

都 道
府 県

請願趣旨

請願項目

全労連（全国労働組合総連合）
中央社保協（中央社会保障推進協議会）

連絡先 〒113-8462 東京都文京区湯島2-４-4 平和と労働センター４階 
〒110-0013 東京都台東区入谷1-9-5 日本医療労働会館5階

webmaster@zenroren.gr.jp
k25@shahokyo.jp

　新型コロナウイルスによる感染拡大は、経済活動や国民生活に深刻な影響を及ぼし、医療をはじめとした社会保障・社会福祉体
制の脆弱さを鮮明にして、国民のいのちと健康が脅かされる事態が広がりました。
　このコロナ禍で明らかになったことは、感染症対策を中心的に担う公立・公的病院の役割の重要性、および感染症病床や集中治
療室の大幅な不足、医師・看護師・介護職員の人員不足、保健所・保健師の不足などです。これらの諸問題の背景として、９０年代
後半から続いてきた医療・介護・福祉などの社会保障費ならびに公衆衛生施策の削減・抑制策があります。
　７５歳以上の医療費窓口負担、介護保険料等の社会保険料負担、年金や生活保護基準の引き下げなど、国民の負担もますます
重くなるばかりです。
　コロナ禍における教訓は、医療・介護・福祉をはじめとした社会保障拡充の重要性です。国民のいのちと健康、暮らしを守り、新た
なウイルス感染症や大規模災害などの事態に備えることが喫緊の課題となっています。
　逆進性の高い消費税を減税するなどの対策と同時に、社会保障に関わる財源の確保が重要です。社会保障の再分配機能を高
め、大企業・富裕層への応能負担を求めるなど、コロナ対策ならびにコロナ後の社会を見越した政策が必要ではないでしょうか。
　私たちは、国民が安心して暮らせる社会実現のために下記の事項について要請します。
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❶ 安全・安心の医療・介護・福祉提供体制を確
保すること。

　 ①医師、看護師、医療技術職員、介護職員等
を大幅に増員し、夜勤改善等、勤務環境と
処遇を改善すること。

　 ②公立、公的病院の再編統合や病床削減方
針を見直すこと。

❷ 保健所の増設など公衆衛生行政の体制を拡
充し、保健師等を大幅に増員すること。

❸ 社会保障・社会福祉にかかわる国庫負担を
増額し、７５歳以上の窓口負担２倍化を中止
するなど国民負担を軽減すること。

請願項目

是非、署名
にご協力

ください

〒110-0013 東京都台東区入谷1-9-5 日本医療労働会館3Ｆ　http://www.irouren.or.jp  

日本医療労働組合連合会
☎03-3875-5871　FAX 03-3875 -6270

私たちは国民が安心して
暮らせる社会の実現のため、
衆参両院議長宛てに
要請します

保健師ですが、夜間や
土日祝の勤務を1年以
上継続しています。み
んなの身体が本当に
心配です。

訪問看護師です。在
宅の利用者さんに、
コロナをうつさない
か不安を常に感じな
がら働いています。

限られた人員の中
で増床が繰り返さ
れ、疲弊する医療従
事者が多くなり、忍
耐の限界です。

母がコロナ感染で、軽症
だから心配はないと言わ
れ、ホッとしていたのも束
の間、数日のうちに急変
して亡くなりました。母の
顔を一度も見ることも叶
わず、本当に悲しくて残
念な思いをしました。

大企業や大金持
ちに、もっと税金
払ってほしい！

消費税や社会
保険料を下げら
れないの？

医師、看護師、
保健所職員などの
団体・労働組合で
ネット署名等の
緊急行動を取り
組んでいます。

医
療・介
護・保
健
所
を
た
だ
ち
に
拡
充
！

コロナ禍からいのちと健康をまもるため

医療現場で
は悲鳴が

上がってい
ます

448



（年）

社会保障費の抑制策により減少を続ける感染症病床と保健所
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資料：医療施設(動態)調査・病院報告より　全国保健所長会HPより編集
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感染症病床は約1／8
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（人）
資料：OECD Health Statistics 2016より

