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都城北諸県地域医療構想調整会議議事録

１ 日時

平成３１年３月７日（木） 午後７時～午後８時３０分

２ 会場

都城市上川東３－１４－３ 都城保健所多目的室

３ 出席者

(1) 各団体等

一般社団法人都城市北諸県郡医師会 会長 田口 利文

〃 副会長 楢原 進一郎

〃 病院部会長 飯田 正幸

〃 有床診療所代表 仮屋 純人

一般社団法人都城歯科医師会 会長 永井 省二

一般社団法人都城市北諸県郡薬剤師会 会長 落合 晋介

公益社団法人宮崎県看護協会 都城・北諸県地区理事 藤本 雪美

宮崎県保険者協議会（都城市 保険年金課副課長） 山下 雅史

独立行政法人国立病院機構 都城医療センター 副院長 吉住 秀之

都城市 健康部長 新甫 節子

三股町 町民保健課長 横田 耕二

(2) 事務局

都城保健所 所長、総括次長、技術次長、総務企画課長、総務企画担当

県福祉保健部 医療薬務課長、医務・計画担当

健康増進課母子・歯科保健担当

４ 内容

(1) 議事録署名人選出

要綱第７条第２項の規定により、議事録署名人に宮崎県保険者協議会の山下氏

及び三股町の横田氏を選出

(2) 議事

ア 宮崎県地域医療構想調整会議（平成31年1月25日開催）について

資料 1－ 1、1－ 2に基づき、事務局から説明。
（委員）

資料 1 － 2 のイメージ図の見方ですが、高度急性期の医療については、都城
圏域は宮崎大学医学部附属病院がカバーするという考え方で、県立宮崎病院は

カバーしないという考え方でしょうか。

（事務局）

医療計画でいう１次・２次・３次の救急医療機関と、この資料の高度急性期
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を担う病床は、少し捉え方が違っています。高度急性期の病床数は、４頁の２

に記載されているとおりですが、医療計画で言う３次救急医療機関のカバーす

る範囲は、全県的な設定になりますので、宮崎大学病院を中心に対応するとい

うことになります。

（委員）

この資料 1 － 2 を見ると、県立宮崎病院は、都城圏域、日南圏域をカバーす
るような高度急性期体制の病床数としては、カバーしていないように見えるの

ですが。

（事務局）

これは、圏域毎の高度急性期を担う病床数が現在、何床あるのかということ

を記載しています。実際に、患者さんが移動して医療を受ける受けないという

ことではなく、あくまで圏域における高度急性期を担う病床数が何床あるかと

ということになります。例えば都城圏域の患者さんが３次救急医療機関に搬送

されれば、当然に医療は提供することになります。あくまでも病床数が今のと

ころ各圏域の病床数が現在のところこれだけになっているという話です。

（委員）

では、この資料は、各々の圏域の病床、例えば、県立宮崎病院は宮崎東諸県

医療圏域の病院としてカウントしているということですか。

（事務局）

はい。そのとおりです。地域医療構想では宮崎大学医学部附属病院も構想区

域としては宮崎東諸県医療圏域に入りますが、医療提供については、３次救急

医療機関なので全県的にカバーするということになります。

（委員）

私もこの資料の記載の仕方が、県立宮崎病院は日向入郷から西諸までしか矢

印がなく、都城北諸県圏域や日南串間圏域は入ってなかったので、この資料の

見方について疑問に思ったところです。

（事務局）

この資料ですが、所長が説明しましたとおりでございまして、吹き出しを書

いたりする関係でこういうイメージ図になってしまいましたが、県立宮崎病院

及び宮崎大学医学部附属病院は、３次医療救急機関ですので、全県域で高度救

急医療を提供する役割になっています。このイメージ図から見ると委員がおっ

しゃられたとおりのことを読み取られるかもしれませんけれども、ただ今説明

したとおりでございますので、ご理解をいただければと思います。

（委員）

このイメージ図の矢印が、県立宮崎病院は都城北諸県県域をカバーされていな

かったので考え方についてお聞きしたところです。

（事務局）

県立病院については、宮崎大学医学部附属病院と同様に県立宮崎病院は、全て

圏域にかかるような吹き出しにすれば誤解のないイメージ図になったんではない

かなという風に思いますけれども、医療計画上はそのようになっておりますが、
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県立宮崎病院は、全ての圏域から搬送された患者さんに対して医療は提供してい

