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医療提供体制の確 保

第一章～第四章
第五 章

医療従 事者の確保等に関する 施策等（第三十条の十 九―第三十条の二 十七）

（略）

第四節
公的医療機 関（第三十一条―第三 十八条）

第一節～ 第三節
第 五節
（略）

この法律は、医療を 受ける者による医 療に関する適切な選択 を支援するために必要 な事項、医療の安全 を確保するために必要 な

第六章～第 九章
附則
第一条

事項、病院 、診療所及び助産所の 開設及び管理に関 し必要な事項並びにこ れらの施設の整備並び に医療提供施設相 互間の機能の分担及

び業務の連携を 推進するために必要な事 項を定めること 等により、医療を受ける 者の利益の保護及び良 質かつ適切な医療 を効率的に提
供 する体制の確保を図 り、もつて国民の健康 の保持に寄与する ことを目的とする。

医療は、生命の尊重と 個人の尊厳の保持を旨 とし、医師、歯科 医師、薬剤師、看護師 その他の医療の担い手 と医療を受ける

医療は、 国民自らの健康の 保持増進のための努力 を基礎として、医療を 受ける者の意向を 十分に尊重し、病院、 診療所、介護老人保

防の ための措置及びリハ ビリテーションを含 む良質かつ適切なもの でなければならな い。

者との信頼関係に基 づき、及び医療を受 ける者の心身の状況に 応じて行われると ともに、その内容は、 単に治療のみならず、 疾病の予

第一条の二

２

健施設、介護医 療院、調剤を実施す る薬局その他の医療 を提供する施設（以下「 医療提供施設」 という。）、医療を受け る者の居宅等

（居宅その他厚生労働 省令で定める場所を いう。以下同じ。） において、医療提供施 設の機能に応じ効 率的に、かつ、福祉サ ービスそ

国及 び地方公共団体は、前条 に規定する理念 に基づき、国民に対し良 質かつ適切な医療を効 率的に提供する体 制が確保され

の他 の関連するサービスと の有機的な連携を図 りつつ提供されなけ ればならない。
第一条の三

るよ う努めなければな らない。
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第一条の四

（略）

（略）

医療提供施設の開設 者及び管理者は、医療 技術の普及及び医 療の効率的な提供に資 するため、当該医 療提供施設の建物又は 設備を、

２～４
５

当該 医療提供施設に勤務し ない医師、歯科医師、薬 剤師、看護師そ の他の医療の担い手の診 療、研究又は研修 のために利用させるよ う
配慮しなけ ればならない。

この法律に おいて、「病院」とは 、医師又は歯科医師が 、公衆又は特定多 数人のため医業又は歯科 医業を行う場所 であつて

この法律において、 「診療所」とは、 医師又は歯科医師が、 公衆又は特定多数人の ため医業又は歯科 医業を行う場所であつ て、患者

便宜を与えるこ とを主たる目的と して組織され、かつ、 運営されるものでなけれ ばならない。

、二十人以 上の患者を入院 させるための施設を有す るものをいう。病院は 、傷病者が、科学 的でかつ適正な診療を 受けることができ る

第一条 の五

２

を入 院させるための施設を 有しないもの又は 十九人以下の患者を入 院させるための施設を有 するものをいう。

この 法律において、「介護老 人保健施設」と は、介護保険法（平成九 年法律第百二十三号 ）の規定による介護 老人保健施設

疾病の治療 （助産を含む。）をな す場所であつて、病院 又は診療所でない ものは、これに病院、 病院分院、産院、療 養所、診療

この 法律において、「介 護医療院」とは、介護保 険法の規定によ る介護医療院をいう。

を いう。

第一条の六
２
第三条

診療所は 、これに病院、病 院分院、産院その他病 院に紛らわしい名称を 附けてはならない 。

所、 診察所、医院その他 病院又は診療所に紛 らわしい名称を附けて はならない。
２

助産所でない ものは、これに助 産所その他助産師がそ の業務を行う場所に紛ら わしい名称を付 けてはならない。

国、都道府県、市町 村、第四十二条の 二第一項に規定する社 会医療法人その他厚生労 働大臣の定める者 の開設する病院であつ て

３
第四条

、地域にお ける医療の確保のため に必要な支援に関す る次に掲げる要件に 該当するものは、その 所在地の都道府県 知事の承認を得て地

他の病院又は診療 所から紹介された患者 に対し医療を提供し 、かつ、当該病院の 建物の全部若しくは一部 、設備、器械又 は器具を

域医療支援病院 と称することができる。
一
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、 当該病院に勤務しない 医師、歯科医師、 薬剤師、看護師その他 の医療従事者（以下単 に「医療従事者」と いう。）の診療、研究 又

四

三

二

第二十 一条第一項第二号から 第八号まで及び第十号 から第十二号まで 並びに第二十二条第一 号及び第四号から第 九号までに規定す

厚生労働省令で定める 数以上の患者を入院させ るための施設を 有すること。

地域の医療従事者 の資質の向上を図るた めの研修を行わせ る能力を有すること。

救急医療を 提供する能力を有するこ と。

は研修の ために利用させるため の体制が整備され ていること。

五
る施設を有する こと。

その施設の構造設 備が第二十一条第一項 及び第二十二条の規定 に基づく厚生労働 省令並びに同項の規定に 基づく都道府県の 条例で

都道府県知事 は、前項の承認を するに当たつては、あ らかじめ、都道府県医 療審議会の意見を 聴かなければならない。

六
２

地域医療支援病院で ないものは、これ に地域医療支援病院又 はこれに紛らわしい名 称を付けてはなら ない。

定める要 件に適合するもの であること。
３

六

五

四

三

二

一

その有 する人員が第二十二 条の二の規定に基づ く厚生労働省令で定め る要件に適合する ものであること。

厚生労働省令で定め る数以上の患者を入 院させるための施設を 有すること。

その診療科名中 に、厚生労働省令の 定めるところにより、 厚生労働省令で定 める診療科名を有する こと。

医療の高 度の安全を確保する 能力を有すること。

高度 の医療に関する研 修を行わせる能力を有す ること。

高度の医療技術の 開発及び評価を行う能 力を有すること。

高度の医療 を提供する能力を有する こと。

病院であつて、次に掲 げる要件に該当す るものは、厚生労働大 臣の承認を得て特定機 能病院と称するこ とができる。

七

第二十一条 第一項第二号から第 八号まで及び第十号 から第十二号まで並びに 第二十二条の二 第二号、第五号及び第六 号に規定する

第四条の二

八

施設を有すること。

その施設の構造設備が 第二十一条第一項及 び第二十二条の二の 規定に基づく厚生労働省 令並びに同項の規 定に基づく都道府県の 条

厚生労働大臣 は、前項の承認をするに 当たつては、あ らかじめ、社会保障審議 会の意見を聴かなけれ ばならない。

九
２

特 定機能病院でない ものは、これに特定機 能病院又はこれに 紛らわしい名称を付け てはならない。

例で定め る要件に適合するもの であること。
３

- 3 -

第四条の三

病院であつて、臨床研 究の実施の中核的 な役割を担うことに関 する次に掲げる要 件に該当するものは、 厚生労働大臣の承認

他の病 院又は診療所と共同し て特定臨床研究を実施 する場合にあつて は、特定臨床研究の実 施の主導的な役割を 果たす能力を有す

を有 すること。

特定臨床研究（厚 生労働省令で定める基 準に従つて行う臨 床研究をいう。以下同 じ。）に関する計画 を立案し、及び実施 する能力

を得て臨床研究 中核病院と称することが できる。
一
二
ること。

他の病院又は診療 所に対し、特定臨床研 究の実施に関する相談 に応じ、必要な情 報の提供、助言その他の 援助を行う能力を 有する

五

四

厚生労働省令で定める 数以上の患者を入 院させるための施設を 有すること。

その診療科名中に 厚生労働省令で定 める診療科名を有する こと。

特定臨床研 究に関する研修を 行う能力を有すること 。

三

六

その有 する人員が第二十二条 の三の規定に基づ く厚生労働省令で定め る要件に適合するもの であること。

こと。

七

第二十一条 第一項第二号から第八号 まで及び第十号 から第十二号まで並びに 第二十二条の三第二号 、第五号及び第六 号に規定する

その 施設の構造設備が 第二十一条第一項及び第 二十二条の三の 規定に基づく厚生労働省 令並びに同項の規定に 基づく都道府県の 条

施 設を有すること。

八
九

例で定める要 件に適合するもの であること。

厚 生労働大臣は、前 項の承認をするに当た つては、あらかじめ、 社会保障審議会の 意見を聴かなければなら ない。

前各号に掲げる もののほか、特定臨 床研究の実施に関する 厚生労働省令で定 める要件に適合するも のであること。

２

臨床研究 中核病院でないも のは、これに臨床研究 中核病院又はこれに紛 らわしい名称を称 してはならない。

十
３

公衆又は特定多 数人のため往診の みによつて診療に従事 する医師若しくは歯科 医師又は出張のみ によつてその業務に従 事する助

都道府県知事 、地域保健法（昭和二十 二年法律第百一 号）第五条第一項の規定 に基づく政令で定める 市（以下「保健所 を設置する市

療所又は助 産所とみなす。

産師 については、第六条の 四の二、第六条の五 又は第六条の七、第 八条及び第九条の規定の 適用に関し、それ ぞれその住所をもつて 診

第五条

２

」と いう。）の市長又 は特別区の区長は、必 要があると認めると きは、前項に規定す る医師、歯科医師又は助 産師に対し、必 要な報告
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国の開設 する病院、診療所及び助 産所に関しては 、この法律の規定の適用 について、政令 で特別の定をすることが できる。

を命 じ、又は検査のため診 療録、助産録、帳 簿書類その他の物件の 提出を命ずることが できる。
第六条

何人も、医業若 しくは歯科医業又は病院 若しくは診療所 に関して、文書その他い かなる方法による を問わず、広告その他 の

三

二

一

その他 医療に関する適切な選 択に関し必要な基 準として厚生労働省令 で定める基準

公の秩序又は善良の風 俗に反する内容の 広告をしないこと。

誇大な広告をしな いこと。

他の病院又 は診療所と比較し て優良である旨の広告 をしないこと。

第一項に規定 する場合において、次に 掲げる事項以外 の広告がされても医療を 受ける者による医療 に関する適切な選択 が阻害される

四

掲げる基準 に適合するもの でなければならない。

前 項に規定する場合 には、医療を受ける者 による医療に関する適 切な選択を阻害す ることがないよう、広告 の内容及び方法 が、次に

はならない。

医療を受け る者を誘引するための 手段としての表示（以 下この節において 単に「広告」という。 ）をする場合には、 虚偽の広告をして

第六条 の五

２

３

三

二

一

診療日若しくは診療 時間又は予約による 診療の実施の有無

当該病院又は診 療所の名称、電話番 号及び所在の場所を表 示する事項並びに 当該病院又は診療所の 管理者の氏名

診療科名

医師 又は歯科医師であ る旨

お それが少ない場合と して厚生労働省令で定 める場合を除いて は、次に掲げる事項以 外の広告をしてはならな い。

四

法令の 規定に基づき一定の 医療を担うものとし て指定を受けた病院若 しくは診療所又は 医師若しくは歯科医師 である場合には、そ

当該病院又は診療 所において診療に従事 する医療従事者の氏 名、年齢、性別、役 職、略歴その他の当該医 療従事者に関す る事項で

当該病院又は 診療所における施設、設 備又は従業者に関す る事項

入院設 備の有無、第七条第二 項に規定する病床の 種別ごとの数、医師 、歯科医師、薬剤師、 看護師その他の従 業者の員数その他の

加 病院等（第七十条の二 第二項第二号に規定す る参加病院等をい う。）である場合には、 その旨

地域医療連携推進 法人（第七十条の五 第一項に規定する地 域医療連携推進法人を いう。第三十条の 四第十項において同じ 。）の参

の旨

五
六
七
八
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４

九
十

あ つて医療を受ける者に よる医療に関する 適切な選択に資するも のとして厚生労働大臣 が定めるもの

患者又 はその家族からの医療 に関する相談に応 ずるための措置、医療 の安全を確保するた めの措置、個人情報 の適正な取扱いを確
保するための 措置その他の当該病院又 は診療所の管理 又は運営に関する事項

