○大野臨床研修指導官

定 刻になりましたの で、ただいまから 「医道審議会医師 分科会医

師臨床研修部会」を開催いた します。
本日は、先生方には御多忙 のところ御出席を 賜り、まことにあ りがとうございま す。
委員の欠席等についてです が、本日、御欠席 の方はございませ ん。
文部科学省医学局課から は、荒木企画官に オブザーバーとし てお越しいただい ておりま
す。
以降の議事運営につきまし ては、部会長にお 願いいたします。
また、撮影はここまでとさ せていただきます 。
桐野先生、よろしくお願い いたします。
○桐野部会長

それでは、よ ろしくお願いいた します。

まず、資料の確認について 事務局からお願い いたします。
○大野臨床研修指導官

そ れでは、資料の確 認をお願いいたし ます。お手元の資 料をごら

んください。
１枚目は議事次第、続きま して座席表になり ます。
その後、資料１、ホチキス どめになっており ます。
そして、資料１－２、資料 １－３、続きまし て資料２になりま す。
その後、参考資料で、参 考資料１～参考資 料２、縦でホチキ スを右どめしてお ります参
考資料３、左どめのパワー ポイントの参考資 料４、参考資料５ は縦書きで右どめ のホチキ
ス、そして参考資料６－１、 ６－２、６－３と 御用意してござい ます。
不足する資料等がございま したら、事務局に お申しつけくださ い。
それでは、部会長、引き続 きお願いいたしま す。
○桐野部会長

それでは、議 事に入りたいと思 います。

本日の議題は、「１．医 療法及び医師法の 一部改正に伴う都 道府県への権限移 譲等につ
いて」、２番が「地域医療の 安定的確保につい て」です。
それでは、まず議題の１ 、「医療法及び医 師法の一部改正に 伴う都道府県への 権限移譲
等について」、資料１－１～ １－３につきまし て事務局より御説 明をお願いします 。
○加藤医師臨床研修専門官

事務局でござい ます。それでは、 資料１－１～１－ ３まで御

説明させていただきます。
また、これから御説明さ せていただきます 資料に関しまして は、参考資料３に なります
厚生労働省令案に対応してお りますので、あわ せてごらんくださ い。
それでは、資料１－１から 御説明させていた だきます。
１－１のスライド１枚目 でございます。左 側に、前回の臨床 研修部会で都道府 県権限移
譲に関しまして先生方から さまざまな御指摘 をいただきました ので「課題」とし てまとめ
ております。
一番上にございますが、 円滑な事務移管に 向け、都道府県担 当者の臨床研修制 度及び事
務の取り扱いについて十分 な理解が必要とい うことで、実際の 運用も含めて御懸 念をいた
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だきました。
これに対して右側の「対 応」案ということ ですけれども、厚 生労働省としまし ては、赤
字になりますが、事務説明 会を複数回開催す る予定になってお ります。来月にも 、制度の
概略ということで都道府県 をお招きして御説 明させていただき ますし、より詳細 に関しま
しては2019年５月に説明会を 開催する予定にな っております。
また、Q&A、FAQに関しましてもホームペー ジで掲載する予定 でおりますし、来 年の夏ご
とをめどに手順マニュアル 等を、これまで厚 生労働省がどのよ うな手順でこうい った業務
をやってきたのかというこ とをマニュアルと してお示しするこ とで、何とか都道 府県にも
こういった事務を遂行して いただけるように 、こちらからも支 援していきたいと 思ってお
ります。
２点目になりますけれど も、質的なところ 、調査などが大丈 夫かということで 御指摘い
ただきましたが、訪問調査 の取り扱いに関し ましては、これま で報告書をまとめ ていただ
くに当たりましてもＢマイナ スを含めるだとか 、そういった御議 論をいただきまし た。
そういった議論も踏まえ まして、右側にご ざいますが、今回 、実地調査の規定 を改めて
整備いたしまして、その内 容を都道府県と厚 生労働省と相互に 通知する規定を整 備するこ
とといたしました。
また、質的なところに関 しましては、引き 続き都道府県にもJCEPなどのサーベイヤーを
活用していただけるように 、こちらとしても 都道府県に働きか けていきたいと思 っており
ます。
また、各厚生局に対して 、都道府県からも 必要な場合に求め をいただきまして、国から、
そして厚生局から技術的助言 を行うこととして おります。
３つ目になりますけれど も、左下になりま す。臨床研修や研 修医の質にばらつ きが生じ
ないか。また、地対協にお きまして恣意的な 運用があり得るの ではないかという ような御
指摘をいただきました。
こうした御指摘に対しま して右側にござい ますが、臨床研修 病院の指定を行っ た場合や
募集定員の設定に関しては 、厚生労働大臣に 通知をしていただ く規定を整備する こととい
たしました。
また、余りにもその恣意 的な運用がされて いて不適切だとい うふうに判断され る場合に
は、次のスライドにご ざいますとおり 、地方自治法第245条の４等に基づきました 技術的助
言を行うこととさせていただ いております。
次のスライドにございま す地方自治法に関 しましては、必要 に応じ、その技術 的な助言・
勧告をどのように要求する か、そして是正の 要求がどのように されるかというこ とをお示
ししております。
資料１－１の説明は以上 になりますけれど も、資料１－２に 移らせていただき ます。
「訪
問調査等の見直しについて」 になります。
これまで、法改正される 前は訪問調査、実 地調査、ともに国 が実施主体となっ て行って
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きましたので、この左側が 現行になりますけ れども、今後移行 するに当たって2020年度以
降は実施主体が都道府県に なります。こちら は厚生労働省令で 、訪問調査に関し ましては
実地調査ということで名称を 統一することとし ております。
ただ、調査を行う対象に 関しましては引き 続き同様でござい まして、２年連続 入院患者
数が3,000人を下回り、かつ 研修医が在籍して いる病院に対して 継続指定の訪問調 査の対象
になりますし、年 間2,700人以上であって申し 込みを行っていた 病院に関しまして は新規指
定の実地調査の対象になりま す。
また、一番下にございま すとおり、国も必 要な実地調査を行 えるような規定と しており
ます。現状の把握に努めま して、必要に応じ て国が主体となっ て実地調査を行え るような
規定を改めて設けております 。
続きましてスライド２に なりますけれども 、訪問調査等に関 しましてはこれま でも臨床
研修部会で何回も議論して いただきまして、 報告書のほうにも 概要としてまとめ ていただ
いております。赤字になり ますけれども、こ れまでの総合評価 ３段階を４段階と し、次回
の調査において２回続けて Ｂマイナスと評価 された場合は原則 指定取り消しの対 象とする
とさせていただいておりま すし、訪問調査時 に調査の対象とな る項目を常時公表 するとい
うことにしております。
また、調査の対象に関し ましては、一番下 にございますとお り、書面調査の結 果、２年
以上基幹病院型の指定の基 準、括弧にな りますが救急医療 を提供しているこ と、CPCを適切
に開催していること、医療 に関する安全管理 のための体制を確 保していることな どを満た
していない疑いがある場合に 関しまして、調査 の対象となること になっております 。
また、こういった議論を まとめましたのが 次のスライド、省 令（案）になりま す。「報
告の徴収等」とございまし て、改めましてこ の２項になります が、「都道府県知 事は、臨
床研修病院の指定を受けよ うとする病院又は 臨床研修病院が法 第十六条の二第三 項各号に
規定する基準に適合してい るかどうかを確認 するために必要が あるときは、実地 に調査す
ることができる。」というふ うにさせていただ いております。
先ほどのスライドの右下 にございました厚 生労働省が行う実 地調査に関しまし ても、こ
の17条の３にございます 、
厚生労働 大臣は必要がある と認める場合 、
２行目になり ますが、
「臨床研修病院の開設者又 は管理者に対して 、当該者の同意を 得て実地に調査を 行い、若
しくはその業務に関し所要 の報告を求め、又 は必要な措置をと るべきことを請求 すること
はできる。」というふうにさ せていただいてお ります。
また、17条の４に、その調査などを行った ものに関しては、 内容に関して相互 通知する
ことと定めさせていただきた いと思っておりま す。
これまで御説明させてい ただいた内容を図 示しましたのが 、
次のスラ イドの４ページ目 、
５ページ目になります。指 定継続の訪問調査 の方法と、継続指 定及び新規指定の 実地調査
の方法ということでまとめ させていただいて おります。４ペー ジ目のマル４が、 都道府県
が国の技術的助言に関して 求めることという ふうになっている ことをお示しして おります
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し、調査結果はマル５にな りますが、厚生労 働省に実地調査の 結果を通知するこ とという
ふうに定めておりますので、 そちらを反映して おります。
また、こちらは「JCEP等」ということでお 示しておりますが 、やはりサーベイ ヤーの派
遣依頼等も出していただくと いうようなことで 定めております。
下の実地調査に関しまし ても右下にござい ます赤字になりま すが、地方厚生局 と都道府
県が相互に内容を通知するこ とというふうに定 めさせていただい ております。
資料１－２の説明は以上 になりますけれど も、資料１－３に 移らせていただき ます。こ
ちらは「都道府県別の募集 定員上限の見直し について」という ことで、前回報告 書にまと
めさせていただいたものを一 部改編しておりま す。
上に「2020年度研修まで」というふうにご ざいますが、こち らはこれまでどお り「人口
分布」「医師養成状況」、 これは医学部の定 員ですね。「地理 的条件等の加算」 がされて
きたということお示しして おりますけれども 、2021年度研修から赤字になります が、特に
マル２の「医師養 成状況」に関しまして 、人口分布に よる算出の1.2倍を限度とするという
ことはこれまで御議論いた だいたところでご ざいますが、新た に事務局提案とい たしまし
て「マル３地理的条件等の 加算」ということで、これまで「（b）離島の人口」と いうもの
を勘案してまいりましたけ れども、新たに厚 生労働省需給分科 会で医師少数区域 というこ
とを定めることになりまし たので、こういっ た議論を踏まえ、 臨床研修制度にお きまして
も医師少数区域のほうに定 員を幾らかではご ざいますけれども 、多く配分をする というこ
とで、換算のこの式に入れ込 むということを提 案させていただき たいと思っており ます。
計算式の変更に関しまし ては以上になりま すけれども、下の スライド２ページ 目にござ
います医師少数区域に関し ましては、昨日、 需給分科会が行わ れまして、この医 師偏在指
標の算出に関しまして、算 出方法は５要素と いうことで左にお 示ししております が、その
右に帯状にございます青か ら赤になっており ますが、これに関 しましては下位33.3％とい
うことで昨日の需給分科会 で合意されたとこ ろでございますの で、こういった医 師少数区
域の指定に伴いまして、臨 床研修制度におけ る定員に関しても 反映させていくと いうこと
で予定しております。
次のスライド、３ページになりま すけれども 、「医 師偏在指標を活用 した医師偏在対策 」
としてさまざまな対策を挙 げておりますが、 今、申し上げまし たとおり医師少数 区域、医
師多数区域の設定の項目に ございます、赤枠 で囲ませていただ きましたけれども 、「臨床
研修病院の定員設定」に関 しましては、臨床 研修病院ごとの研 修医の定員を定め ることと
なっている都道府県におき まして、まず厚生 労働省から都道府 県に定員数を配分 するに当
たって医師少数区域を勘案 すること、そして また、各都道府県 内における臨床研 修病院ご
との研修医の定員を定める におきましても、 医師少数区域を勘 案していただくと いうこと
で提案させていただいており ます。
次のスライドでございま すが、先ほどは都 道府県ごとの定員 の設定でしたけれ ども、臨
床研修病院ごとにおける募 集定員の設定に関 しまして、2020年度研修まではこれ まで厚生
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労働省が行ってきました定 員の配分に関して ですが、こちらは 各都道府県との基 礎数の調
整を行い、最終的な調整枠 を各都道府県のほ うで主に行ってい ただいてきた経緯 がござい
ます。
その下にございます2021年度からに関しま しては、各都道府 県がその定員配分 の権限を
持ちますので、これに関し ましても医師少数 地域における定員 の重点配置を項目 として、
審議事項の例として入れさせ ていただいており ます。
最後のスライドに関しま しては、医師法の 現在申し上げたと ころの該当箇所を お示しさ
せていただいております。
最後に参考資料３になり ますけれども、厚 生労働省令で先ほ ど御説明させてい ただいた
ところの該当箇所を簡単に御 案内させていただ きたいと思います 。
５ページ目になりますけ れども、上段の中 ほどにございます 「法第十六条の二 第三項第
四号の厚生労働省令で定め る基準」というこ とで、臨床研修病 院を指定を受けよ うとする
病院がこの「法第十六条の 二第三項第一号並 びに第四号及び第 九号に掲げる事項 について
は、当該協力型臨床研修病 院の状況を併せて 考慮するものとし 、研修協力施設と 共同して
臨床研修を行おうとする場 合にあっては、第 十六条の二第三項 第二号並びに第四 号、第七
号、第十号及び第十四号に 掲げる事項につい ては、これらの号 に係る当該研修施 設の状況
を併せて考慮するものとする 」。
この条文に関しましては 臨床研修部会での 審議事項となって おりますが、これ まで報告
書等にまとめていただいた内 容と一致している 内容でございます 。
また、一部削るとなって いるところに関し ましては参考資料 ５にもございます が、医師
法のほうに記載されている ものになりますの で、抜け落ちてい るというわけでは ございま
せんので御理解をよろしくお 願いいたします。
ほかは、これまでの指定 権限等に関しまし ては厚生労働大臣 となっていたとこ ろが主に
都道府県知事ということで変 更を加えておりま す。
説明が長くなりましたが、 以上になります。
○桐野部会長