欧米と比べても、日本の医師、看護師不足は明らか

100床当たりの看護師数
100床当たりの医師数

0 100 200 300 400 500

86.586.5
18.518.5

51.951.9
159.1159.1

51.851.8
168.6168.6

93.593.5
419.9419.9

108.1108.1
306.0306.0

日本

ドイツ

フランス

アメリカ

イギリス

医療・介護の
人手不足が深刻です

これ以上の医療・介護の切り捨ては限界です

もそも医療や介護現場での人手不足は深刻な状

態にあります。人手不足により一人ひとりの過重労

働がすすみ、過酷な夜勤や長時間労働などが解消され

ず、過労死を引き起こす事態が続いています。

　コロナ禍で経営悪化が長引けば、耐えられなくなる医療

機関も出てきます。さらに看護師らの人手も不足し、取り返

しのつかない危機的な事態になりかねません。

そ

病院・保健所の
削減はやめてください

内の感染症指定病床は、1996年の9,716床から、

2019年には約２割にまで減少しています。一方、保

健所は850カ所以上から2019年には半分近くにまで減少

しました。

　国は急性期病床がある424超の公立・公的病院を名

指しして病床の削減や統廃合を迫ることをやめ、名指しリ

ストの公表をはじめとする地域医療構想の推進は直ちに

中断すべきです。

国

コロナ禍から国民のいのちと生活をまもるた めの改善が必要です

国際的にも低い
社会保障への公的支出
　医療や介護など社会保障に対する国・自治体の公的支
出は、欧州諸国がGDP（国内総生産）比で1割超である一
方、日本はわずか8.9％に過ぎません。国際的にみても、財
政支出が不十分なことが分かります。

立ち後れた日本の社会保障支出

資料：社会保障・人口問題研究所「社会保障費用統計」（日本）、Eurostat“European 
Social Statistics”（イギリス、フランス、 スウェーデン）2013年

～社会保障財源の対GDP比の国際比較～

被保険者
本人負担

イギリス

フランス

日本

スウェーデン
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事業主
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2021/11/18 13:44 23年春に慶応⼤「⻭学部」、東京⻭科⼤と統合協議開始  学校法⼈合併へ | MEDIFAX web（メディファクス ウェブ） - …

https://mf.jiho.jp/article/213516?searched_keyword[]=再編 1/2

2021年11月18日（木）

23年春に慶応大「歯学部」、東京歯科大と統合協議

開始　　学校法人合併へ
2020年11月27日10:48

　慶応大（長谷山彰塾長、東京都港区）と東京歯科大（井出吉信学長、同千代田区）は

26日、運営する学校法人の合併協議を始めると発表した。2023年4月をめどに東京歯科

大歯学部を慶応大に統合する。慶応大には医学部と看護医療学部、薬学部があり、歯学

部を新たに設置することで、医療系の研究や教育の一層の推進を目指す。

　医療系4学部を持つ私立の総合大学は初めてとみられる。少子化などを背景に大学再編

の動きが進んでおり、文部科学省によると、大学を運営する学校法人同士の合併はこれ

までに9例ある。

　東京歯科大は歯科医師国家試験の合格率が高い有力大学で、創設者が、福沢諭吉が立

ち上げた慶応義塾の出身ということなどもあり、慶応大とゆかりがあった。

　発表によると、東京歯科大側が今月6日に歯学部統合と法人合併を申し入れ、慶応大側

は同26日の評議員会で協議開始を決定した。今年5月現在、東京歯科大には大学院や短大

を含め約1100人の学生が在籍している。合併時の在学生の取り扱いや、短大や病院など

をどうするかは協議で詰めるという。

　慶応大は01年に看護医療学部を開設。08年には共立薬科大と合併して薬学部を設け

た。歯学部統合が実現すれば、文系と理系合わせ11学部体制となる。「より多様な人材

を輩出し、総合大学として社会への貢献を続ける」としている。

　最近の主な事例としては、09年に関西学院大（兵庫県西宮市）と聖和大（同）の運営

法人が合併。医療系では、11年、看護系の聖母大（東京都新宿区）と上智大（東京都千

代田区）の運営法人が合併し、上智大が看護学科を設けた。16年には大阪医科大（大阪

府高槻市）と大阪薬科大（同）の運営法人が合併し、来年4月から大阪医科薬科大とな

る。【共　同】
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2021/11/18 13:42 静岡⼤と浜松医⼤統合延期  運営法⼈、計画は21年度 | MEDIFAX web（メディファクス ウェブ） - 医療の総合情報サイト