紹介をすることが できる他の病院若しく は診療所又はその 他の保健医療サービス 若しくは福祉サービ スを提供する者の名 称、これ

らの 者と当該病院又は診 療所との間における施設 、設備又は器具 の共同利用の状況その他 の当該病院又は診療 所と保健医療サービ ス

診療録そ の他の診療に関する諸記 録に係る情報の提供、 第六条の四第三項 に規定する書面の交付 その他の当該病院 又は診療所に

又は福祉 サービスを提供する者 との連携に関する事項
十一

当該 病院又は診療所 において提供される医療 の内容に関する事項（ 検査、手術その他 の治療の方法について は、医療を受ける 者

お ける医療に関する 情報の提供に関する事 項
十二

当該病院又は診 療所における患者 の平均的な入院日数、 平均的な外来患者又は 入院患者の数その 他の医療の提供の結果 に関する

による医療に 関する適切な選択 に資するものとして厚 生労働大臣が定めるもの に限る。）
十三

その 他前各号に掲げる事項 に準ずるものとし て厚生労働大臣が定め る事項

事 項であつて医療を受け る者による医療に 関する適切な選択に資 するものとして厚生労働 大臣が定めるもの
十四

厚生労働大臣 は、第二項第四号若しく は前項の厚生労 働省令の制定若しくは改 廃の立案又は同項第 八号若しくは第十二 号から第十四

号 までに掲げる事項の 案の作成をしようとす るときは、医療に 関する専門的科学的知 見に基づいて立案又は作 成をするため、 診療に関

病院を開設 しようとするとき、医 師法（昭和二十三年法 律第二百一号）第 十六条の四第一項の規 定による登録を受け た者（同法

する学識 経験者の団体の意 見を聴かなければならな い。
第七条

第七 条の二第一項の規定 による厚生労働大臣 の命令を受けた者にあ つては、同条第二 項の規定による登録を受 けた者に限る。以下「 臨

床研修等修 了医師」という。） 及び歯科医師法（昭 和二十三年法律第二百 二号）第十六条の 四第一項の規定による 登録を受けた者（同

法第七条の二第 一項の規定による厚 生労働大臣の命令を 受けた者にあつては、同 条第二項の規定 による登録を受けた者に 限る。以下「

臨床研修等修了歯科医 師」という。）でな い者が診療所を開設 しようとするとき、又 は助産師（保健師 助産師看護師法（昭和 二十三年

法律 第二百三号）第十五条 の二第一項の規定に よる厚生労働大臣の 命令を受けた者にあつて は、同条第三項の 規定による登録を受け た

者に限る。 以下この条、第八条及 び第十一条において 同じ。）でない者が 助産所を開設しようと するときは、開設 地の都道府県知事（

診療所又は助産 所にあつては、その開設 地が保健所を設置 する市又は特別区の区 域にある場合において は、当該保健所を 設置する市の

市長 又は特別区の区長 。第八条から第九条ま で、第十二条、第十 五条、第十八条、第 二十四条、第二十四条の 二、第二十七条 及び第二
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２

３
４

５

十八 条から第三十条までの 規定において同じ 。）の許可を受けなけ ればならない。

病院を開 設した者が、病床数、 次の各号に掲げる 病床の種別（以下「病 床の種別」という 。）その他厚生労働省 令で定める事項を変

更しようとする とき、又は臨床研修等修 了医師及び臨床 研修等修了歯科医師でな い者で診療所を開 設したもの若しくは助 産師でない者

で助産所を開設したも のが、病床数その他厚 生労働省令で定め る事項を変更しようと するときも、厚生労 働省令で定める場合 を除き、
一

感染症病床 （病院の病床のうち、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 十年法律第百十四 号）第六条第

精神病 床（病院の病床のうち 、精神疾患を有する者 を入院させるため のものをいう。以下同 じ。）

前項 と同様とする。
二

二 項に規定する一類 感染症、同条第三項に 規定する二類感染症（ 結核を除く。）、 同条第七項に規定する新 型インフルエンザ等 感染

症及び同 条第八項に規定す る指定感染症（同法第 七条の規定により同法 第十九条又は第二 十条の規定を準用する ものに限る。）の患

者（同法第八 条（同法第七条に おいて準用する場合を 含む。）の規定により一 類感染症、二類 感染症、新型インフルエ ンザ等感染症

又は指定感染症の患 者とみなされる者 を含む。）並びに同法 第六条第九項に規定す る新感染症の所見 がある者を入院させる ためのも
結核病 床（病院の病床のうち 、結核の患者を入 院させるためのものを いう。以下同じ。）

の をいう。以下同じ。）
三

療養病床（ 病院又は診療所の病床の うち、前三号に 掲げる病床以外の病床で あつて、主として長期 にわたり療養を必 要とする患者
一般 病床（病院又は診 療所の病床のうち、前各 号に掲げる病床 以外のものをいう。以下 同じ。）

を 入院させるための ものをいう。以下同じ 。）

四
五

診療所に 病床を設けようとする とき、又は診療所の病 床数、病床の種別 その他厚生労働省令で 定める事項を変更しよ うとするときは

、厚生労働省令で定 める場合を除き、当 該診療所の所在地の都 道府県知事の許可 を受けなければならな い。

都 道府県知事又は保 健所を設置する市の市 長若しくは特別区の区 長は、前三項の許 可の申請があつた場合に おいて、その申請に 係る

施設の構造 設備及びその有する 人員が第二十一条及 び第二十三条の規定に 基づく厚生労働省 令並びに第二十一条の 規定に基づく都道府
県の条例の定め る要件に適合すると きは、前三項の許可 を与えなければならない 。

都道府県知事は、病 院の開設の許可若 しくは病院の病床数の 増加若しくは病床の種 別の変更の許可又 は診療所の病床の設置 の許可若

しく は診療所の病床数の増 加若しくは病床の種 別の変更の許可の申 請に対する許可には、当 該申請に係る病床 において、第三十条の 十

三第一項に 規定する病床の機能区 分（以下この項にお いて「病床の機能区 分」という。）のうち 、当該申請に係る 病院又は診療所の所

在地を含む構想 区域（第三十条の四第一 項に規定する医療 計画（以下この項及び 次条において「医療計 画」という。）に おいて定める

第三 十条の四第二項第 七号に規定する構想区 域をいう。）におけ る病床の機能区分に 応じた既存の病床数が、 医療計画におい て定める
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６

当該 構想区域における同号 イに規定する将来 の病床数の必要量に達 していないものに係 る医療を提供すること その他の医療計画にお い

て定める同 号に規定する地域医療 構想の達成の推進 のために必要なものと して厚生労働省令で 定める条件を付する ことができる。

営利を目的と して、病院、診療所又は 助産所を開設し ようとする者に対しては 、第四項の規定 にかかわらず、第一項の 許可を与えな
いことができる。

都道府県知事は、次に 掲げる者が病院の開設 の許可又は病院の 病床数の増加若しくは 病床の種別の変更 の許可の申請をした

四

三

二

一

私立学 校教職員共済法（昭 和二十八年法律第二 百四十五号）の規定に より私立学校教職 員共済制度を管掌する こととされた日本私

前二号に掲げるもの のほか、政令で定め る法律に基づき設立さ れた共済組合及び その連合会

地方公務員等共 済組合法（昭和三十 七年法律第百五十二号 ）の規定に基づき 設立された共済組合

国家公務 員共済組合法（昭和 三十三年法律第百二十 八号）の規定に基 づき設立された共済組 合及びその連合会

第三 十一条に規定する 者

七

六

独立行 政法人地域医療機能推 進機構

国民健康保険法（昭和 三十三年法律第百九 十二号）の規定に基 づき設立された国民健康 保険組合及び国民 健康保険団体連合会

健康保険法（大正 十一年法律第七十号 ）の規定に基づき設 立された健康保険組合 及びその連合会

都道府県知事 は、前項各号に掲げる者 が診療所の病床 の設置の許可又は診療所 の病床数の増加の許可 の申請をした場合 において、当

八

立学校振興・ 共済事業団

五

な ると認めるときは、 前条第四項の規定にか かわらず、同条第 一項又は第二項の許可 を与えないことができる 。

）に既に達して いるか、又は当該申請に 係る病院の開設 若しくは病床数の増加若 しくは病床の種別の変 更によつてこれを 超えることに

に応じた基 準病床数（当該申請に 係る病床が療養病 床等のみである場合は 、その地域における療 養病床及び一般病 床に係る基準病床数

及び 一般病床の数）が、同 条第六項の厚生労 働省令で定める基準に 従い医療計画において定 めるその地域の当 該申請に係る病床の種 別

療所の病床の当該申請 に係る病床の種別 に応じた数（当該申請 に係る病床が療養病床 等のみである場合 は、その地域における 療養病床

申請に係る病床 が療養病床等及び 精神病床等である場合 は同号に規定する区域及 び当該都道府県 の区域とする。）におけ る病院又は診

精神病床、 感染症病床又は 結核病床（以下この項に おいて「精神病床等」 という。）のみで ある場合は当該都道府 県の区域とし、当 該

床等 」という。）のみ である場合は医療計画 において定める第三十 条の四第二項第十 二号に規定する区域とし 、当該申請に係る 病床が

場合において、 当該申請に係る病院の所 在地を含む地域（当該 申請に係る病床が 療養病床又は一般病床 （以下この条にお いて「療養病

第七条の二

２

該申 請に係る診療所の 所在地を含む地域（医 療計画において定め る第三十条の四第二 項第十二号に規定する区 域をいう。）に おける療
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３

４

５
６
７

養病 床及び一般病床の数が 、同条第六項の厚 生労働省令で定める基 準に従い医療計画に おいて定める当該区域 の療養病床及び一般病 床

に係る基準 病床数に既に達してい るか、又は当該申 請に係る病床の設置若 しくは病床数の増加 によつてこれを超え ることになると認め
るときは、前条 第四項の規定にかかわら ず、同条第三項 の許可を与えないことが できる。