どうもありが とうございました 。

医療法及び医師法の一部 改正に伴う都道府 県への権限移譲、 いろいろなことを 比較的足
早に御説明していただきまし たけれども、質問 や御意見をお願い いたします。
神野先生、どうぞ。
○神野委員

２点、質問させ てください。

順番として資料１－２の 右下の３ページの ほうですけれども 、都道府県知事と 厚生労働
大臣の関係ということであ ります。３ページ の下にありますよ うに、厚生労働大 臣は「当
該者の同意を得て実地調査 を行い」というこ となんですけれど も、この都道府県 をすっ飛
ばして、あるいは都道府県 が信頼できない場 合に厚生労働大臣 が調査を行うのか 。都道府
県との関係では、勧告して 都道府県にやらせ るのか、そうでは なくてなぜ厚生労 働大臣が
ここで横から待て、待てと いうふうに出てく るのかというとこ ろについて、その 関係をも
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う一回御説明いただければと 思います。
それからもう一点であり ますけれども、ま さに昨日の医師需 給分科会を受けて 、資料１
－３の１番目と２番目のス ライドですが、2021年度から医師少数区域を加えると いうこと
は理解いたしました。
ただ、その下の２番のス ライドで、医師少 数区域の33.3％の医師、これは医療 圏のよう
にして書いてありますけれ ども、１はあくま でも都道府県単位 ですので、昨日の 医師需給
分科会の議論もそうだと思 いますが、三次医 療圏としてやると いうことを明確に しておい
たほうがいいのかなと思いま すけれども、いか がでしょうかとい うことであります 。
○桐野部会長

事務局、お願 いできますか。

○加藤医師臨床研修専門官

まず１つ目の御 質問に関しまして は、指定権限、そ して定員

の配置に関しては都道府県 権限でございます ので、あくまでも そういった調査に 関しまし
ては都道府県が行っていただ くのが原則、基本 とさせていただき たいと思っており ます。
ただ、十分に意思疎通が できない場合、あ るいは何かしらの 特別な事情で厚生 労働省が
行わないといけない場合に 、こういった権限 がないものの開設 者、あるいは管理 者に同意
を求めて、同意を得た上で 実地調査を行うと いうようなことを 今回改めて省令と して定め
させていただきたいと思って おります。
前回の臨床研修部会にお きましても、先生 方から非常にいろ いろな御意見をい ただきま
したので、総合的に判断し ましてこういった 厚生労働省が実地 調査を行えるよう にもした
ほうがいいということが事務 局からの提案でご ざいます。
資料１－３に関しまして 、医師少数区域に 関しましては需給 分科会で、三次医 療圏で医
師少数圏あるいは医師少数 の三次医療圏とい うことの議論と、 医師少数区域と、 ２つの議
論がございましたけれども 、今回こちらの定 員配分に関しまし て勘案するのは、 後者の医
師少数区域があることとい うふうにさせてい ただきます。都道 府県で医師少数か どうかと
いうことではなくて、各県 で医師少数区域が あるかどうかをこ こで勘案して計算 式に入れ
たいというふうに思っており ます。
○桐野部会長
○神野委員

よろしゅうご ざいますか。
これは、議論 したんでしたか。 １番目の質問の特 別な場合というの は何かと

いうことですけれども。
○加藤医師臨床研修専門官

特定の状況をそ れほど想定してい るわけではないで すけれど

も、さまざまな状況を想定 した上で、こうい った国から実地調 査を行わないとい けないこ
とが起こり得るのではない かというような御 懸念があったとい うふうに我々は理 解してお
ります。
○桐野部会長
○羽鳥委員

羽鳥先生、ど うぞ。
今の神野先生 とも関係するんで すけれども、これ はそれぞれの病院 の同意を

得なければいけないんです か。当該大学で、 県が認めているん だから国が文句を 言う必要
ないだろうと言われたら、 国は、病院の同意 がなかったとき何 も言えないという ことにな
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ってしまいますよね。
それだったら、県独自の 臨床研修構想がで きてしまうけれど も、それは国とし て認めて
いいんですか。国全体で医 師を育てていくと いうのに、県が自 由にやっていいと いうこと
になったら国としての統一性 など質の保障がで きなくなります。
今まで関東厚生局とか、 国の厚生局はブロ ック制くらいのと ころでやっていた ので、あ
る程度、公平感があると思 いますけれども、 県が独自でやって しまったら、例え ば１県１
大学とか、東京みたいに13、14とあるところ、あるいは大阪、 神奈川みたいに４ つ、５つ
あるところはいいですけれ ども、１県１大学 で、その大学出身 の先生が強い権限 を持って
いたら、何も文句を言えな くなっちゃうんじ ゃないですか。そ れでもいいという ことなん
でしょうか。
○桐野部会長

いかがですか 。

○加藤医師臨床研修専門官

事務局でございま す。

まず、この17条の３に関しまして、同意を 求めないといけな いということに関 しまして
は、これは指定権限と定員 の配置の権限が都 道府県にある以上 、国がそれを超え て調査を
行うということは法律上難 しいものとされて おりますので 、
あくまでも 同意を得なければ 、
もちろん立ち入りするわけ ですので、何の権 限も根拠もない中 で立ち入りするこ とは難し
いため、こういった同意を得 ることが最低ライ ンということにな っております。
それで、羽鳥先生が御指 摘の、特に恣意的 な運用に関しまし てはもちろん調査 も１つで
はございますが、資料１－ １でございました とおり、あくまで も都道府県はその ような恣
意的な運用がないように我 々は未然に調整し ていきたいと思っ ておりますけれど も、それ
でも恣意的な運用が行われ た場合に関しまし ては、地方自治法 に基づく助言や是 正の要求
ということを最終的に我々 が対応しなければ いけない場合には 、この法律に基づ いて勧告
や是正をしていくということ で対応することを 想定しております 。
○羽鳥委員

ある県とか、 ある府みたいに医 療に特殊なお考え の尊重をされると ころです

ね。自由診療制をもっとや れ、特区をつくっ て外国人医療をど んどん活性化して 、地域の
医療が壊れることもいわな いような病院で臨 床研修を任せてし まったら、全体の 医療がお
かしくなっちゃうんじゃない でしょうか。
○桐野部会長

事務局、いか がですか。

○加藤医師臨床研修専門官

繰り返しになり ますけれども、あ くまでもこの定員 の配置に

関してはどのように行うの が適切なのかとい うことはマニュア ルを含め、説明会 を含め、
国の考えとしてはしっかり 示させていただき まして、地対協の 中で十分な御議論 をいただ
くものと思っております。
その上で、そういった定 員の算出方法に関 しましても国に提 出していただくこ とになっ
ておりますので、我々とし てはどのような算 出根拠で算出して いただいているの かという
ことも把握することはでき ますので、その把 握した内容に基づ きまして、繰り返 しになり
ますけれども、最終的なと ころに関しまして はこの地方自治法 での勧告や是正要 求という
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ことを国としては行っていか なければいけない と思っております 。
○桐野部会長
○森委員

森先生、どう ぞ。

今のお話で大体 理解はするんです けれども、今、羽 鳥先生がおっしゃ ったよう

に、地対協というのは非常 に色がついている ところがたくさん ございまして、そ こで議論
というのは一方的な議論に なることがほぼ確 定しているので、 その前の調整でか なりやら
ないとうまくいかないだろう と思われます。
それから、例えばＢマイ ナスが２回続いた ときには指定取り 消しというふうに ここに書
いてあるんですが、取り消 しは知事がやるわ けで、それを厚生 労働大臣に通知を するだけ
なんです。全て指定も通知 、取り消しも通知 なんですが、そうす るとこれは我々と いうか、
このところにはどういう形 でくるのでしょう か。こうなりまし たという結果だけ ぽんとく
るのか、それに対して国の ほうとしては通知 に対してどういう ふうに受けとめる のか。そ
こら辺を、ちょっと具体的に 教えてもらえます か。
○加藤医師臨床研修専門官

基本的には、調 査の内容に関して は全て御報告いた だくこと

にしておりますので、その 調査自体が適正で あったものかどう かということはし っかり事
務局で判断させていただき たいと思いますし 、必要に応じてこ の臨床研修部会で も先生方
からの御意見をいただいて適 切に対応させてい ただきたいと思っ ています。
○桐野部会長
○河野委員

河野委員、ど うぞ。
２つほどお聞 きしたいのですが 、１つはただいま の御議論にも関連 すること

なのですけれども、前もも ちろん準備が必要 ですが、スタート した後でやはり都 道府県の
ものを見ていますと、これ はちょっと言い過 ぎかもしれません けれども、いわゆ る自治体
病院というのはかなり厳し い状況がいろいろ ありまして、半端 じゃない額の補助 金の投入
がありますし、医師確保もな かなか難しいとい う病院が少なから ずあるんですね。
そういったところで、都 道府県が主導して いくということに なりますと、何ら かのバイ
アスをちょっと心配すると ころもありますの で、何らかの定期 的な評価、横並び のもちろ
ん事務局がこれは問題があ るというところで の整理をしてこの 部会に出すという のも１つ
ですけれども、やはり全体 的な定期的な評価 というのをこの部 会もちゃんと目を 通してい
くというような後のシステ ムですね。そうい ったチェックシス テムが必要じゃな いだろう
か。
今お伺いしていると権限 と、権限の移譲で すから、その権限 に対しての都道府 県での保
障というものはかなりしっ かりされている。 それは当然かもし れないですが、そ れは翻っ
ていうと、今までずっとこ の部会が担ってき たいろいろな役割 を踏まえますと、 そのあた
りの整合性をしっかりと確認 する必要があろう かと思います。
それから、もう一点ちょ っと話が違うんで すけれども、訪問 調査のことでサー ベイヤー
の方 々を お願 いす ると いう こと にな りま すと 、卒 後 臨床 研修 評価 機構 のサ ーベ イヤ ーの
方々にお願いするというの は、１つ既にそう いったシステムが ありますので、こ れはいい
案だとは思うんですけれど も、ただ、卒後臨 床研修評価機構の サーベイヤーの方 々の評価
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というのはどちらかという と形成的評価であ って、これはまず いから落とすとい う評価よ
りも、問題があるとよくし ていこうという考 え方なんですね。 ですから、私も何 度か受け
ましたけれども、非常に優し いといいますか、 決して落そうとい うような感じでは ない。
そうしますと、今回のこ ういった訪問調査 になりますと、よ り問題点を明らか にして、
よりそれを正さなければい けない。よりよく することには結果 的にはつながるん ですけれ
ども、そういうことは逆に 言うとサーベイヤ ーの方々に対する 研修体制といいま すか、そ
うい うも のも 今回 の目 的に 沿っ たサ ーベ イヤ ーの 育 成と いう こと も卒 後臨 床研 修機 構の
方々にお願いをするといた しましても、国と して考えなくては いけないんじゃな いだろう
かと思います。その辺は、い かがでしょうか。
○桐野部会長

事務局から、 どうぞ。

○加藤医師臨床研修専門官

２点いただきま したけれども、確 かに都道府県のほ うに権限

を移譲して、いろいろなも のを報告していた だくように今回の 省令では定めてお りますの
で、報告いただいた内容を どのように先生方 とも共有させてい ただくのかという ことに関
しましては、事務局でもその 手続論に関しまし て検討してみたい と思います。
２つ目に関しまして、JCEPでのサーベイヤーがどのような調 査を行っていただ くのか。
今回、都道府県への権限移 譲がございますの で、それを踏まえ てどのような点を 見ていた
だくのかということに関し ましては、実際に 今、調査をしてい る内容ももう一度 精査した
上で、JCEPのほうとも厚労省のほうで協議さ せていただいて、 何かしら今回の権 限移譲を
踏まえたものに対応できるよ うに取り組んでい きたいと思ってお ります。
○桐野部会長
○相 原委 員