https://mf.jiho.jp/article/215407?searched_keyword[]=再編 1/1

2021年11月18日（木）

静岡大と浜松医大統合延期　　運営法人、計画は21

年度
2021年1月29日14:48

　静岡大と浜松医科大は29日、静岡市内で記者会見を開き、両大学が合意していた2021

年度の運営法人の統合計画について、実施を延期すると表明した。

　両大学が19年3月に合意した計画では、静岡大浜松キャンパス（浜松市）にある学部と

浜松医科大を一体化した新大学とする。静岡大の静岡市内の学部は別の大学として再編

し、21年度に両大学を運営する新法人を設置する予定だった。静岡市も交え協議を進め

ていたが、静岡大関係者を中心に反発が根強く、議論は難航していた。

　静岡大の石井潔学長は「静岡市とも協議が続いている。統合には地域との連携が欠か

せず、予定通り進めるのは適切でない」と説明。具体的な統合時期は未定とした。

　静岡大では今年4月、統合に慎重な立場を取る人文社会科学部長の日詰一幸氏が学長に

就任する。【共　同】
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課題に「跡地医療」、100万人超区域で再編統合を推

進　　兵庫県・阪神区域
2021年4月1日16:28

　170万人超の人口を抱える兵庫県の阪神構想区域で、重点支援区域を活用した病院の再

編計画が進んでいる。圏域の北と南で2つの地域医療構想調整会議を運営して推進中で、

今後の課題の一つは病院移転後の「跡地医療の在り方」だ。兵庫県健康福祉部健康局医

務課が本紙の取材に答えた。

　阪神区域はもともと「阪神北」と「阪神南」で異なる構想区域だったが、北から南へ

の患者流出率の高さなどを理由に、2018年4月に統合した。現在も調整会議は北と南にそ

れぞれ設置。圏域で物事を進める際は双方の調整会議が舞台になる。

　阪神区域は昨年8月、第2弾の重点支援区域に選定された。機能再編は旧北圏域に位置

するエリアで2種類実施する。1つは「市立伊丹病院（公立、許可病床＝414床）」と「近

畿中央病院（公的、445床）」の統合で、総病床数600床の新たな市立病院を25年度に開

院する。病床の内訳は高度急性期200床、急性期400床で、急性期に特化する。

　新病院は現在の市立伊丹病院の敷地内に設立するが、近畿中央病院の跡地の医療体制

が検討課題になっている。「住民のニーズを踏まえ、回復期の病院を置くことが検討さ

れている」（医務課企画調整班）状況だが、決定はしていない。必要な機能や規模感の

調査が必要だ。「どの程度の病床規模が適正なのか（などの検討）を、（重点支援区域

が受けられる）国の技術的支援として受けたいという要望がもともとあった」として、

重点支援区域のメリットを生かした調査・検討を進めている。

　もう1つの再編は「市立川西病院（公立、250床）」と「協立病院（民間、313床）」

の統合で、新たな市立病院を22年度に開院する。総病床数は405床。内訳は高度急性期

100床、急性期305床の急性期病院で、病棟全室で個室対応を取る。

452

https://mf.jiho.jp/


2021/11/18 15:23 課題に「跡地医療」、100万⼈超区域で再編統合を推進  兵庫県・阪神区域 | MEDIFAX web（メディファクス ウェブ） - …

https://mf.jiho.jp/article/217534?searched_keyword[]=跡地医療 2/2

　こちらのケースは、2つの病院と異なる場所で新病院として1つになるため、2カ所の跡

地ができるが、市立川西病院の跡地には、川西市と隣接する猪名川町から民間病院が移

転し、回復期120床などを持つ計画だ。この跡地医療の検討を契機に、施設ごとの役割分

担や医療資源の有効活用の観点から、川西市の多くの医療機関などで構成する地域医療

連携推進法人の発足もほぼ固まった。4月にも認定される見通しだ。

●類似かつ近接、「同じ考えではできない」

　阪神区域は、重点支援区域に選定済みの11道県14区域で唯一人口が100万人を超え

る。厚生労働省は2月、人口100万人以上区域の公立・公的医療機関等の具体的対応方針

の再検証に、「類似かつ近接」の基準を用いないことを決めた。同調整班は「距離感の

問題などを考えれば（100万人未満の区域と）同じ考え方ではできない」と評価した。
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名市大、2病院を付属化　　計2000床超、国公立最多
2021年11⽉12⽇ 10:14

　名古屋市は11日、市内の緑市民病院と厚生院付属病院を、名古屋市立大医学部の付属とす

る協定を締結した。2023年4月を目標に付属化を進める。

　名市大は今年4月に東部、西部両医療センターを付属化しており、市によると、関連する5病

院の病床数は、国公立病院としては国内最多の計約2150床となる。

　5病院が連携することで、救急や災害時の医療体制を強化する狙いがある。また高齢者医療

の充実や、地域医療を支える幅広い人材の育成も目指す。【共　同】
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