都道府県知事は、第 一項各号に掲げる者が 開設する病院（療 養病床等を有するもの に限る。）又は診 療所（前条第三項の許 可を得て

病床 を設置するものに限る 。）の所在地を含む地域 （医療計画にお いて定める第三十条の四 第二項第十二号に 規定する区域をいう。 ）

における療 養病床及び一般病床の 数が、同条第六項の厚 生労働省令で定め る基準に従い医療計画 において定める当該 区域の療養病床及

び一般病床に係 る基準病床数を既に超え ている場合において、 当該病院又は診療 所が、正当な理由がな く、前条第一項若 しくは第二項

の許 可に係る療養病床 等又は同条第三項の許 可を受けた病床に係る 業務の全部又は一 部を行つていないときは 、当該業務を行つ ていな

い病床数の 範囲内で、当該 病院又は診療所の開設者 又は管理者に対し、病 床数を削減するこ とを内容とする許可の 変更のための措置 を
とるべきことを 命ずることができ る。

前三項の場合におい て、都道府県知事 は、当該地域における 既存の病床数及び当該 申請に係る病床数 を算定するに当たつて は、第三

十条 の四第六項の厚生労働 省令で定める基準 に従い都道府県の条例 の定めるところにより、 病院又は診療所の 機能及び性格を考慮し て
、必要な補 正を行わなければなら ない。

都道府県知事 は、第一項若しくは第二 項の規定により 前条第一項から第三項ま での許可を与えない 処分をし、又は第三 項の規定によ
り 命令しようとすると きは、あらかじめ、都 道府県医療審議会 の意見を聴かなければ ならない。

都道 府県知事は、第三項 の規定による命令をした 場合において、 当該命令を受けた病院又 は診療所の開設者又 は管理者がこれに従 わ
なかつたとき は、その旨を公表す ることができる。

独立行政法人（ 独立行政法人通則法（ 平成十一年法律第百三 号）第二条第一項 に規定する独立行政法 人をいう。）のうち 政令で定め

るも のは、病院を開設し 、若しくはその開設 した病院につき病床数 を増加させ、若し くは病床の種別を変更し 、又は診療所に病床を 設

け、若しく は診療所の病床数を 増加させ、若しくは 病床の種別を変更しよ うとするときは、 あらかじめ、その計画 に関し、厚生労働大

臣に協議（政令 で特に定める場合は 、通知）をしなけれ ばならない。その計画を 変更しようとす るときも、同様とする。

病院又は診療所の開 設者は、その病院 又は診療所が医業をな すものである場合は臨床 研修等修了医師に 、歯科医業をなすもの で

病院又は診療 所の開設者は、その病院 又は診療所が、 医業及び歯科医業を併せ 行うものである場合は 、それが主として 医業を行うも

ある場合は 臨床研修等修了歯科医 師に、これを管理さ せなければならない 。

第十条
２

ので あるときは臨床研 修等修了医師に、主と して歯科医業を行う ものであるときは臨 床研修等修了歯科医師に 、これを管理さ せなけれ
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ばな らない。

病院、 診療所又は助産所の開設 者が、病院、診 療所又は助産所の管理者 となることがで きる者である場合は、自 らその病院、

病院、診 療所又は助産所を管理 する医師、歯科医師又 は助産師は、その 病院、診療所又は助産 所の所在地の都道 府県知事の許可を受

これ を管理させて差支ない 。

診療所又は助産所を管 理しなければならない 。但し、病院、診 療所又は助産所所在地 の都道府県知事の許 可を受けた場合は、 他の者に

第十二条

２

けた場合を除く ほか、他の病院、診療所 又は助産所を管理しな い者でなければな らない。

都道府県知 事は、病院又は診療所の 開設者又は管理者が、 正当な理由がなく 、第七条第五項の規定 により当該許可に 付

都道府県知事は、前 項の規定による命令を した場合において 、当該命令を受けた病 院又は診療所の開設者 又は管理者がこれ に従わな

に係る措置をと るべきことを命ずること ができる。

とらなかつ たときは、当該病院又 は診療所の開設者 又は管理者に対し、都 道府県医療審議会の意 見を聴いて、期限 を定めて、当該勧告

都 道府県知事は、前項の 規定による勧告を 受けた病院又は診療所 の開設者又は管理者が 、正当な理由がなく 、当該勧告に係る措置 を

当該条件に従うべきこ とを勧告すること ができる。

された条件に従 わないときは、当 該病院又は診療所の開 設者又は管理者に対し、 都道府県医療審 議会の意見を聴いて、期 限を定めて、

第二十七条の 二

２

３

かつたと きは、その旨を公 表することができる。

厚生 労働大臣は、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（平成元 年法律第六十四号） 第三条第一

三

二

一

医療提供施 設相互間の機能の分担及 び業務の連携並び に医療を受ける者に対 する医療提供施設の機 能に関する情報の 提供の推進に

医療提 供体制の確保に係る目 標に関する事項

医療提供体制の確保に 関する調査及び研究 に関する基本的な事 項

医療提供体制の確 保のため講じようと する施策の基本とな るべき事項

基本方針にお いては、次に掲げ る事項について定める ものとする。

めの基本的 な方針（以下「基本 方針」という。）を 定めるものとする。

項に 規定する総合確保方 針に即して、良質か つ適切な医療を効率的 に提供する体制（ 以下「医療提供体制」と いう。）の確保を図る た

第三十条の三

２

四

関 する基本的な事項
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３

六

五

地域に おける病床の機能（病 院又は診療所の病 床において提供する患 者の病状に応じた医 療の内容をいう。以 下同じ。）の分化及

第三十条の四第二項第 七号に規定する地 域医療構想に関する基 本的な事項

八

七
その他 医療提供体制の確保に 関する重要事項

第三十条の四第一項に 規定する医療計画の作成 及び医療計画に 基づく事業の実施状況の 評価に関する基本 的な事項

医療従事者の確保 に関する基本的な事項

び連携並びに 医療を受ける者に対する 病床の機能に関 する情報の提供の推進に 関する基本的な事項

九

厚生労働大臣 は、基本方針を定め、又 はこれを変更したとき は、遅滞なく、こ れを公表するものとす る。

都道府県は、 基本方針に即して、かつ 、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 確保を図るための 計

一

第四号 及び第五号の事業並び に居宅等における 医療の確保に係る医療 連携体制（医療提供施 設相互間の機能の 分担及び業務の連携

都道府県において達成 すべき第四号及び 第五号の事業並びに居 宅等における医療の確保 の目標に関する事 項

医療計画においては 、次に掲げる事項 を定めるものとする。

画（以下「医療 計画」という。） を定めるものとする。

第三十条の四
２
二

医療連携体制にお ける医療提供施設の機 能に関する情報の 提供の推進に関する事 項

を確保するた めの体制をいう。以下同 じ。）に関する 事項
三

生活 習慣病その他の国 民の健康の保持を図るた めに特に広範か つ継続的な医療の提供が 必要と認められる疾病 として厚生労働省 令

ホ

ニ

ハ

ロ

イ

イからホ までに掲げるもののほか 、都道府県知事が当 該都道府県における 疾病の発生の状況等に 照らして特に必要 と認める医療

小児 医療（小児救急医療を 含む。）

周産期医療

へき地の医療

災害時に おける医療

救急 医療

居宅等における医 療の確保に関する事項

ヘ

保 が必要な場合に限る。 ）

次に掲げる医療 の確保に必要な事業 （以下「救急医療等確 保事業」という。 ）に関する事項（ハに 掲げる医療については 、その確

で定めるもの の治療又は予防に 係る事業に関する事項

四
五

六
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３

４

七

地域における病床の機 能の分化及び連携 を推進するための基準 として厚生労働省令 で定める基準に従い定 める区域（以下「構想 区

構想区域 における厚生労働省令で 定めるところに より算定された第三十条 の十三第一項に規定 する病床の機能区分 ごとの将来の

域」とい う。）における次に掲 げる事項を含む将 来の医療提供体制に関 する構想（以下「地域 医療構想」という 。）に関する事項
イ
病床数の必要量（以下 単に「将来の病床数の必 要量」という。 ）

イに掲げるもののほ か、構想区域における病 床の機能の分化 及び連携の推進のために 必要なものとして厚 生労働省令で定める 事
地域医療構 想の達成に向けた病床の 機能の分化及び連携の 推進に関する事項

ロ
八
病床の機能に関す る情報の提供の推進に 関する事項

項
九
医療の安 全の確保に関する 事項

医療従 事者の確保に関 する事項

十一

主として病院の 病床（次号に規定 する病床並びに精神病 床、感染症病床及び結 核病床を除く。） 及び診療所の病床の整 備を図る

十
十二

二以 上の前号に規定する区 域を併せた区域で あつて、主として厚生 労働省令で定める特殊 な医療を提供する 病院の療養病床又は

べ き地域的単位として区 分する区域の設定 に関する事項
十三

療養病床及び一 般病床に係る基準病床 数、精神病床に係 る基準病床数、感染症 病床に係る基準病床数並 びに結核病床に 係る基準

一般病床であ つて当該医療に係るもの の整備を図るべ き地域的単位としての区 域の設定に関する事項
十四
病床数に 関する事項

地域医療支援病 院の整備の目標その 他医療提供施設の機能 を考慮した医療提 供施設の整備の目標に 関する事項

医療計画 においては、前項各号 に掲げる事項のほか、 次に掲げる事項に ついて定めるよう努め るものとする。
一

前号に掲げるものの ほか、医療提供体制 の確保に関し必要な事 項

。

医療連携体 制の構築の内容が、医療 提供施設及び居宅 等において提供される 保健医療サービスと福 祉サービスとの連 携を含むもの

医療連携体制の構築の 内容が、患者が退院 後においても継続的 に適切な医療を受けるこ とができることを 確保するものであるこ と

療若しくは居宅等に おける医療ごとに定め ること。

医療連携体 制の構築の具体的な 方策について、第二 項第四号の厚生労働省令 で定める疾病又 は同項第五号イからヘま でに掲げる医

都道府県 は、第二項第二号 に掲げる事項を定める に当たつては、次に掲 げる事項に配慮し なければならない。

二
一
二
三

で あること。
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５

６

四

医療連携体制が、医療 従事者、介護保険 法に規定する介護サー ビス事業者、住民そ の他の地域の関係者に よる協議を経て構築さ れ
ること。

都道府県は、 地域医療構想に関する事 項を定めるに当 たつては、第三十条の十 三第一項の規定 による報告の内容並びに 人口構造の変

化の見通しその他の医 療の需要の動向並びに 医療従事者及び医 療提供施設の配置の状 況の見通しその他の 事情を勘案しなけれ ばならな
い。

第二項第 十二号及び第十三号に 規定する区域の設定並 びに同項第十四号 に規定する基準病床数 に関する基準（療 養病床及び一般病床

に係る基準病床 数に関する基準にあつて は、それぞれの病床の 種別に応じ算定し た数の合計数を基にし た基準）は、厚生 労働省令で定
める 。

都道府県 は、第二項第十 四号に規定する基準病床 数を定めようとする場 合において、急激 な人口の増加が見込ま れることその他の 政

令で定める事情 があるときは、政 令で定めるところによ り、同号に規定する基準 病床数に関し、 前項の基準によらないこ とができる。

都道府県は、第十六 項の規定により当 該都道府県の医療計画 が公示された後に、急 激な人口の増加が 見込まれることその他 の政令で

定め る事情があるときは、 政令で定めるとこ ろにより算定した数を 、政令で定める区域の第 二項第十四号に規 定する基準病床数とみ な

して、病院 の開設の許可の申請そ の他の政令で定め る申請に対する許可に 係る事務を行うことが できる。

都道府県は、 第十六項の規定により当 該都道府県の医 療計画が公示された後に 、厚生労働省令で定 める病床を含む病院 の開設の許可
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７
８