相原先生、ど うぞ。
今の 河野 先生 の御 質問 と関 係す るの で すが 、サ ーベ イヤ ーの 記載 とこ ろに

「JCEP等」と「等」がつい ていますが、例え ばある県が自分の ところでサーベイ ヤーを育
てることを計画した場合、 そのサーベイヤー 自体の質の担保と いうものは今後ど のように
考えていらっしゃいますでし ょうか。
○桐野部会長

事務局、どう ぞ。

○加藤医師臨床研修専門官

この実地調査を 行った項目に関し ましては、必ず全 て報告し

ていただくことになってお りますので、その 報告書の中身を見 ればおおよそどの ような調
査が行われたのかがこちらで も把握できるかと 思っております。
ですので、御指摘のとお りですが、ただ、JCEP等とも話しておりますと、非常 に準備も
大変ですし、手慣れている 人でないと十分な 調査は行えないと いうような実態が ございま
すので、簡単に都道府県が 短期間に養成して サーベイヤーとし て行えるものでは ない。な
かなかそれは困難ではない かと我々は認識し ておりますので、 全く無理というわ けではな
いですし、JCEPでないといけないわけではな いですけれども、 しかるべき調査を 行えるよ
うな体制をとっていただか ないといけないと いうことはしっか り都道府県にお伝 えすると
ともに、調査内容に関しま してはしっかりこ ちらでも見ていっ てコミュニケーシ ョンをと
っていきたいと思っておりま す。
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○桐野部会長
○新井委員

新井先生、そ れから金丸先生と どうぞ。
大体よく理解 できました。お考 えいただいている と思うんですけれ ども、恣

意的運用の話なのですが、 これをどういうふ うに国が知るのか その方法について 何か具体
的に考えはあるのでしょうか 。
○桐野部会長

事務局、お願 いします。

○加藤医師臨床研修専門官

現在、地対協が 取り組むべき協議 事項というのは、 この臨床

研修以外も今回の偏在対策 法案を経て非常に ふえました。専門 研修の定員も含め まして、
キャリア形成プログラムの 内容だとか、非常 に協議する項目も ふえまして、まさ に地域医
療に直結するような事項を 協議していただく ことになっており ますので、今後、 先ほどの
指標などに基づいた協議を していただかない といけないですし 、構成員の合意を 得た協議
結果の公表、協議プロセス の透明化というこ とも今後進めてま いりますので、議 論の内容
に関しても我々はしっかり と把握することが できるということ で、できるだけそ ういった
恣意的運用に関しては我々 としてもいち早く 検知できるように 努めてまいりたい と思って
おります。
○新井委員

例えば地対協 の恣意的運用によ って不利益をこう むったと思われる ような施

設があった場合、その施設 が何か異議を申し 立てられるような システムというか 、仕組み
があっても良いように思いま すが、いかがでし ょうか。
○加藤医師臨床研修専門官

具体的に、恣意 的運用で不利益を こうむられるケー スとしま

しては、定員が不当な理由で 削減されるなどが まず初めに挙げら れると思います。
それに関しましては、や はり適切な理由で 算出根拠を都道府 県に示していただ く必要が
ございまして、算出根拠を 全ての県に提出し ていただくことに なっておりますの で、そこ
で我々は40の都道府県の算出根拠をしっかり 見て、またもし各 病院から個別の申 し出があ
った場合に関しましては、 そういったものと 照らし合わせて不 当なものがないか 、しっか
り見ていくことかと思ってお ります。
○新井委員

そういう仕組 みがあったほうが 、地対協も自己抑 制的に自律的に運 用される

んじゃないかとちょっと思い ます。
○加藤医師臨床研修専門官
○桐野部会長
○金丸委員

ありがとうござい ます。

金丸先生、ど うぞ。
先ほどの河野 先生の意見に関連 するところと重複 するところなので すが、今

の実地調査、評価のところ でサーベイヤーの 育成、質の担保と いうところがぜひ 不可欠だ
と、同じ認識なんですが、 前回の研修部会で もまとめのときの 議論の一つになっ たと思う
のですが、これだけ踏 み込んで評価をし ていく。3,000人未満が集中的に本当に内 容の濃い
調査をいただいているので すが、
3,000人以上であっても調査が あったほうが望ま しいので
はないかというところが議論 になった経緯があ ったと思います。
全ての臨床研修病院の一 定の一律の評価と いうことが今後ぜ ひ望まれるのでは ないか。
それがあると、も ちろんその前提は サーベイヤーの育 成という質の担保 をしながらですが 、
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そうすることが今の議論に 相当保障していく 部分で動くことに つながるのではな いかと思
うのですが、いかがでしょう か。
○桐野部会長

この点はずっ と議論しているこ とでございますが 、何かございます か。

では、事務局からお願いし ます。
○加藤医師臨床研修専門官

調査に関しまし ては、ま さしく3,000人という基準が妥当なの

かどうかということはこれ までも御議論いた だきましたけれど も、まずは今回結 論を出し
ていただきましたＢマイナ スを設けて、しっ かりと実際の支援 の取り消しにつな がるよう
な調査を行っていくという ことと、調査に関 しても項目をしっ かり定めて、ある 程度、質
の高い調査をしていただくと いうことにまずは 取り組んでいきた いと思います。
その対象を広げるという ことに関しまして は、先生御懸念の とおりマンパワー やサーベ
イヤーの数等々ございます ので、まずは都道 府県のほうに権限 移譲をして、現行 これまで
国がやってきたことをまず は都道府県にしっ かりやっていただ くことを確認した 上で、今
後その調査の対象を広げら れるかどうかとい うようなことは、 まさしくこの臨床 研修部会
でも御議論いただくことと思 っております。
○桐野部会長
○岡村委員

岡村先生、ど うぞ。
今、Ｂマイナ スの話が出たので すが、これまで３ 段階評価だったの が、Ｂプ

ラス、Ｂマイナスというこ とで一歩進んだと 思うんですが、Ｂ マイナスの評価の 基準みた
いなものがよくわからないん です。
それと、例えばですが、 医師少数地域の病 院だと、何となく 都道府県の判断で はちょっ
と忖度のような判断が入っ てＢプラスにして しまうとか 、そのような懸 念があるのですが 、
実地調査に入った結果が全て 上がってくるんで すか。
○加藤医師臨床研修専門官

調査に関しては 御報告いただくこ ととしております ので、し

っかりと我々がＢマイナス に該当するかどう か判断できるよう な項目を定めた上 で、その
項目をしっかり調査してい ただいた上で、我 々は報告に基づい て、それが適切に 運用され
ているかどうかを判断してい く。
○岡村委員

その我々とい うのは、厚労省と いうことですか。 こういった部会と か、そう

いうものでは出てこないんで すか。
○加藤医師臨床研修専門官

全ての実地調査 をこちらに上げら れるかどうかとい うことは 、

量などのもちろん時間的な 制限もございます ので、どのような ことをこういった 部会に上
げていくかに関しましては、 事務局で一度考え させていただきた いと思っています 。
○桐野部会長

よろしいです か。

では、清水先生どうぞ。
○清水委員

何点かあるん ですけれども、今 の項目についてで すが、後ほど伺お うと思っ

ていたのですけれども 、
今まで入院3,000人未満の病院で私たち が実地調査に行っ て参りま
したが、その項目は部会と いうか、厚労省が 決められたもので すよね。あれとは また別の
ものをお考えになっている のか、それとも県 ごとにそれはばら ばらになるのか。 県ごとの
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実地調査の項目の統一化と いうことをお考え になっているのか をお聞きしたいと 思います 。
○桐野部会長

いかがでしょ うか。

○加藤医師臨床研修専門官

調査項目に関し ましては、一律厚 生労働省のほうで 定めたも

のを通知として出させてい ただきたいと思っ ていますし、これ までの調査項目を 基本とし
つつ、改めて発出いたしま すので、また項目 に関しましてはＢ マイナスも定めら れること
でもありますので、先生方か らの御意見も伺い ながら定めていき たいと思っており ます。
○清水委員

ありがとうご ざいます。ぜひそ うしていただきた いと思います。そ れと同時

に今、議論になっているよ うに、例えば都道 府県の同意を得な ければいけないけ れども、
同意が得られなかったとき は何もできないと いった場合、部会 で結果だけをきて 、結果を
世に通知するとはいえ、ど のように通知する かということも決 まっていないとす ると、今
まで部会が綿々と議論して きたことが都道府 県に全部移譲され て、ここでの議論 と同じよ
うな質のものが担保される か不安です。ぜひ すばらしいことを やっていらっしゃ る県に対
してはポジティブなフィー ドバックを、そう じゃないところに 関してはそうでは ないんだ
よということがフィードバ ックをかけられる ような通知の方法 というか、公知の 方法をぜ
ひ構築していただきたいと思 うのが１点でござ います。
２つ目の質問はそれと関 連しますが、資料 の１－２の５ペー ジ目の右下の入院 患者数に
かかわらず実地調査が入る という図だと思い ますが、昨年出ま した報告書では第 三者評価
に関してはこれから強く推 奨されるというこ とで、５年後は義 務化を目指してい ると思い
ます。
ここに書か れている実地調査 は厚労省や都道府 県が実地調査を入 院3,000人未満であ
っても全ての臨床研修病院 で進めるというこ とでお書きになっ ているのかをお聞 きしたい
です。
それから、その同じ図で 地方厚生局がされ る実地調査と、都 道府県がされる実 地調査の
内容はどのように違うのかと いうことをお教え ください。
○桐野部会長

よろしくお 願いします。ちょ っとこの図は、よ く説明していただ かないと

わかりにくいです。
○加藤医師臨床研修専門官

右下のところで すけれども、都道 府県から矢印が出 ている実

地調査に関しましては、上 のマル３、マル４ にございますとお り、書面の結果、 指定基準
を満たしていない疑いがある ような場合等とい うことで行ってお ります。
また、この左側の地方厚 生局から出ている 矢印に関しまして は、スライドの１ ページ目
の右下にございますとおり 、実施主体は国と いうことで、これ は厚生労働省が必 要と判断
した場合に行う実地調査を 指しておりますの で、頻度としては あくまでも都道府 県から行
う実地調査が主となることと 思っております。
○清水委員

そうしますと 、さっきのように 同意が仮に得られ なくても、都道府 県に対し

ては実地調査が必要だと国が 認めれば伺えると いうことになりま すか。
先ほど、同意が得られな いと何も都道府県 には介入できない よとおっしゃった と思うん
ですけれども。
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○加藤医師臨床研修専門官

都道府県は、実 地調査を同意なく 行うことができま す。国に

関しましては、指定権限等 がないため、実地 調査を行う場合に 関しましては同意 が必要と
いうことになります。
○國土委員

同意というのは 、何の同意でしょ うか？。

○山科医事課長補佐

医事課長補佐でございま す。

同意でございますけれど も、実地に調査に 入っていいという ことに関する同意 でござい
ます。
○國土委員

当該者は施設で しょうか、都道府 県でしょうか。

○岡部医師臨床研修推進室 長

施設でござい ます。施設が同意 した場合に、国が 実地調査

をするということです。
○桐野部会長

よろしいでし ょうか。

神野先生、どうぞ。
○神野委員

同じ話でぐる ぐる回りますけれ ども、先ほど河野 先生がおっしゃっ た国によ

る都道府県のビヘービアのチ ェック体制という のはぜひ入れてい ただきたいと思い ます。
それから、きょうは公開 なのですけれども 、非公開のときに 実際に過去に国が やった調
査についての資料を私たち はいっぱい読ませ ていただきました 。これは、地方厚 生局がや
った調査の資料として私た ちは読ませていた だいて、非常に的 確な調査だったと 思ってい
るのですけれども、あれは 本当にと言ったら 変ですが、地方厚 生局の方がやった のか、JCEP
さんに委託というか、お願 いしてやったのか 。その比率といい ますか、今後のこ とがある
ので、お聞きしたい。もし あれを地方厚生局 さんが独自でおや りになったのでし たら、あ
のノウハウをぜひ都道府県 に地方厚生局から お出しになればよ ろしいんじゃない かと思い
ます。
○桐野部会長
○清水委員

清水先生、今 のことに答えられ ますか。
地方厚生局さ んが実際には行か れるんですけれど も、厚生局さんに もノウハ

ウや人材がない場合には、JCEPにサーベイヤー派遣の支援要望 があります。JCEPからは手
挙げ方式でサーベイヤーの 募集があり、それ に手挙げをして伺 っています。です から、例
えば毎回３人くらいで、地 方厚生局さんから ２人、JCEPから１人くらいのメンバ ーで行っ
ています。私が参りましたと きは、そのような 人数構成でした。
○桐野部会長
○河野委員

河野先生、ど うぞ。
この資料１－ ２の今の御議論の ５ページ目の下で 、私もすごく気に なってい

たところです。
というのが、都道府県の ところが指定継続 等の観点からとい うと、外形基準的 に読める
んです。それで、非常に本 質的で、かつ難し いのが、厚生局の 医療研修の質の観 点から、
これは非常に難しいところ で、実際に今まで は外形基準と合わ せて見て、それで いろいろ
な微妙な研修医のインタビ ュー等々、全体を 含めて何か補正す るところがあれば というこ
とで点数が総合的につけられ た部分もあろうか と思うんです。
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そうしますと、指定基準 継続として基準と いうことと医療研 修の質というのは 分けて評
価ができるのかなという気 もしますし、都道 府県は外形基準的 で厚労省が決めた こういっ
たことを満たしなさいとい うことをクリアさ えすれば、それが 決して私は医療研 修の質に
直結するとも思えない部分 がありますので、 これが分けられる こと自体が妥当な んだろう
かという気も、評価という意 味でいたします。
そこのところが厚生局と 先ほどの御議論で すけれども、都道 府県とも分けられ て、タイ
ミングも違うというような お話でしたから、 その辺はいかがな んでしょうか。評 価が分け
られてできるのかというとこ ろもあるんですが 。
○桐野部会長

いかがですか 。

○加藤医師臨床研修専門官

事務局としまし ては、御指摘のと おり形成的な評価 と質の評

価を分けて行うことは余り 望ましいことでは ないと思っていま すので、形成的な 評価は都
道府県が行う調査と、これ までどおりJCEP等に依頼したサーベ イヤーによる質の 評価に関
しましても合わせてやって いただくように、 こちらのマニュア ル等もそのような ことでお
願いしていきたいと思ってい ます。
○桐野部会長

事務局、どう ぞ。

○堀岡医師養成等企画調整 室長

ちょっと補 足させていただき ますけれども、今 回、医療

法、医師法の大きな改正が ございまして、偏 在対策というか、そ もそも大きな流れ の中で、
地域医療に関しては国が地 域ごとの状況とか 、そういったこと を細かく把握して 、箸の上
げ下ろしまでそういうふう にして偏在対策す るというのはもう 無理なので、ちゃ んと地域
医療提供体制の責任を持っ ている都道府県に ある程度権限を移 譲してさまざまな 偏在対策
をやる。その中で、地対協 できちんと関係者 が合意をしていく こととか、医師少 数区域と
いうものを人口当たりとい う今までのような 指標ではなくてき ちんとつくってい くとか、
そういう全体の大きな流れが あるわけです。
それで、法律が通った後 、さまざまな施行 で、いろいろな審 議会で御議論する たびに実
は毎回同じような御質問を 受けるんですが、 根本的には今まで そういうことを担 っていな
かった都道府県がそういう ことを突然渡され てできるのかとい うのが全体の御質 問なんで
す。
それで、我々としては今 、加藤のほうから 御説明いたしまし たとおり、例えば 厚労大臣
に恣意的な運用をされない ように都道府県が 事前に定員を設定 したときはちゃん と報告す
ることとか、基本的には臨 床研修病院の定員 も三者基準を私ど もは定めますので 、技術的
に三者基準を定めたり、も っと言うと都道府 県全体の枠は完全 に国が定めること になって
いるわけです。その中で、 恣意的な運用とい うのは原理的には あり得ないことは ないんで
すけれども、三者基準を決 めたり、技術基準 を決めたり、実地 調査に関しても実 質は実は
質がばらばらになるという のですが、今だっ て実質は地方厚生 局がやっているわ けで、地
方厚生局ごとの質というのは あるわけです。
それで、それが都道府県 に移管することで 、さらにそういう ことが広がるとい う心配は
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あるんですけれども、そう いうことがないよ うにJCEPの先生方に今後も都道府県 は御協力
をいただくような仕組みと かを我々は考えて いるので、我々は きちんと都道府県 もそうい
うことができるように、そ の都道府県の中の 医療政策人材の養 成とか、そういう ことに頑
張っていきますし、そうい う大きな流れの中 で都道府県もきち んとそういうこと ができる
ような体制を我々は整えます ので、そのように 御理解いただけれ ばと思っておりま す。
そういうふうにならない ような仕組みとい うのは、国の中で もいろんな基準を 都道府県
で定めて、その定めている 基準の中で都道府 県が泳ぐような基 準に全般的になっ ています
ので、できると思っておりま す。
また、実地調査に関して も、今いろいろ区 分けの細かいとこ ろとか御質問され ましたけ
れども、これは要は厚労大 臣が、都道府県が 実地調査が不十分 だったりしたとき 、もしも
のときの刀として用意して いるもので、それ は都道府県が最終 的な指定権限とい うのを持
っているんだから、都道府 県は責任を持って やるんです。やる んですけれども、 それで万
が一できなかったときはち ゃんと厚労大臣が できますよという 仕組みも整えてい ますので 、
そういうふうに御理解いただ ければと思います 。
○桐野部会長
○羽鳥委員

総論的な説明 をいただきました が、羽鳥先生どう ぞ。
きのうの医師 需給分科会だって 、2036年を目途としていろいろ仕組 みをつく

って医師少数区域の定義と して、下 から1/3、33.3という数字を出したけ れども、でもこれ
だってちゃんと３年後、６ 年後に見直します よということを宣 言しているんです が、今度
のこの医師臨床研修部会では そういう見直しを ちゃんとうたって はいないですよね 。
恐らく、都道府県は恣意 的なことを必ずや ってきます。これ だけ大きな権限を 与えられ
たら、うちでは独自の医学 部をつくるぞと必 ず言ってきます。 そういう病院をつ くろうと
なってきます。だから、国 の事業でこういう ことをやるんです から、やはりきち んと制限
できるようにしていかないと 問題はあるんじゃ ないかと思います 。
例えば、Ｂマイナスで出 てきた。でも、地 対協とか知事の権 限で、これは形成 的評価で
明らかにＢプラスでしょう と言われたら、全 部今までだめだっ たものが通ってい っちゃう
こともあり得るでしょう。
○堀岡医師養成等企画調整 室長

繰り返しに なりますけれども 、都道府県だって 行政なの

で、恣意的に都道府県知事が そんなことはでき ないと思っており ます。
○羽鳥委員

やります。

○堀岡医師養成等企画調整 室長

もしやるの であれば、厚生労 働大臣から実地調 査に行き

ます。以上です。
○桐野部会長
○清水委員

清水委員、ど うぞ。
先ほどおっし ゃった伝家の宝刀 というのは、この 図式でいくとどこ に当たる

のか教えてください。
○加藤医師臨床研修専門官

資料１－１の２ ページ目のスライ ドにございます地 方自治法

になります。
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それで、先ほど羽鳥委員 から御指摘がござ いました見直しに 関しましては、こ れまでど
おり５年に１回、臨床研修 制度に関しては見 直しを引き続き行 っていきますので 、そうい
ったところでも御懸念の点に 関しましては御議 論いただけるもの と思っております 。
○清水委員

いろんな評価 の結果というのは 、どの程度、公に 公開されるものな のでしょ

うか。やはり、一般の目に さらされるという ことが都道府県に とってはとても怖 いことだ
と思うんです。それを、で きるだけ公表でき るようにしたほう が正しい運用がで きるかと
思うのですけれども。
○堀岡医師養成等企画調整 室長

今のは、病 院ごとの実地調査 の結果とかを公表 すべきと

いう御意見ですか。
○清水委員

どういう判断 で、都道府県が病 院に対しての判断 を下したのか、何 から何ま

で細かくという意味ではな くて、大筋でもい いですし、そこは 程度の問題はある と思うん
ですけれども、どういう判 断で県がこ決めた のかということが わかるようになる と、大変
緊張感があると思うんですけ れども。
○桐野部会長

どうぞ。

○堀岡医師養成等企画調整 室長

繰り返しに なりますが、どう いう評価でどうい うふうに

するべきという基準はもち ろん国がこれから もきちんと定める んですけれども、 個々個別
の病院がＢマイナスとか、Ｃ とかというのは、 今までも公表はし ていないわけです 。
ですから、都道府県が恣 意的なことをして いないという意味 での病院の個別の ものがわ
からないような形でのまと め方というのは我 々も考えますけれ ども、今までまず 恣意的な
運用されないようにさまざ まな権限がそもそ も地方自治法上用 意されているとい うのは、
もう一度役人的に御説明す る一方で、そうい う御心配があると いうことは事務局 で踏まえ
て、病院名とそれの公表は難 しいと思いますけ れども、何か検討 させていただきま す。
○桐野部会長
○國土委員

國土先生、ど うぞ。
恣意的な運用 に関して、ある施 設が不服であった 場合、新井先生の 質問にも

関連しますけれども、どう すれば良いのでし ょうか。多分、地 方厚生局に相談す ると思い
ますけれども、わかるように しておいてあげな いとちょっと不親 切かと思います。
それから、法律がよくわ からないんですけ れども、当該施設 がもし拒否した場 合は、厚
労大臣が恐らく都道府県に その施設をもう一 回やり直しなさい というふうに命令 するんじ
ゃないでしょうか。そういう ふうに思いますけ れども、そういう 理解で良いですか 。
○堀岡医師養成等企画調整 室長

万が一、当 該医療機関が徹底 的に拒否するよう なことが

あれば、それは地方自治法 上の助言、勧告、 是正などを求めて 都道府県からいく とするん
だと思います。
さらに、普通に考えて厚 労省が実地調査に いきますよという ことを言って全面 的に拒否
するとすれば、厚生労働省 は当然拒否された ということを公表 することになりま すので、
どこまで強権的にやるのか というのはあるん ですけれども、そ ういうことは普通 はないと
いうふうに考えております。
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○桐野部会長

大分、予定 された時間より過 ぎてしまったので すが、多分いろい ろな論点

があると思いますし、国が 相当詳細に基準を 決められても、何 となく国から見れ ば隔靴掻
痒の感になる可能性もある ので、その辺のと ころはよくお考え いただきたいと思 うのです
が、何かこれだけはというこ とはございますか 。
医政局長、お願いします。
○吉田医政局長

事務局の 医政局長でござい ます。熱心な御議 論、ありがとうご ざいまし

た。
本日、あるいは前回から の一連の御議論は 、いわばこの部会 の先生方にこれま で非常に
丁寧に議論をし、質の確保 という意味でみか じめていただいた この臨床研修病院 という仕
組みを今回、先ほど担当室 長のほうから申し 上げましたように 大きな流れの中で 、都道府
県単位における医療行政と いう流れの中での 権限移譲というこ とをしたことに伴 ういろい
ろな御懸念であり、あるい は積極的な、前向 きな御提案だとい うふうに受けとめ させてい
ただきました。
大きく２つあって、ここ の委員の先生方か らの御発言を借り れば、恣意的な運 用とか、
あるいは都道府県間におけ るばらつきという ものが生じるおそ れは正直あると思 います。
それをどのように是正をし 、あるいはもし起 こった場合にどの ように事後的にで も救済で
きるかというのが１つです。
もう一つは、全体の質の 確保ということで 、オールジャパン で上げてきたこれ までの取
り組みが、都道府県に指定 権限が起きること によって全体的な 質の向上にマイナ スになる
のではないか、あるいはそ ういう状況にあっ ても全体の質の向 上に向けて取り組 めるよう
な仕組みを入れ込んでいくべ きではないかとい う大きな御提言か と思います。
いずれも本質的であり、 我々としてもそこ はきちんと受けと めた上で、具体的 な仕組み
としてはきょう御説明をし 、またこれからも 幾つか、例えば見 える化の話ですと か、サー
ベイヤーの品質の均てん化 、あるいは向上と いうような御提案 ですとか、そもそ も都道府
県レベルで行われるであろ うこれからの業務 運営を、全国とい う意味ではこの臨 床研修部
会を含め、どういう仕掛け で国としてウオッ チをしていくかと いう御提案だと思 いますの
で、今、御提案させていた だいている仕組み は仕組みとして用 意をし、その仕組 みについ
て適正に都道府県現場にお いて運営いただけ るような工夫、取 り組みもしながら 、国の役
割として権限は権限として おろした上で、そ の上でも先ほど清 水先生からの御質 問にお答
えしましたように、最終的 には地方自治法上 のという仕組みも ありますけれども 、その法
的な仕組み以上に、日々の 運営の中において 全体としてきょう 委員の方々から御 指摘いた
だきましたような御懸念や 、あるいは危惧と いうものに対応で きるような仕組み を運用と
して考えながら進めさせてい ただきたいと思い ます。
○桐野部会長