９

の 申請その他の政令で 定める申請があつた場 合においては、政 令で定めるところによ り算定した数を、政令で 定める区域の第 二項第十
四号に規 定する基準病床数 とみなして、当該申請に 対する許可に係 る事務を行うことができ る。

都道府県は、 第十六項の規定に より当該都道府県の医 療計画が公示され た後に、地域医療連携 推進法人の参加法人（第 七十条第一項

が保 たれるようにする とともに、公衆衛生、 薬事、社会福祉その 他医療と密接な関連 を有する施策との連携を 図るように努め なければ

都道府県は、 医療計画を作成するに当 たつては、他の法律 の規定による計画で あつて医療の確保に関 する事項を定める ものとの調和

い。

する 都道府県計画及び介護 保険法第百十八条第 一項に規定する都道 府県介護保険事業支援計 画との整合性の確 保を図らなければなら な

都道府県は、医療計 画を作成するに当たつ ては、地域におけ る医療及び介護の総合 的な確保の促進に 関する法律第四条第一 項に規定

数を加えて得た 数を、当該基準病床 数とみなして、当該 申請に対する許可に係る 事務を行うこと ができる。

ときは、当 該申請に係る当該医 療計画において定め られた第二項第十四号 に規定する基準病 床数に政令で定めると ころにより算定した

画に おいて定める地域医 療構想の達成を推進 するために必要なもの であることその他 の厚生労働省令で定める 要件に該当すると認め る

に規定する参加法人 をいう。）から病院 の開設の許可の申請そ の他の政令で定め る申請があつた場合に おいて、当該申請が当 該医療計

10
11
12

なら ない。

都道府県 は、医療計画を作成す るに当たつて、当 該都道府県の境界周辺 の地域における医療の 需給の実情に照ら し必要があると認め

るときは、関係 都道府県と連絡調整を行 うものとする。

都道府県は、医療に 関する専門的科学的知 見に基づいて医療 計画の案を作成するた め、診療又は調剤に関 する学識経験者の 団体の意

見を 聴かなければならない 。

都道府県 は、医療計画を定め、 又は第三十条の六の規 定により医療計画 を変更しようとすると きは、あらかじめ、都 道府県医療審議

会、市町村（救 急業務を処理する地方自 治法（昭和二十二年法 律第六十七号）第 二百八十四条第一項の 一部事務組合及び 広域連合を含

む。 ）及び高齢者の医 療の確保に関する法律 （昭和五十七年法律第 八十号）第百五十 七条の二第一項の保険者 協議会の意見を聴 かなけ
ればならな い。

都道府県は、 医療計画を定め、 又は第三十条の六の規 定により医療計画を変更 したときは、遅 滞なく、これを厚生労働 大臣に提出す

都道府県は、医療計 画を作成し、又は 医療計画に基づく事業 を実施するために必要 があると認めると きは、市町村その他

るとともに、その内容 を公示しなければ ならない。
第三十条の五

の官公署、介護 保険法第七条第七項に規 定する医療保険 者（第三十条の十四第一 項において「医療保険 者」という。）又 は医療提供施

設 の開設者若しくは管 理者に対し、当該都道 府県の区域内にお ける医療提供施設の機 能に関する情報その他の 必要な情報の提 供を求め
ることが できる。

都道 府県は、三年ごとに第 三十条の四第二項第六 号に掲げる事項及 び次の各号に掲げる事 項のうち同号に掲げ る事項その

一

医療計画に第三十 条の四第三項各号に 掲げる事項を定める 場合にあつては、当該 各号に掲げる事項

第三十条の 四第二項各号（第六 号を除く。）に掲げ る事項

都 道府県は、六年ごとに 前項各号に掲げる 事項（居宅等医療等事 項を除く。）について、 調査、分析及び評 価を行い、必要がある と

二

要があると 認めるときは、当該 都道府県の医療計画 を変更するものとする 。

他厚 生労働省令で定める 事項に関するもの（ 次項において「居宅等 医療等事項」とい う。）について、調査、 分析及び評価を行い、 必

第三十条の六

２

国及び地 方公共団体は、医療計 画の達成を推進す るため、病院又は診療 所の不足している地域に おける病院又は 診療所の

認めるとき は、当該都道府県の医 療計画を変更するも のとする。
第三十 条の十
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13
14
15
16

２

整備 、地域における病床の 機能の分化及び連 携の推進その他必要な 措置を講ずるように 努めるものとする。

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、病 院若しくは診療所 を開設しようとする者 又

国は、前 項に定めるもののほか 、都道府県の区域 を超えた広域的な見地 から必要とされる 医療を提供する体制の 整備に努めるものと
する。

第三十 条の十一

は病院若し くは診療所の開設者若 しくは管理者に対し、 都道府県医療審議 会の意見を聴いて、病 院の開設若しくは病 院の病床数の増加

若しくは病床の 種別の変更又は診療所の 病床の設置若しくは診 療所の病床数の増 加に関して勧告するこ とができる。

第七条の二 第三項から第五項までの 規定は、医療計画の達 成の推進のため特 に必要がある場合にお いて、同条第一項 各

都道府県知事は 、前項の規定による勧 告をした場合において 、当該勧告を受け た病院又は診療所の開 設者又は管理者がこ れに従わな

県医療審議会 の意見を聴いて、当 該措置をとるべきこと を勧告することが できる。

が、正当 な理由がなく、当 該要請に係る措置を講じ ていないと認め るときは、当該病院又は 診療所の開設者又は管 理者に対し、都道 府

都道府県知事は、前 項において読み替えて 準用する第七条の 二第三項の規定による 要請を受けた病院又は 診療所の開設者又 は管理者

とあるのは「要 請しよう」と読み替える ものとする。

は第二項の 規定により前条第一項 から第三項までの 許可を与えない処分を し、又は第三項」とあ るのは「第三項」 と、「命令しよう」

項中 「前三項」とあるのは 「前項」と、「病 床数及び当該申請に係 る病床数」とあるのは「 病床数」と、同条 第五項中「第一項若し く

設置するものに限る。 ）について準用す る。この場合において 、第七条の二第三項中 「命ずる」とある のは「要請する」と、 同条第四

号に掲げる者以 外の者が開設する 病院（療養病床又は一 般病床を有するものに限 る。）又は診療 所（第七条第三項の許可 を得て病床を

第三十条の十 二

２

３

病院又は診療所で あつて一般病床又は療 養病床を有するもの（以 下「病床機能報 告対象病院等」という。 ）の管理者は

かつ たときは、その旨を 公表することができ る。
第三十条の十三

、地域における病床の 機能の分化及び連携 の推進のため、厚生 労働省令で定めるとこ ろにより、当該病 床機能報告対象病院等 の病床の

機能 に応じ厚生労働省令で 定める区分（以下「 病床の機能区分」と いう。）に従い、次に掲 げる事項を当該病 床機能報告対象病院等 の
一

基準日から厚生労 働省令で定める期間が 経過した日における 病床の機能の予定（ 以下「基準日後病床機能 」という。）

厚生労働省 令で定める日（次号にお いて「基準日」と いう。）における病床 の機能（以下「基準日 病床機能」という 。）

所在地の都 道府県知事に報告しな ければならない。
二

- 15 -

２

３

四

三
その他 厚生労働省令で定める 事項

当該病床機能報告対象 病院等に入院する 患者に提供する医療の 内容

病床機能報告 対象病院等の管理者は、 前項の規定によ り報告した基準日後病床 機能について変 更が生じたと認められる ときとして厚

生労働省令で定めると きは、厚生労働省令で 定めるところによ り、速やかに当該病床 機能報告対象病院等 の所在地の都道府県 知事に報
告し なければならない。

都道府県 知事は、前二項の規定 による報告の内容を確 認するために必要 があると認めるときは 、市町村その他の 官公署に対し、当該

都 道府県知事は、厚 生労働省令で定めると ころにより、第一項及 び第二項の規定に より報告された事項を公 表しなければな らない。

都道府県の区域 内に所在する病床機能報 告対象病院等に関し必 要な情報の提供を 求めることができる。
４

都道府県 知事は、病床機 能報告対象病院等の管理 者が第一項若しくは第 二項の規定による 報告をせず、又は虚偽 の報告をしたとき は

都 道府県知事は、前項の 規定による命令を した場合において、そ の命令を受けた病床機 能報告対象病院等の 開設者がこれに従わな か

ることを命ずることが できる。

、期間を定めて 、当該病床機能報 告対象病院等の開設者 に対し、当該管理者をし てその報告を行 わせ、又はその報告の内 容を是正させ

５

６
つたときは 、その旨を公表するこ とができる。

都道府 県は、構想区域その他 の当該都道府県の 知事が適当と認める区 域（第三十条の十六第 一項において「構 想区域等

第七条第五項に規定 する申請をした者 は、当該申請に係る病 院の開設若しくは病院 の病床数の増加若 しくは病床の種別の変 更又は診

とともに、当該 協議の場において関 係者間の協議が調つ た事項については、その 実施に協力する よう努めなければならな い。

関係者は 、前項の規定に基 づき都道府県が行う協 議に参加するよう都道 府県から求めがあ つた場合には、これに 協力するよう努める

議を 行うものとする。

計画において定める 将来の病床数の必要 量を達成するための方 策その他の地域医 療構想の達成を推進す るために必要な事項に ついて協

」という。） との協議の場（第三 十条の二十三第一項を 除き、以下「協議 の場」という。）を設 け、関係者との連携を図 りつつ、医療

」という 。）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、医療保険者その 他の関係者（以下この 条において「関係 者

第 三十条の十四

２
３

療所 の病床の設置若しくは 診療所の病床数の増 加若しくは病床の種 別の変更に関して、医療 計画において定め る地域医療構想の達成 の

都道府 県知事は、第三十条の 十三第一項の規定 による報告に係る基準 日病床機能と基準日後病 床機能とが異な る場合そ

推進のため 、協議の場における協 議に参加するよう都 道府県知事から求め があつたときは、これ に応ずるよう努め なければならない。
第三十 条の十五
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２
３
４
５
６

７

の他 の厚生労働省令で定め る場合において、 当該報告をした病床機 能報告対象病院等（ 以下この条及び次条に おいて「報告病院等」 と

いう。）の 所在地を含む構想区域 における病床機能 報告対象病院等の病床 の当該報告に係る基 準日後病床機能に係 る病床の機能区分に

応じた数が、医 療計画において定める当 該構想区域にお ける当該報告に係る基準 日後病床機能に係 る病床の機能区分に応 じた将来の病

床数の必要量に既に達 しているときは、報告 病院等の開設者又 は管理者に対し、当該 報告に係る基準日病 床機能と基準日後病 床機能と

が異 なる理由その他の厚生 労働省令で定める事項（ 以下この条にお いて「理由等」という。 ）を記載した書面 の提出を求めることが で
きる。

都道府県知事 は、前項の書面に記載さ れた理由等が十分でな いと認めるときは 、当該報告病院等の開 設者又は管理者に 対し、協議の
場に おける協議に参加 するよう求めることが できる。