ありがとうご ざいました。

森先生、どうぞ。
○森委員

一言だけですが 、今お話を伺って ちょっと安心をし ておりますが、都 道府県で
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仕事をしている私たちから 見ると絶対にでき ないと思っていま す。
国が 考えているような 、
そんなレベルではないです 。ですから、よほ ど注意してかかっ ていただかないと 問題が露
出してくるということだけ、 一言つけ加えたい と思います。
○桐野部会長

ありがとうご ざいました。

この件についてはまだあ るかもしれません が、
今、
森先生の御 発言にありました ように、
国と都道府県の役割につい ても注意深く準備 を進めていただけ ればありがたいと 思います 。
今後、事務局で整理をして いただいて、必要 な手続を進めてい ただくということ になりま
す。
それで、都道府県の役割 ということになり ますが、初期臨床 研修制度自体はい ずれにせ
よマッチング制度を採用す る以上はどうして も全国区という側 面もありますので 、そうい
う両方の側面を見ながら今後 やっていくことが 必要ではないかと 思います。
それでは、続いて参考資 料３になりますが 、「医師法施行規 則及び医師法第16条の２第
１項に規定する臨床研修に 関する省令の一部 を改正する省令（ 案）」について、 事務局よ
りお願いします。
○加藤医師臨床研修専門官

参考資料３の説明 をさせていただき たいと思います。

先ほど少し触れさせてい ただきましたけれ ども、基本的には 今回の都道府県へ の権限移
譲ということで、上段が改 正後、下段が改正 前となっておりま すが、基本的に厚 生労働大
臣が指定してきたものに関 しましては厚生労 働大臣から都道府 県知事ということ で文言が
変更しております。
５ページ目になりますけ れども、先ほど御 説明させていただ きました第６条に 関しまし
て、今回臨床研修部会での 審議事項となって おりますので、こ の点に関しまして は既に御
議論いただいたものと思って おります。
続きまして７ページにな りますけれども、 都道府県への権限 移譲に伴いまして 、先ほど
の通知などに関してですが 、７ページの第６ 条の２、「指定の 通知」とあります が、「都
道府県知事は、臨床研修病 院の指定をしたと きは、速やかに、 その旨を構成労働 大臣に通
知するものとする。」とい うことで、通知義 務に関しましては 省令において定め ておりま
す。
先ほどの議論と関連する 箇所に関しまして は、９ページにご ざいます。９ペー ジの後段
にございます「定員の通知 」に関しまして第16条、「都道府県 知事は」から始ま る文言で
ございますが、第16条の２に関しまして、「 法第十六条の三第 五項の規定により 厚生労働
大臣に対して通知する内容 は、研修医の定員 のほか、当該定員 の算定方法も含む ものとす
る。」というふうに、これま での議論を踏まえ て追加させていた だいております。
主だった点は、以上になり ます。
最後の17ページに、権限移譲の施行に伴い ます経過措置に関 しましては２に附 則として
定めさせていただいておりま す。
説明は、以上になります、
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○桐野部会長

今、御説明 いただいた内容は 先ほど御議論いた だいたことも一部 含まれて

はおりますが、何か御発言、 質問等がございま したらお願いをい たします。
この件については、先に進 めてよろしいです か。
それでは、「医師法第16条２の第１項に規 定する臨床研修に 関する省令の一部 を改正す
る省令（案）」については、 この形でよろしい ということでござ います。
これで、議題１の「医療 法及び医師法の一 部改正に伴う都道 府県への権限移譲 等につい
て」、これはもっと時間を かけてやればいろ いろあるのであり ましょうけれども 、基本的
な御議論はいただいたという ことでこの審議を 終了させていただ きます。
続いて議題の２、「地域 医療の安定的確保 について」、事務 局から説明をお願 いいたし
ます。
○加藤医師臨床研修専門官

御説明させてい ただきたいと思い ます。資料２の「 地域枠等

限定選考について」になりま す。
こちらは、これまで臨床 研修部会で何度か 御議論いただきま したけれども、ペ ージ番号
１になります
報告書の内容に関しまし ては、４の「地域 医療の安定的確保 について」の「（ ２）地域
枠への対応」の中でお示しさ せていただいてお ります。
主な議論はここにお示し したとおりですけ れども、下か ら３つ目の「 ○」にあります「こ
のような状況を踏まえ、研 修医が臨床研修終 了後に出身地や出 身大学の都道府県 に定着す
ることを促し、地域枠の医 師が診療義務を課 せられた地域で適 切に勤務できるよ う、地域
枠や地元出身者等に対する 臨床研修の選考に ついては 、
地域枠の一定割 合を上限としつつ 、
一般のマッチングとは分けて 実施することとす る」。
今回御議論いただく内容 に関しましては、 この報告書でまと められた内容に関 してにな
りますが、最後の「○」にな ります。
「また、地域枠だけを特 別扱いすると適正 な競争が行われな いなどの意見があ ったこと
から」、太字になりますけ れども、「当該都 道府県において臨 床研修期間中に従 事要件が
課されている者の２割以内 とするとともに」 で、「地域医療を12週以上行うなど 」、太字
になりますが、「当該病院 ごとの当該選考の 募集定員は病院全 体の募集定員の２ 割又は５
名の少ない方以下とする。 」ということで、 この部会内におき まして全体を通じ て２割、
それぞれ都道府県で２割以 内にするというこ と、そして選考に 関しては地域医療 を12週以
上行うことと、また各病院 においては２割、 または５名の少な い方以下とするこ とという
ことで議論をまとめさせてい ただいておりまし た。
これを踏まえまして、今 回施行通知にどう 反映させるかとい うことで御議論い ただきた
いんですけれども、スライ ドの２ページ目に ございます。後ほ ど、臨床研修アン ケートの
結果に関しては全体を少し 御説明させていた だきますけれども 、今回地域枠とい うことで
すので全体と地域枠がそれ ぞれその後どのよ うなキャリアを築 いていくのかとい うことで 、
少し傾向が見えてまいりまし たので、こちらを お示しさせていた だいております。
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特に、この地域枠の大学 病院、大学病院以 外ということで、 ６つバーがござい ます下２
つになりますけれども、大 学病院以外の病院 に関しましては一 番左にございます 内科、そ
して赤、緑、紫の隣にあり ます少し薄い青で 外科、そして一番 右にございます総 合診療と
いうことで、いわゆる総合 的に見られる診療 科ですね。メジャ ーな科と言われて おります
けれども、内科、外科、総 合診療科を選択す る医師が多いとい う傾向は、こうい ったアン
ケートの中でも見えてまいり ました。
こういった現状を踏まえ まして、今回これ までの報告書に合 わせて、先ほどの 医師少数
区域における議論も加味し た上で、ページ番 号３になりますけ れども、省令施行 通知を御
提案させていただきたいと思 っております。
マル４になりますけれど も、今回のその要 件になります。地 域密着型研修病院 の関係の
部分に関しまして、地域密 着型臨床研修病院 に認定するに当た っては、マル４の 「当該病
院の研修体制が充実してい ると認められるこ と」の先ですね。 医師少数区域にお ける地域
医療の研修が12週以上であり、臨床研修後も 総合的な診療の研 修が受けられる体 制である
こと、地域医療の実践につ いて指導できる指 導医が配置されて いること、勤務体 制上、指
導時間を十分に確保できる こと等が満たされ ていることを確認 することとさせて いただき
ました。
マル５に関しましては、 報告書の内容と同 様に、太字になり ますけれども、「 医師臨床
研修マッチング協議会が実 施する医師臨床研 修マッチング前に 行うこと」、いわ ゆるゼロ
次マッチングということでお 示ししております 。
こちらを図示しましたの がページ番号４に なりますけれども 、あくまでも認定 基準に関
しましては都道府県に施行 通知等でお示しさ せていただきます 。赤字が多いこの 四角の中
に例示として今、申し上げ た医師少数区域に おける12週以上の地域医療研修、総 合的な診
療の研修が受けられる体制 であること、地域 医療の実践につい て指導できる指導 医の配置
が認定基準となるということ を今回施行通知で お示しする。
かつ、マッチン グ等、制度 がこれによって不 公平が極力生まれ ないようにという ことで、
全体の各都道府県での２割 以内、そして各病 院におきましては ２割または５名の 少ないほ
うということで、地域枠など 限定選考をこのよ うに規定させてい ただいております 。
また、５ページ目にはそ のスケジュール感 をお示ししており ますけれども、今 回このよ
うな地域枠での特別な選考 を行うことに関し ましては、2022年度の研修開始の臨 床研修医
を対象にしておりまして、 今回、一番上にご ざいますとおり平 成30年度の２月、３月とい
うことで改正省令や施行通 知を発出いたしま すけれども、翌年 はいわゆる準備期 間、2020
年度の10月末までにプログ ラム申請をしてい ただいて、2021年度に関しましては 定員の設
定を４月末までに行います ので、この地域枠 等限定選考に関し ましては５月に募 集採用決
定を短期間で行っていただ き、そして６月に 通常のマッチング が行われるといっ たスケジ
ュール感で予定しております 。
説明は、以上になります。
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○桐野部会長

今、説明が ありました地域枠 学生の限定選考と いうことで、これ について

は何か御質問、御意見ござい ますか。
○金丸委員

そもそも確認 なんですが、地域 枠の先生が卒業し た後の姿としてこ の枠組み

の話だったと思うんですけ れども、以前、意 見の交換があった ように、全国の地 域枠のあ
りようが各都道府県で少し同 じになっていない 姿が今ありますよ ね。
これを、この制度が構築 されてこれが進む 前提としては各県 、地域であって、 地域のと
おりで、もしかしたらそれ が望ましい姿かも しれませんけれど も、その辺の整合 性といい
ますか、地域枠そのものの 整理といいますか 、この辺はどうい うふうに位置づけ られるの
か、あるいは今後それが検討 されていくのかと いうのは、何かあ りますでしょうか 。
○桐野部会長

事務局、ござ いますか。どうぞ 。

○堀岡医師養成等企画調整 室長

恐らく、実 は地域枠という言 葉がちょっと混乱 しており

まして、大学が独自に設定 していただいてい る地域枠と、都道 府県が奨学金をつ けていろ
いろ配置とかを地対協など で御相談する地域 枠というのが 、
結構混乱さ れているんですね 。
それで、ここで言ってい る地域枠というの は都道府県が奨学 金をつけている、 いわゆる
公的な地域枠のことでござ いまして、例えば 旭川医大とか、す ごい人数を地域枠 としてい
るのですが、あれは大学が 独自にやっている ものなので、そう いう公的な都道府 県とひも
づけをした地域枠のことを ここで申し上げて いるので、一応そ の用語としては我 々混乱は
していないつもりでございま す。
○桐野部会長
○清水委員

清水委員、ど うぞ。
もしそういう ことでしたら、お 読みになるのはご 存じのかたばかり ではない

ので今の区別がちゃんとわ かるように文章を 書き加えていただ かないと、「地域 枠等」だ
けではやはり混乱を招くので はないかと思われ ますが、いかがで しょうか。
○桐野部会長

お願いします 。

○堀岡医師養成等企画調整 室長

御指摘あり がとうございます 。わかりやすくさ せていた

だきます。
○桐野部会長

そのほかござ いますか。

神野先生、どうぞ。
○神野委員

ここにある地 域密着型の臨床研 修病院は、先ほど 御説明があった３ ページの

マル４にある条件だけであ って、これ以外に は何物でもないと いうことでよろし いでしょ
うか。例えば 、公私の別とか は入っていません よねということだ け確認したいと思 います。
○桐野部会長

事務局、いか がですか。

○加藤医師臨床研修専門官

一応、厚生労働 省で定めるところ としましてはこう いった条

件になりますので、あとは 都道府県でどのよ うに考えるかとい ったところは、指 定権限は
都道府県に移行しますので 、都道府県の中で 地域密着型病院が どうであるべきと いう議論
はされ得るものと思っており ます。
○桐野部会長

どうもあり がとうございます 。地域枠等限定選 考、地域密着型病 院とはち
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ょっと違いますね。
では、どうぞ。
○國土委員