報告病院 等の開設者又は 管理者は、前項の規定に より都道府県知事から 求めがあつたとき は、これに応ずるよう 努めなければなら な
い。

都道府県知事は、第 二項の協議の場に おける協議が調わない とき、その他の厚生労 働省令で定めると きは、当該報告病院等 の開設者

又は 管理者に対し、都道府 県医療審議会に出 席し、当該理由等につ いて説明をするよう求め ることができる。

報告病院 等の開設者又は管理者 は、前項の規定に より都道府県知事から 求めがあつたときは、 都道府県医療審議 会に出席し、当該理
由等について説 明をするよう努めなけれ ばならない。

都道府県知事は、第 二項の協議の場におけ る協議の内容及び 第四項の説明の内容を 踏まえ、当該理由等が やむを得ないもの と認めら

れないと きは、報告病院等 （第七条の二第一項各号 に掲げる者が開 設するものに限る。）の 開設者又は管理者に対 し、都道府県医療 審

議会の意見を 聴いて、第三十条の 十三第一項の規定によ る報告に係る基準 日病床機能を当該報告 に係る基準日後病床機能 に変更しない
ことその他必要な措 置をとるべきことを 命ずることができる。

前 項の規定は、医療 計画において定める地 域医療構想の達成の推 進のため特に必要 がある場合において、第 七条の二第一項各号 に掲

都道府県知 事は、医療計画に おいて定める地域医療 構想の達成を推進するた めに必要な事項に ついて、協議の場にお け

げる者以外 の者が開設する報告 病院等について準用 する。この場合におい て、前項中「命ず る」とあるのは、「要 請する」と読み替え
るものとする。
第三十 条の十六

る協議が調 わないとき、その他の 厚生労働省令で定め るときは、構想区域 等における病床機能報 告対象病院等（第 七条の二第一項各号

に掲げる者が開 設するものに限る。）の 開設者又は管理者 に対し、都道府県医療 審議会の意見を聴いて 、病床の機能区分 のうち、当該

構想 区域等に係る構想 区域における病床の機 能区分に応じた既存 の病床数が、医療計 画において定める当該構 想区域における 将来の病
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２

床数 の必要量に達していな いものに係る医療 を提供することその他 必要な措置をとるべ きことを指示すること ができる。

前項の規 定は、医療計画におい て定める地域医療 構想の達成の推進のた め特に必要がある 場合において、第七条 の二第一項各号に掲

げる者以外の者 が開設する病床機能報告 対象病院等につ いて準用する。この場合 において、前項中 「指示する」とあるの は、「要請す

都道府県知事は、 第三十条の十五第七項 において読み替え て準用する同条第六項 又は前条第二項に おいて読み替えて準

る」と読み替えるもの とする。
第三十条の十 七

用する同条第一 項の規定による要請を受 けた病床機能報告対象 病院等の開設者又 は管理者が、正当な理 由がなく、当該要 請に係る措置

を講 じていないと認め るときは、当該病床機 能報告対象病院等の開 設者又は管理者に 対し、都道府県医療審議 会の意見を聴いて 、当該

都道府 県知事は、第三十 条の十五第六項の規定 による命令、第三十条 の十六第一項の規 定による指示又は前条 の規定に

措置を講ず べきことを勧告 することができる。
第三十条の十八

よる 勧告をした場合におい て、当該命令、指 示又は勧告を受けた病 床機能報告対象病院等の 開設者又は管理者 がこれに従わなかつた と

病院又は診療所の 管理者は、当該病院又 は診療所に勤務す る医療従事者の勤務環 境の改善その他の医療 従事者の確保に

医療従事者 の確保等に関する施策等

きは、その 旨を公表することがで きる。
第 四節
第三十条の十 九

厚生労働大臣 は、前条の規定に基づ き病院又は診療所の管 理者が講ずべき措 置に関して、その適切 かつ有効な実施を図

資する措置を講ずる よう努めなければな らない。
第三十条の二 十

るための指針と なるべき事項を定め 、これを公表するも のとする。

一

病院又は診 療所に勤務する医療従事 者の勤務環境の改 善に関する調査及び啓 発活動を行うこと。

病院又 は診療所に勤務する医 療従事者の勤務環境 の改善に関する相談 に応じ、必要な情報の 提供、助言その他 の援助を行うこと。

都道府県 は、医療従事者の 勤務環境の改善を促進 するため、次に掲げる事 務を実施するよう 努めるものとする。

二

前二号に掲げるも ののほか、医療従事者 の勤務環境の改善の ために必要な支援を 行うこと。

第三十 条の二十一

三
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２

都道府県 又は前項の規定による 委託を受けた者は 、第一項各号に掲げる 事務又は当該委託 に係る事務を実施する に当たり、医療従事

都 道府県は、前項各号に 掲げる事務の全部 又は一部を厚生労働省 令で定める者に委 託することができる。

第二項の規定による 委託を受けた者若しく はその役員若しく は職員又はこれらの者 であつた者は、正 当な理由がなく、当該 委託に係

者の勤務環境の 改善を促進するための拠 点としての機能 の確保に努めるものとす る。

３
４

国は、前条第一項各号 に掲げる事務の適切な 実施に資するため 、都道府県に対し、必 要な情報の提供そ の他の協力を

る事 務に関して知り得た秘 密を漏らしてはならない 。
第三十条の二十二
行う ものとする。

都道府県は、次 に掲げる者の管理者そ の他の関係者との協議 の場を設け、これ らの者の協力を得て、救 急医療等確保

七

六

五

四

三

二

一

その他 厚生労働省令で定め る者

当該都道府県知事の 認定を受けた第四十 二条の二第一項に規定 する社会医療法人

大学その他の医 療従事者の養成に関 係する機関

診療に関 する学識経験者の団 体

医師 法第十六条の二第 一項に規定する厚生労働 大臣の指定する 病院

第三十一条に規定 する公的医療機関

地域医療支 援病院

特定機 能病院

前項各号に掲 げる者の管理者そ の他の関係者は、同項 の規定に基づき都道府県 が行う協議に参 画するよう都道府県から 求めがあつた

八

しな ければならない。

事業に係る医療従事者 の確保その他当該 都道府県において必要 とされる医療の確保に 関する事項に関し 必要な施策を定め、こ れを公表

第三十条の二十三

２

都道府県知事は 、前条第一項の規 定により定めた施策（ 以下「地域医療対策」 という。）を踏ま え、特に必要がある

場合には、これに協力 するよう努めなけれ ばならない。
第三十条の二 十四

と認めるときは 、同項各号に掲げる者の 開設者、管理者そ の他の関係者に対し、 医師の派遣、研修体制 の整備その他の医 師が不足して
いる 地域の病院又は診 療所における医師の確 保に関し必要な協力 を要請することがで きる。
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都道府県は、地 域医療対策を踏ま え、地域において必要 とされる医療を確 保するため、次に掲げ る事務を実施するよ

一

病院及び診療所の開設 者、管理者その他の関係 者に対し、医師 の確保に関する相談に応 じ、必要な情報の 提供、助言その他の援 助

病院及び診療所に おける医師の確保の動 向その他の地域に おいて必要とされる医 療の確保に関する調 査及び分析を行うこ と。
を行うこ と。

就業を希望 する医師、学校教育法（ 昭和二十二年法律第二 十六号）第一条に 規定する大学の医学部 において医学を専 攻する学生そ
の 他の関係者に対し 、就業に関する相談に 応じ、必要な情報の提 供、助言その他の 援助を行うこと。

医師に 対し、医療に関 する最新の知見及び技能 に関する研修その他の 能力の開発及び向 上に関する相談に応じ 、必要な情報の提 供
、助言その他 の援助を行うこと 。

前各号に掲げるも ののほか、病院及 び診療所における医師 の確保を図るために必 要な支援を行うこ と。

都 道府県は、前項各号に 掲げる事務のほか 、医師について職業安 定法（昭和二十二年法 律第百四十一号）第 二十九条第一項の規定 に

第 三項の規定による 委託を受けた者若しく はその役員若しくは職 員又はこれらの者 であつた者は、正当な理 由がなく、当該委託 に係

とされる医療を確保 するための拠点とし ての機能の確保に努め るものとする。

都道府県 又は前項の規定による 委託を受けた者は地域 医療支援事務又は 当該委託に係る事務を 実施するに当たり、地 域において必要

一部を厚 生労働省令で定め る者に委託することがで きる。

都道府県は、第一項 各号に掲げる事務及び 前項に規定する事 務（次項及び次条にお いて「地域医療支援事 務」という。）の 全部又は

六十年法律第八 十八号）第五条第一項の 許可を受けて労 働者派遣事業を行うこと ができる。

より無料の 職業紹介事業を行うこ と又は医業につい て労働者派遣事業の適 正な運営の確保及び派 遣労働者の保護等 に関する法律（昭和

五

四

三

二

う努めるものと する。

第三十条の二 十五

２

３
４
５

第三十条の二十三第一 項各号（第三号 を除く。）に掲げる者及 び医療従事者は、地域 医療対策の実施に 協力するよう

国は 、地域医療支援事 務の適切な実施に資す るため、都道府県に対 し、必要な情報の 提供その他の協力を行 うものと

る事務に関 して知り得た秘密を 漏らしてはならない 。
第三十条の二十六
する 。
第三十条の二十七

努め るとともに、第三 十条の二十四の規定に より協力を要請され たときは、当該要請 に応じ、医師の確保に関 し協力するよう 努めなけ

- 20 -

れば ならない。
公的医 療機関

公的医療機関（ 都道府県、市町村その他 厚生労働大臣の 定める者の開設する病院 又は診療所をいう 。以下この節において 同

第五節
第三十 一条

じ。）は、 地域医療対策の実施に 協力するとともに、第 三十条の二十四の 規定により協力を要請 されたときは、当該 要請に応じ、医師
の確保に関し協 力しなければならない。

厚生労働大臣は 、医療の普及を図るため 特に必要があると認め るときは、第三十 一条に規定する者に対 し、公的医療機関 の

前項各号 に掲げる事項の外 、厚生労働大臣又は都 道府県知事は、公的医 療機関の開設者に 対して、その運営に関 して必要な指示をす

と。

当該公的医療機 関の所在地の都道府 県の医療計画に定めら れた救急医療等確 保事業に係る医療の確 保に関し必要な措置を 講ずるこ

法第十六条の 二第一項の規定に よる臨床研修を行わせ るのに必要な条件 を整備すること。

医師 法第十一条第二号 若しくは歯科医師法第十 一条第二号の規 定による実地修練又は医 師法第十六条の二第一 項若しくは歯科医 師

な い医師又は歯科医 師の診療又は研究のた めに利用させるこ と。

当該病院又 は診療所の医療業務に差 し支えない限り 、その建物の全部又は一 部、設備、器械及び器 具を当該公的医療 機関に勤務し

厚生労働大臣又は都道 府県知事は、公的 医療機関の開設者又は 管理者に対して、次の 事項を命ずること ができる。

前項の場合において は、国庫は、予算 の定める範囲内におい て、その設置に要する 費用の一部を補助 する。

設置を命ずるこ とができる。

第三十四条
２

三

二

一

第三十五条

２

医療法人の うち、次に掲げる 要件に該当するものと して、政令で定めるとこ ろにより都道府県 知事の認定を受けたも の

ることができる 。
第四十 二条の二

（以下「社 会医療法人」という。 ）は、その開設する 病院、診療所、介護 老人保健施設又は介護 医療院（指定管理 者として管理する病

院等を含む。） の業務に支障のない限り 、定款又は寄附行 為の定めるところによ り、その収益を当該社 会医療法人が開設 する病院、診

療所 、介護老人保健施 設又は介護医療院の経 営に充てることを目 的として、厚生労働 大臣が定める業務（以下 「収益業務」と いう。）
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二以上の都道府 県において病院又 は診療所を開設する医 療法人（ロに掲げる者 を除く。）