私が十分理解 していないだけか もしれませんが、 この地域枠という のは先ほ

ど都道府県が支援している 公的なものという ことですが、全体 像としてはどのぐ らいいら
っしゃるのでしょうか。ま た、どういう分布 になっているので しょうか。東京都 などはな
いのかもしれませんが、地域 枠を指定している その県の施設にと いうことですね。
例えば、静岡県から援助 を受けている学生 は、静岡県の施設 に行く場合だけこ れが適用
されるという理解でよろしい のでしょうか。
○桐野部会長

事務局、お願 いします。

○堀岡医師養成等企画調整 室長

４ページに 毎年の推移を載せ てもよかったんで すけれど

も、平成29年度で約800人、１割ぐらいの方が ちゃんと都道府県 との奨学金のひも づけとい
う形の地域枠としていらっし ゃいます。
それで、都道府県ごとに 奨学金をそれぞれ 条例をつくってい て、条件が微妙に 異なるん
ですけれども、例えば静岡 県の奨学金を奨学 資金として貸して いるのに、他県に 行っても
いいという条件にすること は余りないので、 普通は静岡県内の 病院に９年間ぐら い勤める
ことという要件になってい ることが多くて、 その中で例えば我 々はキャリア形成 プログラ
ムというものをつくって、 その９年間、学生 がどういうふうに 移動するのかをあ らかじめ
考えて、その学生に選ばせな さいということを 言っています。
そのキャリア形成プログ ラムの大体多くは 、例えば最初はや はり県立中央病院 とか、大
きな赤十字とか、もしくは 民間のすごく大き な病院、もしくは 大学で３年目とか ４年目は
修業して、ある程度、一人 前になって専門医 をとったりしたら 、こういう医師少 数区域の
診療所とか病院に一定期間 行ってほしいとい うようなプログラ ムになっているの が非常に
多いパターンかと思います。
○桐野部会長
○河野委員

河野先生、ど うぞ。
ちょっと確認 させていただきた いんですが、今の 常に地域枠の人数 の厚労省

から発表している数字があ りますね。その人 数が、今おっしゃ られている定義の 地域枠の
人数ということで理解してよ ろしいでしょうか 。
それで、地域枠 といいましても 、先ほどから 話していたように かなりばらつきが あって、
県からお金が出ていたとし ても選考の方法が 全然違っていたり する。事前に地域 枠で入試
をやる場合と、それから入 試が終わってから 地域枠でやる場合 と、そうしますと 学生側の
インセンティブが全然違うわ けなんです。
ですから、極端な話が奨 学金というような ニュアンスだけで とられてしまうと 、もとも
と地域枠として入ってきた人 と、後から決まっ た人では随分意識 が違う。
でも、今の県からのお金 をもらっていると いうのが一律そう であるという定義 にしてし
まいますと、大分、ある人 にとっては有利に というか、少し甘 くなるような印象 もあるの
ですが。
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○桐野部会長

事務局、どう ぞ。

○堀岡医師養成等企画調整 室長

まさに先生 御指摘の点は、実 は医師需給分科会 で大問題

になったポイントでござい まして、一部の千 葉大とか東北大学 とかで、地域枠と して定員
をふやしておきながら、普 通に今、受験をし て、その後に手挙 げで地域枠に行っ てもいい
人というのを公募する形で やっているので、 何十人もふやした のに地域枠が例え ば３人し
かいないとか、そ ういう状況になっ ているのが医師需 給分科会で大問題 になりましたので 、
今後は別枠に分けてしか地域 枠というのは認め ないということに なっております。
ですから、先生が御懸念 の入試の後に地域 枠に興味のある人 という形で奨学金 の手挙げ
をする方式ということはも う存在しない。今 後は文科省さんも 御協力いただいて 、事前に
必ず別枠で入試をしてやる という方式に変わ りますので、御懸 念の点は今までは ごもっと
もだったのですが、今後は そういうふうにな っておりますので 、モチベーション という意
味でも地域医療に厚い意志 を持った方がきち んと地域医療に入 られるものという 認識して
おります。
○桐野部会長

今のことを確 認したいんですが 、それはいつの入 試からでしょうか 。

○堀岡医師養成等企画調整室 長
○桐野部会長
○森委員

32年の入試か らです。

森先生、どう ぞ。

同じ質問です。

○河野委員

それは、もら った後のデューテ ィーも大分前に調 べたときに都道府 県で違う

んですよね。そういうのも、 今のお話の流れで 、かつ均一化され るんでしょうか。
○堀岡医師養成等企画調整 室長

実はそれに 関してはもう既に 去年、奨学金とい うのは都

道府県に基金を厚労省から 配って、その中か ら奨学金の資金と していることが多 いんです
けれども、その基金の使い 方というものを厚 労省のほうが通知 しておりまして、 例えば大
体６年貸したらその1.5倍、つまり９年の義 務をかけることで すとか、一 定の休止 、例えば
出産とか、育児とか、海外 留学とか、そうい うときには休止で きることとか、そ ういった
大まかな条件というものを 厚労省のほうで定 めましたので、そ れも今は大体都道 府県のほ
うでそろえられていると思っ ています。
また、その９年間の過ご し方も、キャリア 形成プログラムの つくり方が結構各 都道府県
でばらばらでございます。 非常に具体的にい うと、例えば専門 医というのは多く の方が取
りたいものだと思うんです けれども、その専 門医のプログラム 等を余り配慮して なくて、
例えば３年目、４年目です ぐに医師少数区域 にいくようなプロ グラムとか、そう いうもの
が散見されましたので、そ ういったキャリア に配慮したような プログラムをつく るという
ようなことも別途通知して おりまして、今は 地域枠の先生方も ある程度、御理解 いただけ
るようなプログラムが各都道 府県でできつつあ ると考えておりま す。
○桐野部会長
○河野委員

河野先生、ど うぞ。
そうすると、 結論といたしまし ては、この地域枠 という集団は前に いろいろ

議論していたときと比べる と一定の均一な集 団で、それに対し てのこの制度とい うふうに
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理解してよろしいということ でしょうか。
○堀岡医師養成等企画調整室 長
○桐野部会長
○岡村委員

そう考えてお ります。

岡村委員、ど うぞ。
その９年間の 従事条件なんです が、実際に地域枠 で卒業して５年以 上たって

いる人たちがたくさん出て きていると思いま す。それで、その 地域枠でいながら も、初期
研修の段階でドロップアウ トする人、それか ら２年間終わって からかわる人、そ れから５
年ぐらいたってからかわる 人、いろいろいる と思うんですが、 その地域枠の人た ちが９年
までの間で、例えば５年目 以降ぐらいでどの ような診療科を選 択してとか、そう いう資料
はあるんですか。
○加藤医師臨床研修専門官

まさしく次の臨 床研修アンケート でその結果を、今 のところ

専門研修に何を選ぶのか、 アンケートを行っ た時点で希望して いるものに関して はアンケ
ートを収集できておりますの で、後ほど御説明 させていただきた いと思います。
○桐野部会長
○新井委員

新井先生、そ れから羽鳥先生ど うぞ。
前の議論にも ありましたが、こ の制度は結局地域 枠の学生が卒業し て、本来

の地域枠の理念にのっとっ た形で運用される ことを目標として 行われている訳で す。ただ 、
実際に確信犯的にその地域 枠から足抜けをす るという医学部卒 業生が出てきて、 それをま
た臨床研修病院のほうも受 け入れてしまうと いう問題がある。 確かこの会でも議 論になっ
たと思います。
研修を希望する医学部卒 業生が地域枠の学 生かどうか研修病 院にしっかりと知 らせてい
ただくなどされていますが 、いわゆる足抜け を許さない体制整 備も必要だと思い ます。よ
ろしくお願いします。
○桐野部会長
○羽鳥委員

それでは、羽 鳥委員どうぞ。
平成32年の入試から地域枠をき っちり分けるとい うことで、それは すばらし

いことだと思うんですけれ ども、きのうも医 師需給分科会で言 ったんですが、幾 つかの大
学を訪れてお聞きすると、 地域枠を希望する 人が非常に少ない 。それで、もしか したら一
般枠の人と地域枠と物すご い点数の開きが出 てしまう可能性も ありますよね 。
その場合は 、
どういうふうに教育をしてい くか、どうお考え なのでしょうか。
○荒木文部科学省企画官

文科省でございま す。今、御指摘の ように各大学でど ういうふ

うに地域枠を育てるかとい うことで、地域に 密着して今後仕事 をしていただくた めに、特
別に定員を認められている ものでございます ので、それをしっ かりと貴重に扱う というの
は各大学もその意識でやって いると思います。
その質の担保ということ で多分、地域医療 の魅力ということ については、地域 枠の学生
だけではなくてそれ以外の 学生さんも含めて しっかり、大学も 当然臨床の高度な 技術だけ
ではなくて地域医療への貢 献というのも考え て、医学のコアカ リキュラムはそう いうふう
にうたっております。
それを踏まえた形で、各 大学がカリキュラ ムを組んで今やっ ているところでご ざいます
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ので、そこは大学 の責任としてしっ かりと教育を担う 一つの大きな機関 でございますので 、
質を底上げしていくというこ とに尽きると思い ます。
ですので、成績が悪いか ら落ちこぼれとい う話ではなくて、 そこは入っていた だいてし
っかりと質を上げていくこと しかないのかなと 思っております。
○桐野部会長
○新井委員

新井先生、ど うぞ。
今のお話に関 連するんですけれ ども、地域枠の学 生が一般入試に比 べてその

成績が少し入学試験の時に 低いということは もしかしたらあり 得るかもしれませ ん。ただ
国家試験に受かるとか、卒 業していい医者に なるというのは、 学生の医師になろ う、地域
医療に貢献したいというモ チベーションが極 めて重要だと思い ます。地域枠を真 剣に考え
ている学生は、やはりそれ なりにちゃんと成 長してくれるとい う印象を持ってい ます。ど
こでそのボトムラインを引 くかというのはあ るんでしょうけれ ども、その辺は大 学がしっ
かりその人物を判断して入学 させるということ に尽きるのではな いかと思います。
○桐野部会長
○國土委員

國土先生、ど うぞ。
スライド５の スケジュールを拝 見しますと、この 特別枠の方は５月 にはもう

行く先が決まるという理解で よろしいのでしょ うか。
○加藤医師臨床研修専門官
○國土委員

御指摘のとおりで す。

最終学年の５ 月というのは、か なり早いなという のをちょっと感じ るわけで

すけれども、その後に例え ば御本人の気持ち が変わった場合は 、通常のマッチン グへの応
募は認めないのでしょうか。
○加藤医師臨床研修専門官

その直後にマッ チングの登録の時 期がきますので、 そのマッ

チングの登録期間が終わっ てしまいますと、 もうマッチングに 参加できないこと になるか
と思います。
○國土委員

でも、できます ね。そうすると、 できるということ ですか。

○加藤医師臨床研修専門官

その細かい運用 に関しては、まだ 十分な議論はでき ていない

のですけれども。
○國土委員

ちょっと決定 時期が早いという のが気になりまし た。その後の勉学 意欲にプ

ラスになるのか、マイナス になるのかよくわ かりませんけれど も、そのような応 募者の質
の問題も含めて注視する必 要があると思いま す。国試の合格率 などは、この制度 を始める
のであればモニターしていた だきたいと思いま す。
○加藤医師臨床研修専門官
○桐野部会長

承知しました。あ りがとうございま す。

いかがです か。地域枠の方々 の国家試験の合格 率のデータという のは、具

体的なものはございましたか 。何か悪くないと いうデータが。
○堀岡医師養成等企画調整 室長

AJMCさんのほうで今、経年的 に調査をしていた だいてお

りまして、少なくとも現時 点までのところで は、むしろ地域枠 の学生のほうが国 家試験の
合格率がということですけ れども、国家試験 の合格率が本当に いい質を担保して いるかど
うかというのはまた別の問 題ですが、少なく ともそこは地域枠 のほうがわずかな がら今の
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ところ高いという結果になっ ております。
○桐野部会長

ほかにござい ますか。

相原先生、どうぞ。
○相原委員

運用の細かい ことはこれから決 められると思うの ですけれども、併 願という

ことが気にかかります。実 は、大学病院で研 修したいのだけれ ども、受かるかど うかわか
らないから、Ｂ病院にも応 募しておいて、大 学病院に通ったら 大学病院にいこう という選
択は結構あると思うんです。 そういうことを認 めるつもりなので しょうか。
○加藤医師臨床研修専門官

事務局ですけれ ども、これまでそ ういった議論はま だなされ

ていないですが、この制度 を設置した趣旨か ら考えますと、や はりそういった併 願などは
認めるべきではないというふ うには思います。
○桐野部会長

いかがです か。この地域枠の 限定選考は、２割 または５名以下の 少ないほ

うというふうに限定的に考 えるということだ ったと思いますけ れども、こういう やり方で
実施していくということにつ いてはよろしゅう ございますでしょ うか。よろしいで すか。
それでは、資料の２につ きましてはこの方 向性でよいという ことで御了承いた だいたと
いうふうに思います。
金丸先生、どうぞ。
○金丸委員

私が知らない だけかもしれませ んが、こ の決定で中身の入 り口のところとか 、

卒業後のことはかなり精緻 されていく部分が あるんですが、そ もそもこの地域枠 の制度は
いつまで続く見通しがある んでしょうか。予 定があるのでしょ うか。これは、ど こかで何
かあるんですか。
○桐野部会長

それは、医師 の需給に関する検 討会でやっている と思います。

○堀岡医師養成等企画調整 室長

官僚的なお 答えになりますけ れども、平成34年に今ある

地域枠というのは全て一度 期限がなくなって 、根本的に考え直 すというスキーム が入って
おります。
それで、今、極端なこと をいうと、東京都 の地域枠でも、ど の都道府県でも、 大学と合
意していけば地域枠という のは認められるス キームになってい るんですけれども 、それに
ついて医師少数県と医師多 数県という概念を 医師需給分科会の ほうでつくってお りますの
で、医師少数県に優先して 地域枠というもの の臨時定員を配分 するべきではない かといっ
た議論がまさにきのうもな されたところでご ざいまして、34年以降の地域枠の仕 組みにつ
いては、32年ぐらいまでにそ の方針も含めて議 論されるという方 向性でございます 。
○桐野部会長

よろしいでし ょうか。そのほか 、よろしいですか 。

それでは、次に進めさせ ていただきます。 細部につきまして は、今後事務局で 整理をし
ていただいて必要な手続を進 めるということで お願いをいたした いと思います。
では、議題３「その他」に つきまして、事務 局から御説明いた だきますでしょう か。
○加藤医師臨床研修専門官

それでは、「そ の他」に関しまし ては、お手元の参 考資料６

－１と６－２に平成30年臨床研修終了者のア ンケート、指導医 のアンケート、プ ログラム
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責任者に対するアンケート の結果概要をお示 ししておりますの で、こちらの資料 は膨大に
なりますけれども、現在御 議論いただきまし た地域枠と、今後 、平成32年から研修制度の
見直しを行いますので、そ の見直しに関連す るところを主に御 説明させていただ きたいと
思います。
それでは、６－１から入ら せていただきます 。
今回、臨床研修アンケー トは、修了者に関 しましては回収率81％ということに なってお
ります。こちらは、例年とほ ぼ同様でございま す。
スライドは、主だったと ころだけポイント でお示ししますけ れども、７ページ になりま
す。現在、地域枠の学生の 状況に関しては都 道府県によってま ちまちだというこ とで今、
御議論いただきましたけれ ども、７ページは 臨床研修地別の地 域枠入学者の割合 というこ
とでお示ししております。 ごらんいただきま したとおり、青が 地域枠入学になり ますが、
例えば青森県や高知県に関 しまして、青森県 も69％と７割近いですし、高知県も47％と半
数に近い割合で地域枠の医 師が臨床研修をそ の当該都道府県で 行っているという ことにな
りますので、こういった状 況の変化も今後勘 案しなければいけ ないことになるか と思いま
す。
少し足早に御説明させて いただきますけれ ども、９ページで すね。臨床研修の かなめと
してやはりマッチング制度 がございますけれ ども、こちらは下 に６つバーがあり ますが、
下の３つバーの真ん中にご ざいます地域枠入 学に関しましては 、マッチングによ り採用が
90％とございますので、残 り１割がどのよう に採用されている のか。これは、も ちろんゼ
ロ次マッチング導入前です ので、こういった ところに関しては 注視しないといけ ないかな
と思っております。
次回以降の臨床研修アン ケートに関しまし ては、アンマッチ だったのか、それ とも別の
理由なのかということも詳し く見ていきたいと 思っております。
続きまして、13ページ目のスライドになり ます。その後、臨 床研修地、これも 専門研修
の議論にもなりますが、６ つの円グラフがご ざいますが、右下 、このグラフはそ れぞれの
出身地、臨床研修地、希望 勤務地というのは 専門研修を受ける ところと大まかに 読みかえ
られると思うんですけれど も、それぞれが一 致しているかどう かということを見 ておりま
す。
右下にございますところ は、臨床研修地と 希望勤務地、専門 研修を行うところ が一致し
ているかどうかですが、12.8％はそこから移動しているという ことになりますの で、こう
いったところも今後検討し て、地域密着型病 院も連続した研修 が行えるようにと いうよう
な観点からは、こういったデ ータも見ていく必 要があるかと思っ ております。
続きまして、17ページ以降は臨床研修前後 で希望の診療科の 変化をまとめてお りますけ
れども、傾向は大きく変わ らないものの、22ページになります 。各診療科別で、 研修前と
後でそれぞれどれぐらいの 希望する医師がい たのかということ で、青で囲ってあ るのが臨
床研修開始前にその診療科 を希望していた人 数、そして赤枠の ほうが臨床研修後 になりま
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すけれども、これまでの傾 向と同じように、 やはり内科に関し ましては臨床研修 後に少し
希望者が減るといった傾向は 続いております。
それに比べまして、25ページになりますけ れども、産婦人科 に関しましても研 修前と後
で減ってはいるものの 、
前年度比で 比べますと1.0ポイントということで割合的に はふえて
いる。これは、地域枠医師 の中で産婦人科選 考の特別枠などが あること等も影響 している
可能性があるかと思われます 。
そうした各診療科における 臨床研修前後の希 望者数を、こちら でお示ししており ます。
また、少し飛びますけれ ども、35ページ目以降は各臨床研修 病院を選んだ理由 を並べて
おります。全体の理由に関 しましては、多く の症例が経験でき ることや、プログ ラムが充
実していること等が高い割 合を示しておりま すが、当然ではご ざいますけれども 、37ペー
ジにございますとおり、地 域枠入学者に関し ては出身大学であ ること、あるいは 出身地で
あること等が挙がってきてお ります。
また、39ページになりますけれども、こち らは臨床研修後に 入局するかどうか というこ
ともアンケートでとってお りますが、全体に 比べますと地域枠 の学生は比較的入 局する方
が多いというような結果にな っております。
また、大学病院と大学病 院以外の病院で傾 向はもちろん違い ますけれども、大 学病院で
研修した方の85％は入局する ということになっ ております。
赤字は、卒業した大学以 外の医局というこ とで、これに関し ては同一県なのか 、他の県
なのかということはこのデ ータからではわか らないものの、こ ういった形で全体 の傾向と
しては入居する方が地域枠の 中では多いという ことが結果から見 えてまいりました 。
43ページになります。先 ほど少し医師の中 でもお示ししまし たが、地域枠入学 者の中で
どういったその後の専門研 修を行う傾向があ るかということを お示ししておりま す。全体
の傾向は、大きくは前のペ ージと見比べてい ただきたいんです けれども、少し薄 い青が外
科になりますので、１％ぐ らい外科がふえて いるのと、産婦人 科がやはり少し多 いという
全体的な傾向はございます が、大学病院と大 学病院以外の病院 においては、先ほ ど申し上
げましたとおり主要な診療 科を選ぶ方が多い ということで、大 まかな傾向が見え てまいり
ました。
続きまして、48ページ目以降が「診療能力 等についての指導 の有無と自己評価 」という
ことで、今回は診療能力等 の指導の自己評価 が「１」または「 ２」ということで 低かった
方を、各項目を相対的に比べ られるように並べ ております。
49ページになりますけれ ども、こちらはい ろいろな能力の指 導があったかどう かが青に
なりまして、赤がその本人 の自己評価になり ますけれども、一 番多いのは「科学 的探究」
ということですが、下から ４番目にございま す「一般外来にお ける診療能力等」 も指導の
有無と自己評価、相対的に やはり悪いという 結果になっており ますので、こちら に関しま
しては次回の臨床研修制度 の見直しに関して 一般外来は必修項 目になっておりま すので、
十分に指導していただける ように、現在取り 組んでおりますけ れども、指導ガイ ドライン
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等でしっかりと入れ込んでい くべき事項と考え ております。
また、一番下にございま す「地域医療にお ける診療能力」な どに関しましても 、自己評
価は相対的にやや低くなっ ておりますので、 こういったところ に対してどう対応 するかに
関しましても、指導ガイドラ インの中でも議論 していきたいと思 っております。
また、社会的側 面に関しましても 、一部 、AMRや費用対効果等を研修すべきこと となって
おりましたが、具体的な研 修の仕方等が示さ れておりませんで したので、こちら も同様に
指導ガイドライン等で含めて いくこととしてお ります。
修了者アンケートに関し ましては以上にな りまして、次に資 料６－２に移らせ ていただ
きたいと思います。
こちらは指導医のアンケ ートになりまして 、前半部分は各項 目が指導できたか どうかが
主だったところでございま すので少しはしょ らせていただきま すけれども、こち らは回収
率が２ページ目にございま すが、62.7％とやや低い状況でござ いますので、今後 、より回
収率を上げられるように事務 局としても努めて まいりたいと思い ます。
少し最初のほうは飛ばさ せていただきまし て、43ページをごらんください。先 ほど臨床
研修の修了者に対して行っ たものと同様の項 目で、指導ができ たか、できなかっ たのかと
いうことをアンケートで聞 いておりますが、 こちらに並べたも のが「１」「２」 、余り指
導ができなかったものに関し て列挙させていた だいております。
一番上にございますのが 、「地域医療にお ける診療能力」に 関して、指導でき なかった
とございますが、やはり臨 床研修の主要な項 目でございまして 、「初期救急にお ける診療
能力」に関しましても比較 的高い数字で余り 指導できなかった というような回答 もござい
ますので、こういったところ は今後議論すべき 課題かなと思って おります。
また、大学病院の上から ３つ目、そして臨 床研修病院におき ましても上から４ つ目の「一
般外来における診療能力」 に関しても、指導 できなかったと回 答される指導医の 方が比較
的多かったですので、こう いったところも先 ほど申し上げまし たとおり、指導ガ イドライ
ンのほうで適切な指導が行っ てもらえるように 盛り込んでいきた いと思っておりま す。
続きまして、資料６－３ のプログラム責任 者アンケートにな りますが、こちら は比較的
回収率が高くて86.3％の回収 率になっておりま す。
スライドの４ページ目に なりますけれども 、こちらはこれま でも議論していた だきまし
たとおり、第三者評価はや はり重要じゃない かということでこ れまでも御議論い ただきま
して、これからは強く推奨 ということで第三 者評価を定めさせ ていただいており ますけれ
ども、現状、「受けて結果 を公表している」 と「受けたが結果 は公表していない 」、青と
赤を足し合わせても40％未満ということです ので、こういった 都道府県権限移譲 もござい
ましたので、第三者評価を 強く推奨して、多 くの目でそういっ た臨床研修病院が 評価され
るようにこれからも努めてい きたいと思ってお ります。
また、５ページ目にござ いますが、昨今の 働き方改革に関し まして、臨床研修 医ももち
ろん労働者でございますの で、プログラム責 任者に関しまして は、こういった労 働基準法
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に関して十分熟知している 必要があるんじゃ ないかという観点 からこういった項 目を設け
ておりますけれども、
「自 院の36協定の内容」を把握している方 は50％未満ということで、
臨床研修医の責任を持たれ るプログラム責任 者に関しましても 、十分にそういっ た内容を
把握されていない可能性が あるということと 、
「断続 的業務に該当する 宿日直の許可基準 」
に関しましても、それを熟 知されている方は36％、あるいは32％ということで低 い数字が
出ておりますので、こうい った項目に関しま しては引き続きア ンケート調査でど のような
変化が見られるのか、働き方 改革を行う中でフ ォローしていきた いと思っておりま す。
説明は、以上になります。
○桐野部会長

６－４は、御 説明はないんです か。

○加藤医師臨床研修専門官

最後のスライド は毎年のものでは ございますけれど も、それ

ぞれの医学部卒業生がどの ような動向であっ たのか。臨床研修 １年目と、そして 将来希望
している都道府県はどこに なるのかというこ とを都道府県ごと でお示ししており ますけれ
ども、こちらは御参考にいた だければと思いま す。
○桐野部会長