イ又はロに定 める都道府県）に おいて行つていること 。
イ
の都道 府県

一の 都道府県において病院 を開設し、かつ、 当該病院の所在地の都 道府県の医療計画にお いて定める第三十 条の四第二項第十二

号に規定する区域 に隣接した当該都道府 県以外の都道府県 の医療計画において定 める同号に規定する区 域において診療所 を開設す
当該病院の 所在地の都道府県

る 医療法人であつて、 当該病院及び当該診療所 における医療の 提供が一体的に行われて いるものとして厚生労 働省令で定める基 準
に適合す るもの

当該業務を行う 病院又は診療所の 構造設備

前号の業 務について、次に掲 げる事項に関し厚生労 働大臣が定める基 準に適合していること 。
イ

当該業務を行うため の体制

ロ

当該 病院又は診療所の所在 地の全て

次条にお いて同じ。）に係 る業務を当該病院又は 診療所の所在地の都道 府県（次のイ又は ロに掲げる医療法人に あつては、それぞれ

救急医療等確保事 業（当該医療法人が開 設する病院又は診療所 の所在地の都道府 県が作成する医療計画に 記載されたものに 限る。

労働省令で定め る特殊の関係がある者 が評議員の総数の三分 の一を超えて含ま れることがないこと。

財団た る医療法人の評議員の うちには、各評議員に ついて、その評議 員、その配偶者及び三 親等以内の親族その 他各評議員と厚生

で定 める特殊の関係があ る者が社員の総数の三分 の一を超えて含 まれることがないこと。

社団たる医療法人 の社員のうちには、各 社員について、そ の社員、その配偶者及 び三親等以内の親族 その他各社員と厚生 労働省令

がある者が役 員の総数の三分の一を超 えて含まれるこ とがないこと。

役員の うちには、各役員につ いて、その役員、 その配偶者及び三親等 以内の親族その他各 役員と厚生労働省令 で定める特殊の関係

を行 うことができる。
一
二
三
四

五
ロ
当該 業務の実績

前各号に掲 げるもののほか、公 的な運営に関する厚 生労働省令で定める要件 に適合するもの であること。

ハ
六

都 道府県知事は、前項の 認定をするに当た つては、あらかじめ、 都道府県医療審議会の意 見を聴かなければ ならない。

定款又は寄附行為 において解散時の残 余財産を国、地方公 共団体又は他の社会医 療法人に帰属させ る旨を定めていること 。

２

収益業務 に関する会計は、当該 社会医療法人が開 設する病院、診療所、 介護老人保健施設又は 介護医療院（指定 管理者として管理す

七
３

る病院等を含む 。）の業務及び前条各号 に掲げる業務に関 する会計から区分し、 特別の会計として経理 しなければならな い。
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第五条第二項若 しくは第二十五条 第二項若しくは第四項 の規定による診療 録若しくは助産録の提出 又は同条第一項若しく は

職 務上前項の秘密を知り 得た他の公務員又は公務 員であつた者が 、正当な理由がなくその 秘密を漏らしたと きも、同項と同様とす る

第六条の十三 第四項、第六条の二十一 、第六条の二十二第二 項、第三十条の二 十一第四項又は第三十 条の二十五第五項 の規定に違反

総則

医師は、医療及 び保健指導を掌ること によつて公衆衛生 の向上及び増進に寄与 し、もつて国民の健康 な生活を確保する ものとす

第一章

医師法（昭和二十三 年法律第二百一号 ）（抄）

した 者は、一年以下の 懲役又は五十万円以下 の罰金に処する。

。

円以下の罰金に処する 。

り得た医師、歯 科医師若しくは助産師の 業務上の秘密又 は個人の秘密を正当な理 由がなく漏らした ときは、一年以下の懲 役又は五十万

第三項の規 定による診療録若しく は助産録の検査に 関する事務に従事した 公務員又は公務員で あつた者が、その職 務の執行に関して知

第八十 六条

２
３

○

第 一条
る。

医師 になろうとする者 は、医師国家試験に合 格し、厚生労働大臣の 免許を受けなけれ ばならない。

免許

第二条

この章に規定す るもののほか、免 許の申請、医籍の登録 、訂正及び抹消、免許 証の交付、書換交 付、再交付、返納及び 提出並び

第二章

第八条

に住 所の届出に関して必要 な事項は政令で、第 七条の二第一項の再 教育研修の実施、同条第 二項の医籍の登録 並びに同条第三項の再 教

医師国家試験は 、臨床上必要な医学及 び公衆衛生に関し て、医師として具有す べき知識及び技能につい て、これを行う 。

育研修修了 登録証の交付、書換交 付及び再交付に関し て必要な事項は厚生 労働省令で定める。
第九条
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試験

医師国家試験 は、左の各号の一に該 当する者でなけれ ば、これを受けること ができない。

第三章
第十一条

学校教育法（昭和二十 二年法律第二十六号）に 基づく大学（以 下単に「大学」という。 ）において、医学 の正規の課程を修めて 卒

医師国家試 験予備試験に合格した者 で、合格した後一年以 上の診療及び公衆 衛生に関する実地修練 を経たもの

一
二

外国の医学校を卒 業し、又は外国で医師 免許を得た者で、厚生 労働大臣が前二号 に掲げる者と同等以上の 学力及び技能を有 し、且

業した者
三

この章に規定 するものの外、試 験の科目、受験手続そ の他試験に関して必要 な事項及び実地修 練に関して必要な事項 は、厚生

つ、適当 と認定したもの
第十六条

臨床 研修

労働 省令でこれを定める。
第三章の二

診療に従事し ようとする医師は、二年 以上、医学を履 修する課程を置く大学に 附属する病院又は厚 生労働大臣の指定す る

厚 生労働大臣は、第十六条 の二第一項の規 定による臨床研修を修了 した者について、その 申請により、臨床 研修を修了し

第一項の規定の適用 については、外国 の病院で、厚生労働大 臣が適当と認めたもの は、同項の厚生労 働大臣の指定する病院 とみなす

ない。

厚生労働 大臣は、第一項の 指定又は前項の指定の 取消しをしようとする ときは、あらかじ め、医道審議会の意見 を聴かなければなら

消す ことができる。

厚生労働大臣は 、前項の規定により指 定した病院が臨床研修 を行うについて不 適当であると認めるに 至つたときは、その 指定を取り

病院において 、臨床研修を受けな ければならない。

第十六条 の二
２
３
４
。
第十六条の四

た旨 を医籍に登録する 。
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２

前 条第一項の登録を受けよ うとする者及び 臨床研修修了登録証の書 換交付又は再交 付を受けようとする者は 、実費を勘案

厚 生労働大臣は、前項の 登録をしたときは 、臨床研修修了登録証 を交付する。

第十六条の五

この章に規定するも ののほか、第十六条の 二第一項の指定、 第十六条の四第一項の 医籍の登録並びに 同条第二項の臨床研

して政令で定める額の 手数料を納めなければ ならない。
第十六条の六

修修了登録証の 交付、書換交付及び再交 付に関して必要な事項 は、厚生労働省令 で定める。
業務

医師でなけれ ば、医業をなして はならない。

第四章
第十七条

厚生労働大臣は、 公衆衛生上重大な 危害を生ずる虞がある 場合において、その危 害を防止するため 特に必要があると認

医師 試験委員

厚生労働大臣は、前 項の規定による指示を するに当つては、 あらかじめ、医道審議 会の意見を聴かなけれ ばならない。

めるときは、医 師に対して、医療又は保 健指導に関し必 要な指示をすることがで きる。

第二十四条の 二
２
第五章
削除

医師試 験委員その他医師 国家試験又は医師国家 試験予備試験に関する事 務をつかさどる 者は、その事務の施行に 当たつて厳正

第二十 五条及び第二十六 条
第三十条

を保持し、不正の行為 のないようにしなけ ればならない。
雑則

厚生労働 大臣は、医療を受ける 者その他国民によ る医師の資格の確認及 び医療に関する適切な選 択に資するよう 、医師の

第五章の二
第三十 条の二
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第六条第三項 、第七条第五項及び第九 項前段、同条第 十一項及び第十二項（こ れらの規定を第七 条の二第五項において 準

罰則

氏名 その他の政令で定める 事項を公表するも のとする。
第六章
第三十 条の三

用する場合 を含む。）、第七条第 六項において準用する 行政手続法第十五 条第一項及び第三項（ 同法第二十二条第三 項において準用す

る場合を含む。 ）、第十六条第四項、第 十八条第一項及び第三 項、第十九条第一 項、第二十条第六項並 びに第二十四条第 三項並びに第

七条 第九項後段におい て準用する同法第二十 二条第三項において準 用する同法第十五 条第三項の規定により都 道府県が処理する ことと

されている 事務は、地方自 治法（昭和二十二年法律 第六十七号）第二条第 九項第一号に規定 する第一号法定受託事 務とする。

法人の 代表者又は法人若 しくは人の代理人、使 用人その他の従業者が 、その法人又は人 の業務に関して前条第 三号の違

健康保険法（大正十 一年法律第七十号）（ 抄）

反行 為をしたときは、行為 者を罰するほか、 その法人又は人に対し ても同条の罰金刑を科す る。

第三十三条の三

○
（療養の給付 ）

三

二

一

居宅における療養 上の管理及びその療 養に伴う世話その他 の看護

処置、手術 その他の治療

薬剤又 は治療材料の支給

診察

被保険 者の疾病又は負傷に関 しては、次に掲げる療 養の給付を行う。

四

病院又は診療所への入 院及びその療養に伴 う世話その他の看護

食事の提供 である療養であって前項 第五号に掲げる療 養と併せて行うもの（ 医療法（昭和二十三年 法律第二百五号） 第七条第二項

次に掲げ る療養に係る給付は、 前項の給付に含ま れないものとする。

五

第六十三条

２
一

第 四号に規定する療 養病床（以下「療養病 床」という。）への入 院及びその療養に 伴う世話その他の看護で あって、当該療 養を受け
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３

４
５
６
７

二

三

四

五

る 際、六十五歳に達する 日の属する月の翌 月以後である被保険者 （以下「特定長期入院 被保険者」という。 ）に係るものを除く。 以
下「食事 療養」という。）

次に掲げる 療養であって前項第五号 に掲げる療養と 併せて行うもの（特定長 期入院被保険者に 係るものに限る。以下 「生活療養」
イ
温度 、照明及び給水に関す る適切な療養環境の形 成である療養

食事の提供である療 養

という。）
ロ

厚生労働大 臣が定める高度の医療技 術を用いた療養その他 の療養であって、 前項の給付の対象とす べきものであるか 否かについて

、 適正な医療の効率 的な提供を図る観点か ら評価を行うことが必 要な療養（次号の 患者申出療養を除く。） として厚生労働大臣 が定
めるもの （以下「評価療養 」という。）