それでは、 今、御説明いただ いた資料について 何か質問があれば お願いを

いたします。
○金丸委員

最初の参考資 料６－１の43のスライド、「専門研 修を行う分野（地 域枠入学

者）」ですが、この意味と いうところで一つ の見方の確認なん ですが、そもそも 地域枠、
いわゆる奨学金を伴った部 分を含めてなので すが、それぞれの 県で義務の中の領 域を照ら
しながら、そこでこういう 専門研修を受ける という一つ選択肢 という姿とも読み 取れるの
か。つまり、それぞれの県 のそれぞれのレー ルに沿った選択肢 の姿もあらわして いると見
ることもできるのかなと思 ったのですが、い かがでしょうか。 もちろん、本人の 選択肢と
いうことではあるのですが。
○桐野部会長

これはいかが ですか。

○加藤医師臨床研修専門官

たしか産婦人科 、小児科に関しま しては診療科を特 定した地

域枠というものはございま すので、その分、 幾らか産婦人科が 多いというのはそ ういった
ところを反映しているかと 思いますけれども 、現在、専門研修 に関しましては主 要な８診
療科に関しては各都道府県 で２つ以上の専門 研修プログラムを 設けるということ で、臨床
研修医にとっては選択肢を それぞれ持ってい るということでは ございますので、 各都道府
県において、あなたはこの 診療科になりなさ いということが明 確に規定されてい るのは小
児科、産婦人科以外では余り 我々のところでは 把握しておりませ ん。
○桐野部会長
○金丸委員

どうぞ、金丸 先生。
明確にはもち ろん示していると ころは恐らくない と思うんですが、 ただ、地

域枠の特別枠の先生だとは 思うのですが、義 務の中の診療の勤 務地という視野を 照らした
ときに、おのずとそこに行 くにあっては、こ の領域がもしかし たら期待されてい るのでは
ないかということも含めた 選択肢の背景とい いますか、今おっ しゃった小児科と 産婦人科
はまさにそうなんですが、 それがあらわれて 、ある意味でこれ はそのとおりにな ってきて
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いる、好ましい姿として読 み取れる部分はな いのかなと思った ところなのですが 、いかが
でしょうか。
○桐野部会長

事務局どうぞ 。

○堀岡医師養成等企画調整 室長

それは非常 に評価が難しくて 、鶏、卵があるの で、要は

もともと外科医になりたい とか、産婦人科医 になりたいという 人がその地域枠を 志してい
るのかもしれませんので、 なかなか評価が難 しいんですけれど も、制度的なこと は今、加
藤が申し上げたとおり 、
一部に産婦 人科、
小児 科限定プログラム というのがありま すので、
そういうのでふえていると いうのと、あとは そもそも総合診と か、そういうもの に憧れて
医学部に入っている方が多 いのかもしれませ ん。ちょっとそこ は事務局では分析 し切れな
い部分ではございます。
○桐野部会長

確かに、こ れは診療科によっ てかなりの違いが ありますね。その ほか、ご

ざいましたらどうぞ。
神野先生、どうぞ。
○神野委員

幾つか質問で すけれども、まさ に今の話の43ページのところで堀岡 室長もお

っしゃったけれども、総合 診療の話が結構一 番下のところでふ えているという話 なんです
けれども、同じ資料の中で 前後の比較のもの がありますよね。 内科で研修前後と いうもの
ですが、これで総診というの はデータがあるの か、ないのか。是 非教えていただき たい。
それから、同じ地域枠絡 みの話ですけれど も、最後の資料６ －４で大学ごとに 卒業生の
動向がありますけれども、 地域枠が今ふえて いるという中で、 これはこの年の動 向だと思
うのですが、過去と比較し たデータは、特に 大きな違いが出て きたのかどうかと いうのを
わかれば教えていただきたい というのが２つ目 です。
それからもう一点だけ、 これは質問じゃな いんですけれども 、32年から臨床研修のプロ
グラムの見直しが入ります ね。その中で、外 来研修が必須化さ れるということで 、それが
恐らくこれからのこの外来 研修をやっていな いという人たちに 大分影響しますよ ね。これ
は、確認だけであります。以 上であります。
○桐野部会長

質問を２つ、 よろしくお願いし ます。

○加藤医師臨床研修専門官

まず、１つ目の 総合診療を希望す る医師が前後を確 認できる

かということに関しまして は今、事務局で確 認しておりますが 、可能であればぜ ひデータ
として出させていただきたい と思っております 。
６－４に関しましては、 比較的都道府県に とどまる人数が相 対的にやや少なか ったとい
う県は幾つかございますけ れども、全体的な 傾向として昨年と 比べて、我々事務 局の目で
見たところ、大きな傾向に変 化はなかったとこ ろでございます。
ただ、ごらんいただけれ ばわかりますが、 東京都に何％行け るのかといったと ころは出
しておりますので、これは 前回少し専門研修 部会のほうにも出 させていただきま したけれ
ども、東京都に行っている 人の割合というの は昨年に比べると 全体的には多い。10％ぐら
い多くなっているというこ とは、前回こちら を算出したときに 出てきたデータで はござい
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ます。
○神野委員

東京に行って いるのが 、ふえている 。東京に集中し ているということ ですね。

○加藤医師臨床研修専門官

はい。

あとは、総合診療科は前 後で比較できると いうことですので 、またお示しした いと思い
ます。
○桐野部会長
○新井委員

新井先生、ど うぞ。
大変興味のあ るデータだと思い ます。資料６－１ で國土先生がいら っしゃる

ので私が言うのもなんです が、外科は臨床研 修前728で研修修了後587というデータ、これ
はさもありなんとも思いま すが、やはり問題 だと思います。私 は脳外科で脳外科 学会の新
しい入局者をずっと経年的 に見ると 、
初期研修制度が 導入される前は300人を超えていたの
ですが、それ以降は240～250人ということで100人ぐらい減ってい ます。医学部の 定員がそ
の間増えていることを考える と、率としてはか なり減っていると 思います。
もちろん、それは我々の 努力不足もあるの かもしれないけれ ども、ちょっと大 げさに言
えばこの研修制度が日本の 医療供給体制にか なり大きな影響を 及ぼしているとい うことも
言えます。そういう視点で 少しデータを解析 して、そこに何か 問題点があるので あればそ
れを少し是正することも考 えていただかない と、このままだと 言うまでもなく外 科医がど
んどん減ってどうなるんだ という話になって くると思います。 その辺よろしく御 検討いた
だければと思います。
○桐野部会長
○國土委員

國土先生、ど うぞ。
新井先生、コ メントありがとう ございます。私も、それは感じており ました。

それにちょっと関連する と思うんですけれ ども、男女比です ね。男女を区別し たデータ
というのは20～21の２つの表だけですので、 グラフ化したりし てもう少しわかり やすい解
析をされたら、対策を考える のにも参考になる のではないかと思 いました。
○桐野部会長

事務局、お願 いします。

○堀岡医師養成等企画調整 室長

例えば、研 修後、他科へ移行 した人数で麻酔科 とかは非

常に多いので、ひょっとし たら女性が多いの かもしれないとか 、そういうことは 確かに示
唆されるので、今いただいた ような御指摘を踏 まえてやってみよ うかと思います。
外科に関しては、以前は 非常にざっくばら んにいえば、余り 外科の状況を知ら なくて入
ったりする方も多かったか もしれない部分が ありますけれども 、本来、外科を経 験してお
もしろい、これは非常にや りがいがあること だと思って入る人 も一定人数、必ず いるはず
ですので、そういった外科 学会の先生方から の御議論なども踏 まえて、去年、必 修化とい
うような方向でいきました ので、必修化して ぜひ外科の先生方 は外科のアピール をしてい
ただいて、少しでもそういう ふうなことに寄与 すればと思います 。
○國土委員

もう一つ気が ついたのは 、地域枠のほう で大学病院とそれ 以外で比べてみて 、

外科の比率が随分違うなと いうのがちょっと 目立ったんですけ れども、それにつ いても何
か理由があったら後で調べて いただければと思 います。
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要するに、大学病院で研 修した地域枠の人 は、外科志望者が すごく少ないんで す。それ
もちょっと目立ったので、何 か分析できればお 願いします。
○岡村委員

内科、外科、 小児科ですね。そ の３つが大学病院 では低くて、大学 病院は皮

膚科とか精神科とか、そうい った科が多いです ね。
○桐野部会長

診療科ごと の数の制御という のは日本はやって いませんので、な るように

しかならないというところ があって、これは 本当はまずいんじ ゃないかとは思い ますけれ
ども、現状ではそういうこと です。何か御意見 があればどうぞ。
岡村先生、どうぞ。
○岡村委員

このアンケー トの回収率が80％ということで、一 見いいのかなとい う気はす

るんですが、実際、無 回答という人も150人ぐらいいて、実際には もっと下がります ね。そ
れと、最初の地域枠入学者 の割合についてと か、キャリアパス の関係とか、要す るに資料
の16まではほとんど別にア ンケートじゃなく ても厚労省が把握 している数字じゃ ないんで
すか。出身地とか、地域枠の 人数とか。
○加藤医師臨床研修専門官

出身地と医学部 というのは、デー タとして我々は持 っており

ます。統計として、その情報 を得る手段は今の ところないかと思 います。
○岡村委員

医籍登録とか、 保険医登録とかす るでしょう。

○加藤医師臨床研修専門官

本籍地はござい ますけれども、生 まれ育った出身地 がどうか

ということは今のところ聞い ていないかと思い ます。
○岡村委員

そうなんですか 。

○堀岡医師養成等企画調整 室長

三師調査の ほうで、大学とか 出身地というのは 実は次か

らとるようにしていますの で、そういう意味 では把握できるん ですけれども、こ こでは臨
床研修のそもそも希望がど うだったのか。そ ういうものとのク ロス集計が非常に 重要なの
で、そこの部分も一緒に調 査票の中でとると いうのもある程度 重要で、そこの部 分は大し
た手間ではないと思うので。
○岡村委員

資料の17以降に関しては、希望 とかはわからない ですから仕方ない ですが、

そういう属性とかは簡単に把 握していなければ いけないんじゃな いかと思うんです 。
○堀岡医師養成等企画調整 室長

ひもづけで 分析しないのであ れば、少なくとも 三師調査

が返ってきた後は、三師調 査の回収率のほう が高いので、ひも づけのクロス集計 をしなけ
れば、そういう意味では出身 地と地域枠との関 係とか、そういう ものはできます。
○桐野部会長
○羽鳥委員

羽鳥委員、ど うぞ。
データベース をしっかりつくろ うというのが、コ ンセンサスですよ ね。です

から、ぜひここはしっかり やって、経過を追 っていくというこ とをやっていきま しょうと
いうことですよね。
○桐野部会長

何かコメント ございますか。よ ろしいですか。

こういうものは、きちん とした正確なデー タがあるか、ない かが本当に全体を 左右しま
すので、ぜひよろしくお願い したいと思います 。
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そのほか、もしよろしけれ ば、今後の進め方 について事務局か らお願いします。
○加藤医師臨床研修専門官

本日いただきま した御意見につき ましては、事務局 で整理さ

せていただいた上で進め方を 検討していきます 。
次回以降の日程に関しまし ては調整の上、改 めて御連絡させて いただきます。
○桐野部会長

ありがとうご ざいました。

なお、河野委員におかれ ましては、任期満 了に伴いまして本 日の部会が最後の 御出席と
いうことになります。
一言、御挨拶をお願いでき ればありがたいと 思います。
○河野委員

河野でござい ますが、大変長い こと御指導いただ きましてまことに ありがと

うございます。
10年ですが、10年前というとまだ私は千葉 大学にいたころで ございまして、医 師の研修
などにもかなり直接的に大 学として携わって まいっていたとき でございます。振 り返って
みましてもいろいろな課題 がございましたが 、きょうも非常に 盛り上がった議論 がござい
ましたが、権限の都道府県 への移譲という今 までにない非常に 大きな変化がござ いますの
で、これもまた今までにな い課題がいろいろ 出てくるのかなと 思いますので、何 とぞよろ
しくお願いいたします。期待 をしております。
ただ、振り返ってみます と、大した意見も 言わなくて恥ずか しいなという思い は強いん
ですけれども、長年にわた る御指導に感謝申 し上げましてお礼 とさせていただき ます。ど
うもありがとうございました 。
○桐野部会長

河野先生、ま ことにありがとう ございました。

それでは、長時間にわた り御審議をいただ きまして、どうも ありがとうござい ました。
本日の臨床研修部会はこれで 終了させていただ きます。
どうもありがとうございま した。

34