高度の医療 技術を用いた療養 であって、当該療養を 受けようとする者の申出 に基づき、前項 の給付の対象とすべきも のであるか否

かについて、適正な 医療の効率的な提 供を図る観点から評価 を行うことが必要な療 養として厚生労働 大臣が定めるもの（以 下「患者
申 出療養」という。）

被保険 者の選定に係る特別の 病室の提供その他 の厚生労働大臣が定め る療養（以下「選定療 養」という。）

第一項の給付 を受けようとする者は、 厚生労働省令で 定めるところにより、次 に掲げる病院若しく は診療所又は薬局の うち、自己の
選 定するものから受け るものとする。

厚生 労働大臣の指定を 受けた病院若しくは診療 所（第六十五条 の規定により病床の全部 又は一部を除いて指定 を受けたときは、 そ

特定の保険者が 管掌する被保険者に 対して診療又は調剤を 行う病院若しくは 診療所又は薬局であっ て、当該保険者が指定 したもの

一
二

健康保険組合である 保険者が開設する病 院若しくは診療所又は 薬局

の除外された 病床を除く。以下 「保険医療機関」とい う。）又は薬局（ 以下「保険薬局」とい う。）
三

第二項第 四号の申出は、厚 生労働大臣が定めると ころにより、厚生労働 大臣に対し、当該 申出に係る療養を行う 医療法第四条の三に

規定する臨床研 究中核病院（保険医 療機関であるものに 限る。）の開設者の意見 書その他必要な 書類を添えて行うものと する。

厚生労働大臣は、第 二項第四号の申出 を受けた場合は、当該 申出について速やかに 検討を加え、当該 申出に係る療養が同号 の評価を
行う ことが必要な療養と認 められる場合には、 当該療養を患者申出 療養として定めるものと する。

厚生労働 大臣は、前項の規定に より第二項第四号 の申出に係る療養を患 者申出療養として定め ることとした場合 には、その旨を当該
申出を行った者 に速やかに通知するもの とする。

厚 生労働大臣は、第 五項の規定により第二 項第四号の申出に ついて検討を加え、当 該申出に係る療養を患者 申出療養として 定めない
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こと とした場合には、理由 を付して、その旨 を当該申出を行った者 に速やかに通知する ものとする。
（保険医療機関 又は保険薬局の指定）

第六十三条 第三項第一号の指定は 、政令で定めると ころにより、病院若し くは診療所又は薬 局の開設者の申請によ り行う。

厚生労働大臣 は、第一項の申請があっ た場合において、次の 各号のいずれかに 該当するときは、第六 十三条第三項第一 号の指定をし

る病床の種 別（第四項第二号及び 次条第一項において単 に「病床の種別」 という。）ごとにその 数を定めて行うもの とする。

前 項の場合において、そ の申請が病院又は病床を 有する診療所に 係るものであるときは、 当該申請は、医療 法第七条第二項に規定 す

第六十五条
２
３

当該申請に係る 病院若しくは診療所 又は薬局の開設者又は 管理者が、この法 律、船員保険法、国民 健康保険法（昭和三十 三年法律

行を受けるこ とがなくなるまで の者であるとき。

当該 申請に係る病院若 しくは診療所又は薬局の 開設者又は管理 者が、禁錮（こ）以上の 刑に処せられ、その執 行を終わり、又は 執

も のの規定により罰 金の刑に処せられ、そ の執行を終わり、 又は執行を受けること がなくなるまでの者であ るとき。

当該申請に 係る病院若しくは診療所 又は薬局の開設 者又は管理者が、この法 律その他国民の保健医 療に関する法律で 政令で定める

る場合を 含む。）の規定による 指導を受けたもの であるとき。

七 十三条第一項（第八十 五条第九項、第八 十五条の二第五項、第 八十六条第四項、第百十 条第七項及び第百 四十九条において準用 す

当該申請に係る病 院若しくは診療所 又は薬局が、保険給付 に関し診療又は調剤の 内容の適切さを欠 くおそれがあるとして 重ねて第

の指定を取り 消され、その取消 しの日から五年を経過 しないものであるとき。

当該申 請に係る病院若 しくは診療所又は薬局が 、この法律の規定によ り保険医療機関又 は保険薬局に係る第六 十三条第三項第一 号

ない ことができる。
一
二

三
四
五

第 百九十二号）、高齢者 の医療の確保に関 する法律、地方公務員 等共済組合法（昭 和三十七年法律第百五十 二号）、私立学校教職 員

共済法（ 昭和二十八年法律第二 百四十五号）、厚 生年金保険法（昭和二 十九年法律第百十 五号）又は国民年金法 （昭和三十四年法律

第百四十一号 ）（第八十九条第四項 第七号において「 社会保険各法」という。 ）の定めるとこ ろにより納付義務を負う 保険料、負担

金又は掛金（地方税 法（昭和二十五年法律 第二百二十六号） の規定による国民健康 保険税を含む。以 下この号、第八十九条 第四項第

七 号及び第百九十九条第 二項において「社会保 険料」という。） について、当該申請をし た日の前日までに 、これらの法律の規定 に

基づく滞 納処分を受け、かつ、 当該処分を受けた日か ら正当な理由なく 三月以上の期間にわた り、当該処分を受 けた日以降に納期限

の到来した社 会保険料のすべて（当該 処分を受けた者が、 当該処分に係る社会 保険料の納付義務を負 うことを定める法 律によって納

付 義務を負う社会保 険料に限る。第八十九 条第四項第七号におい て同じ。）を引き 続き滞納している者であ るとき。
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４

○

六

前各号のほか、当該申 請に係る病院若し くは診療所又は薬局が 、保険医療機関又は 保険薬局として著しく 不適当と認められるも の
であると き。

厚生労働大臣 は、第二項の病院又は診 療所について第 一項の申請があった場合 において、次の 各号のいずれかに該当す るときは、そ

その他適正な医療の効 率的な提供を図る 観点から、当該病院又 は診療所の病床の利用に 関し、保険医療機 関として著しく不適当 な

三十条の十一の規定 による都道府県知 事の勧告を受け、これ に従わないとき。

えることにな ると認める場合（ その数を既に超えてい る場合を含む。）であっ て、当該病院又 は診療所の開設者又は管 理者が同法第

法第三十 条の四第一項に規 定する医療計画におい て定める基準病床数を 勘案して厚生労働 大臣が定めるところに より算定した数を超

当該申請に係る病 床の種別に応じ、医療 法第七条の二第一項に 規定する地域にお ける保険医療機関の病床 数が、その指定に より同

定した員数を満 たしていないとき。

する厚生 労働省令で定める員数 及び同条第三項に規定 する厚生労働省令 で定める基準を勘案し て厚生労働大臣が定め る基準により算

当該病院又は診療所の 医師、歯科医師、看護師 その他の従業者 の人員が、医療法第二十 一条第一項第一号 又は第二項第一号に規 定

の申請に係る病床の全 部又は一部を除いて、 第六十三条第三項 第一号の指定を行うこ とができる。
一

二

三
ところが あると認められるとき 。

地域 保健法（昭和二十二 年法律第百一号）（抄）

保健所は、 都道府県、地方自治法 （昭和二十二年法律第 六十七号）第二百 五十二条の十九第一項 の指定都市、同法第 二百五十二

精神保健及び 精神障害者福祉に関する 法律（昭和二十 五年法律第百二十三号） （抄）

三号）第百十八条第二 項第一号に規定する 区域を参酌して、保 健所の所管区域を設定 しなければならな い。

るため、医療法 （昭和二十三年法律 第二百五号）第三十 条の四第二項第十二号に 規定する区域及 び介護保険法（平成九年 法律第百二十

都道府県 は、前項の規定に より保健所を設置する 場合においては、保健 医療に係る施策と 社会福祉に係る施策と の有機的な連携を図

条の 二十二第一項の中核 市その他の政令で定 める市又は特別区が、 これを設置する。

第五条
②

○
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精神障害者が自 ら入院する場合に おいては、精神科病院 の管理者は、その 入院に際し、当該精神障 害者に対して第三十八 条

精神科病院の管 理者は、第三項又は第 四項後段の規定による 措置を採る場合に おいては、当該任意入 院者に対し、当該措 置を採る旨

関する記録を 作成し、これを保存 しなければならない。

精神 科病院の管理者は、 第四項後段の規定による 措置を採つたと きは、遅滞なく、厚生労 働省令で定めるとこ ろにより、当該措置 に

の とする。

一項」とあるの は「第二十一条第四項に 規定する特定医 師は、同項」と、「当該 指定医」とあるのは「 当該特定医師」と 読み替えるも

第十九条 の四の二の規定は、前 項の規定により診 察を行つた場合につい て準用する。この場合 において、同条中 「指定医は、前条第

要が あると認めたときは、 前二項の規定にか かわらず、十二時間を 限り、その者を退院させ ないことができる 。

任意入院者の診察を行 わせることができ る。この場合において 、診察の結果、当該任 意入院者の医療及 び保護のため入院を継 続する必

の四第一項の規 定による登録を受 けていることその他厚 生労働省令で定める基準 に該当する者に 限る。以下「特定医師」 という。）に

は、緊急そ の他やむを得な い理由があるときは、指 定医に代えて指定医以 外の医師（医師法 （昭和二十三年法律第 二百一号）第十六 条

前 項に規定する場合 において、精神科病院 （厚生労働省令で定め る基準に適合する と都道府県知事が認める ものに限る。） の管理者

する必要がある と認めたときは、同項の 規定にかかわらず、七 十二時間を限り、 その者を退院させない ことができる。

前項に規 定する場合において、 精神科病院の管理者は 、指定医による診 察の結果、当該任意入 院者の医療及び保 護のため入院を継続

を退 院させなければならな い。

精神科病院の管理者 は、自ら入院した精神 障害者（以下「任 意入院者」という。） から退院の申出が あつた場合においては 、その者

記載した書面を 受けなければならない。

の四の規定 による退院等の請求に 関することその他 厚生労働省令で定める 事項を書面で知らせ 、当該精神障害者か ら自ら入院する旨を

第二十 一条

２
３
４

５

６
７

、第 三十八条の四の規定 による退院等の請求 に関することその他厚 生労働省令で定め る事項を書面で知らせな ければならない。

沖縄の復帰に伴う特 別措置に関する法 律（昭和四十六年法律 第百二十九号）（抄）

（略）

○
ほ

第百条

（略）

（介 輔）

２～５
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６

ほ

介輔が病院及び診療所以外の場所において公衆又は特定多数人のためその業務を行う場合においては、当該場所を診療所とみなして

、医療法の 診療所に関する規定（ 第三条第一項、第 六条の三及び第六条の 四の規定を除く。） を適用する。この場 合において、同法第

七条第一項中「 医師法（昭和二十三年法 律第二百一号） 第十六条の四第一項の規 定による登録を受 けた者（同法第七条の 二第一項の規

定による厚生労働大臣 の命令を受けた者にあ つては、同条第二 項の規定による登録を 受けた者に限る。以 下「臨床研修等修了 医師」と

いう 。）及び歯科医師法（ 昭和二十三年法律第二百 二号）第十六条 の四第一項の規定による 登録を受けた者（ 同法第七条の二第一項 の

規定による 厚生労働大臣の命令を 受けた者にあつては、 同条第二項の規定 による登録を受けた者 に限る。以下「臨床 研修等修了歯科医

師」という。） 」とあり、同条第二項中 「臨床研修等修了医師 及び臨床研修等修 了歯科医師」とあり、 同法第八条中「臨 床研修等修了

医師 、臨床研修等修了 歯科医師」とあり、同 法第十条中「臨床研修 等修了医師」とあ り、同法第六条の五第三 項第七号、第十二 条第二
ほ

項、第十五 条第一項及び第 八十六条第一項中「医師 、歯科医師」とあり、 並びに同法第十四 条の二第一項第二号及 び第三号中「医師 又

国家戦略特別 区域法（平成二十五年法 律第百七号）（ 抄）

（略）

は歯科医師」とあるのは、それぞれ「介輔」とする。
７～

○
（医療法 の特例）

国 家戦略特別区域会議が 、第八条第二項第二号 に規定する特定事 業として、国家戦略特 別区域高度医療提供事 業（国家戦略特

前項の区域計 画には、第八条第二項第 四号に掲げる事 項として、国家戦略特別 区域高度医療提供事業 に係る必要な病床 の病床数を定

病床数とみ なして、当該申請に対 する許可に係る事務 を行うことができる 。

該申 請に係る当該医療計画 において定められた 同条第二項第十四号 に規定する基準病床数に 次項の病床数を加 えて得た数を、当該基 準

略特別区域高度医療提 供事業に係る必要な 病床を含む病院の開 設の許可の申請その他 の政令で定める申 請があった場合におい ては、当

る医療計画が公 示された後に、当該 国家戦略特別区域高 度医療提供事業の実施主 体として当該区 域計画に定められた者か ら当該国家戦

以後は、都 道府県は、医療法（ 昭和二十三年法律第 二百五号）第三十条の 四第十六項の規定 により当該都道府県の 同条第一項に規定す

び別 表の二の項において 同じ。）を定めた区 域計画について、内閣 総理大臣の認定を 申請し、その認定を受け たときは、当該認定の 日

別区域において、世 界最高水準の高度の 医療であって、国内に おいてその普及が 十分でないものを提供 する事業をいう。以下 この条及

第十四条

２

める ものとする。
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10

○
則

地域包括ケア システムの強化のための 介護保険法等の 一部を改正する法律（平 成二十九年法律 第五十二号）（抄）
附
（療養病床に係 る既存の病床数の算定に 関する措置）

都道府県知 事が、医療法第七条の 二第一項から第三項ま での場合又は第七 条の規定による改正後の 医療法（次条に おいて「

この 法律で、学校とは、幼 稚園、小学校、中学校 、義務教育学校、 高等学校、中等教育学 校、特別支援学校、大 学及び高等専門

学校教育法（昭和二 十三年法律第二十六号 ）（抄）

府県 の条例で定めるところ により、既存の療 養病床（同法第七条第 二項第四号に規定する療 養病床をいう。） の病床数とみなす。

護老人保健施設及び介 護医療院の入所定 員数については、平成 三十六年三月三十一日 までの間、厚生労 働省令で定める基準に 従い都道

四第一項に規定 する医療計画にお いて定める同条第二項 第十二号に規定する区域 における既存の 病床数を算定するに当た っては、新介

新医療法」 という。）第三 十条の十二第一項におい て読み替えて準用する 医療法第七条の二 第三項の場合において 、医療法第三十条 の

第二十 八条

○
第一条
学校とする。

大学は、学術の中 心として、広く知識を 授けるとともに、深く 専門の学芸を教授 研究し、知的、道徳的 及び応用的能力を展

前条の大学のうち、深く 専門の学芸を教 授研究し、専門性が求め られる職業を担うため の実践的かつ応用 的な能力を展

大学は、その目的を 実現するための教 育研究を行い、その成 果を広く社会に提供す ることにより、社 会の発展に寄与するも のとする

開させることを 目的とする。

第八十三条
②
。
第八十三条の二

開さ せることを目的と するものは、専門職大 学とする。
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②
③

専 門職大学は、文部科学 大臣の定めるとこ ろにより、その専門性 が求められる職業 に就いている者、当該職 業に関連する事業を行 う

者その他の 関係者の協力を得て、 教育課程を編成し 、及び実施し、並びに 教員の資質の向上を 図るものとする。

大学には、学部 を置くことを常例とする 。ただし、当該 大学の教育研究上の目的 を達成するため有 益かつ適切である場合 に

専門職大学に は、第八十七条第二項に 規定する課程を 置くことができない。

第八十 五条
おいては、 学部以外の教育研究上 の基本となる組織を置 くことができる。

大学の修業 年限は、四年とする。 ただし、特別の専門事 項を教授研究する 学部及び前条の夜間にお いて授業を行う 学部につ

医学を履修す る課程、歯学を履 修する課程、薬学を履 修する課程のうち臨床 に係る実践的な能 力を培うことを主たる目 的とするもの

いては、そ の修業年限は、 四年を超えるものとする ことができる。

第八十 七条
②

又は獣医学を履修する 課程については、 前項本文の規定にかか わらず、その修業年限 は、六年とする。

大 学に入学することので きる者は、高等学 校若しくは中等教育学 校を卒業した者若しく は通常の課程によ る十二年の学校教育

前項 の規定にかかわらず 、次の各号に該当する大 学は、文部科学 大臣の定めるところによ り、高等学校に文部 科学大臣の定める年 数

、 これと同等以上の学 力があると認められた 者とする。

を修了した者（ 通常の課程以外の課程に よりこれに相当 する学校教育を修了した 者を含む。）又は文部 科学大臣の定める ところにより

第九十条

②

以上在学した 者（これに準ずる者 として文部科学大臣が 定める者を含む。 ）であつて、当該大学 の定める分野において特 に優れた資質
当該分野に関する教 育研究が行われてい る大学院が置かれてい ること。

を有すると認めるも のを、当該大学に入 学させることができる 。
一

当該分 野における特に優れ た資質を有する者の 育成を図るのにふさわ しい教育研究上の 実績及び指導体制を有 すること。

大学には学 長、教授、准教授 、助教、助手及び事務 職員を置かなければな らない。ただし、 教育研究上の組織編制 として適

二
第九十二条

③

②

副 学長は、学長を助 け、命を受けて校務を つかさどる。

学長は、校務 をつかさどり、所属職員 を統督する。

大学には 、前項のほか、副学長 、学部長、講師、 技術職員その他必要な 職員を置くことができ る。

切と 認められる場合には、 准教授、助教又は助 手を置かないことが できる。

④

- 33 -

⑤

教授は、 専攻分野について、教 育上、研究上又は 実務上の特に優れた知 識、能力及び実績 を有する者であつて、 学生を教授し、その

学 部長は、学部に関する 校務をつかさどる 。

准教授は、専攻分野 について、教育上、研 究上又は実務上の 優れた知識、能力及び 実績を有する者で あつて、学生を教授し 、その研

研究を指導し、 又は研究に従事する。

⑥
⑦
究を 指導し、又は研究に従 事する。

助教は、 専攻分野について、教 育上、研究上又は実務 上の知識及び能力 を有する者であつて、 学生を教授し、そ の研究を指導し、又
助 手は、その所属す る組織における教育研 究の円滑な実施に必要 な業務に従事する 。

⑧
⑨
講師は、 教授又は准教授 に準ずる職務に従事する 。

は研究に従事す る。
⑩
大学に、教 授会を置く。

二

一

前二号に掲げるも ののほか、教育研究に 関する重要な事項 で、教授会の意見を聴 くことが必要なものとし て学長が定める もの

学位の授与

学生の 入学、卒業及び課程の 修了

教 授会は、学長が次に掲 げる事項について 決定を行うに当たり意 見を述べるものとする 。

第九十三条
②

三

教授 会は、前項に規定す るもののほか、学長及び 学部長その他の 教授会が置かれる組織の 長（以下この項にお いて「学長等」とい う。
教授会の組織に は、准教授その他の職 員を加えることができ る。

③
④

医師法第十六 条の二第一項に規 定する臨床研修に関す る省令（平成十四年厚生 労働省令第百五 十八号）（抄）

）がつかさど る教育研究に関する 事項について審議し、 及び学長等の求め に応じ、意見を述べる ことができる。

○

厚生 労働大臣は、第四条第 一項の申請があっ た場合において、当該 病院が次の各号に適合 していると認める ときでなければ、基

（指 定の基準）
第六条

幹型臨床研修病 院の指定をしてはならな い。ただし、協力 型臨床研修病院と共同 して臨床研修を行おう とする場合にあっ ては、第三号

、第 五号及び第十一号 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
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２

臨床 研修を行おうとする場 合にあっては、第 五号、第七号、第九号 、第十二号及び第十 六号に掲げる事項につ いては、これらの号に 係

四

三

二

一

臨床研修を 行うために必要な症例が あること。

救急医 療を提供していること 。

臨床研修を行うために 必要な診療科を置いてい ること。

医療法施行規則（ 昭和二十三年厚生省令 第五十号）第十九 条第一項第一号に規定 する員数の医師を有 していること。

第二条に規 定する臨床研修の基本理 念にのっとった 研修プログラムを有して いること。

る当該研修 協力施設の状況を併せ て考慮するものと する。

五

プロ グラム責任者を適切に 配置していること 。

臨床病理検討会を 適切に開催しているこ と。

十一
適切な指 導体制を有していること 。

六

十二

研修医の募集定 員が、研修医の適正配 置の観点から適切 であること。

臨床研 修の実施に関し 必要な施設及び設備を有 していること。

十三

受 け入れる研修医の 数が、臨床研修を行うた めに適切である こと。

七

十四

研修医 の募集及び採用の方 法が臨床研修の実施の ために適切なもの であること。

患者の病歴 に関する情報を適 切に管理していること 。

十五

研修医に対す る適切な処遇を確保 していること。

八

十六

協力型臨床研修病 院として研修医に対 して臨床研修を行った 実績があること。

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。

十七

協力 型臨床研修病院、研 修協力施設（病院又 は診療所に限る。）又 は大学病院と連携 して臨床研修を行うこ と。

九

十八

臨床研修 病院群を構成する関 係施設相互間で緊密 な連携体制を確保してい ること。

研修管理委員会を設置 していること。

十九

協力型臨床研修 病院と共同して臨床 研修を行う場合にあ っては、当該病院が次 項各号に適合して いること。

十

二十

厚 生労働大臣は、前条の 申請があった場合 において、当該病院が 次の各号に適合している と認めるときでな ければ、協力型臨床研 修
一

基幹型臨床研修病 院として共同して臨床 研修を行うこととな る病院が前項各号に 適合していること。

前項第一号 、第二号、第七号から第 九号まで、第十二 号、第十四号及び第十 六号に適合しているこ と。

病院の指定 をしてはならない。
二
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３

厚 生労働大臣は、第四条 第一項又は前条の 申請があった場合にお いて、当該病院が 次の各号のいずれかに該 当するときは、臨床研 修
一

その開設者又は管 理者に医事に関する犯 罪又は不正の行為 があり、臨床研修を行 うことが適当でない と認められること。

第十四条第 一項の規定により指定を 取り消され、そ の取消しの日から起算し て二年を経過して いないこと。

病院の指定 をしてはならない。
二
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