ただけるという風にご理解いただければと思います。

（委員）

そのように記載していただければと思います。

（事務局）

分かりました。

イ 病床機能報告及び具体的対応方針シートについて

資料 2－ 1、2－ 2、2－ 3に基づき、事務局から説明。
（委員）

資料 2 － 1 ですが、考え方の整理をしたいのですが、結局これは診療報酬の
点数だけで高度急性期、急性期等を区分していますが、実際に我々が診療を行

う時には、例えば手術の患者が入院して、その当日は高度急性期か急性期かも

しれませんが、数日後又は翌月からは回復期、慢性期になる可能性がある。そ

うすると看護のことは何も考慮していないですよね。最初の日は１０対１でい

いけど、その後にどういう体制で看護を行うんだということは国から全く説明

されていないんですよ。そういうことを決めちゃいけないのか、決めないのか。

それで病床を変えろといわれても対応できないということがすごくあるので、

２０２５年までに国はそういった方針というのをきちんと出してもらうように

県のほうからも言っていただいて、中央の方でいろいろ決めていただければと

思います。そうしたらもうちょっとみんなが考えやすくなると思います。よろ

しくお願いします。

（事務局）

分かりました。県の方に伝えます。

（委員）

非常に基礎的な質問ですが、資料 2 － 1 の資料から現在ある病床は２，９０
０床ですが、２０２５年の病床数の必要量は１，９００床ということですよね

１，０００床が少なくなる、これが２０２５年。２０２５年から高齢者増える

んですよね。これでいいんでしょうか。

（事務局）

これはあくまでも慢性期の患者さんの何割かが在宅医療に移行するという前

提がございますので、在宅医療が実際にできないとなると病床を残さざるを得

ないんじゃないかという考えはあります。厚生労働省の考えとしては、やはり

在宅医療に移行していくという考えなのではと思っております。先生がおっし

ゃるとおりの慢性期の診療報酬点数の７割が３割位になると慢性期の病床数が

がらっと変わってきますので、あくまでも定められた前提のもとでの必要病床

数ということでご理解いただければと思います。

（委員）

先生が心配されているように、まだ当地区では在宅医療を行う人的資材がま

だ十分そろっていないという状況ですので、なかなかそこにすんなり移るのは、
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努力をしていく必要はあるんでしょうけれども、ある程度は病床が残らざるを

得ないのではないかというのが私どもの意見です。それと先生、地区的な病床

数のバランスはどうでしょうか。先生の地区はあの近辺では先生お一人だから

まだ頑張ってもらわないといけない状況があると思います。やはり地区の状況

や課題についても我々は考えていかないといけないですよね。もうそこで医療

を行っている人達が「もう辞めた」と言われれば、我々の地域医療は崩壊して

しまいますから、我々は都城北諸県圏域をもっときめ細かく地域毎に細かく分

けて、そこでどういうふうに医療を提供するのかを一つの考え方として持って

おかなくてはいけないと思うんですが。

（委員）

実際、在宅医療への移行というのは、みなさんご承知のとおりかなり難しい状

況ですよね。今日も私２人ほど終末期医療を迎えている家族と会ったのですが、

２家族とも自宅で看れるような状況じゃないんですよね。そうするとどこかに預

けざるを得ない。それを担っているのが介護老人保健施設。以前はそこでは看取

りをしていなかったんですが、今はそれを普通にしていると。それで流れていく

んでしょうが施設では看取りをしてはいかんということであれば、これはもっと

困った状況になったと思います。

（委員）

県の方としては、在宅医療に移す場合、特に看護師の確保についてですが、ど

うお考えですか。在宅で見ていくということ、施設で見ていくということであれ

ば、訪問看護センターとかを充実させていく必要がありますが、そこを充実させ

るために、看護師の確保策についてどのような考えをお持ちかお聞かせいただけ

ればと思います。

（事務局）

委員から看護体制をどうするのかによって今後の医療機能の方向性もどうなる

のかわからないというお話もありました。現在、私どもの方としても看護体制の

ことも一体として考えなければならないのかなというところがあると考えており

ますが、まだ看護体制をどうするのかという問題も、医療面でもまだ地域医療構

想のなかでもはっきりしておりません。また在宅医療、訪問看護ステーション含

めそういったスタッフを育てようということで、私どものほうとしても看護師養

成ということでやっておるんですけども、なかなかそれもすぐすぐ効果がでるも

のでもないと。ですから悩みながら進んでいるというところが実情でございます。

会議の冒頭でお話のありました、この資料 2－ 1の２０２５年の病床数が１，９
１１となっているのが、現在、２，９００床となっていますが、この１，９１１

というのは病床数でなく、あくまでも今のまま推移していったらこのくらいの患

者数になりますよ、必要ですよという形になってますので、ここに落ち着かなく

てはいけないということでもございませんので、もう少し地域の実態を見ながら

調整させていただければいいのかなという風に考えておるところです。

（委員）

行政が医療機関に積極的に病床を減らすような何らかの方法ということを考え
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ておられるのでしょうか。

（事務局）

今のところ直接的には考えられておりません。国が今後どのように指示をして

くるかというのはまだわかりませんが、国の一番大きな武器は診療報酬というと

ころになりますので、おそらく診療報酬でというところが大きいのではないかと

推測しています。

（委員）

目標のベッドがありきではないということについては、私たちも今まで多くの

会議で説明を受けてきているところですが、それを裏付けるような体制をどうや

って行っていくのかというのもまた一つの問題です。是非またご意見をいただけ

たらと思っております。

（委員）

具体的対応方針等記入シートの２０２５年に担っていく医療（疾病ＭＤＣ１８

分類）ですが、３つしか選択出来ない理由を教えて下さい。

（事務局）

とりあえず３つでやってみようということです。やってみないと分からないと

ころもございましたので。こうしてやってみると３つじゃちょっと不十分だなと

思っているところもありますが、とりあえず３つだしていただくというところで

行いました。

（委員）

やろうと思えば、例えば循環器疾患が何床あるかとか数で全部出てくると思う

ので３つだけにしなくてもいいのではないかと。病床数毎に全部一覧表が出ると

思うのんですが。

（事務局）

そこは、かなり難しい作業になるかと思います。先生のおっしゃるとおりそれ

が一番大事なことで、１年間の患者数が分かれば病床数で比をとってやれるのか

なと、そこが一番大事なところと思ってはいるのですが、まだそこまでいけてい

ないというところでご理解いただければと思います。

（委員）

先ほどの説明のなかで、提出のあった医療機関ということでご説明があったと

ころですけれども、特に精神科の病院についてはこの圏域ではかなり病床数があ

るのですが、提出のない医療機関というのがどのくらいの割合であったのかとい

うのを教えていただければと思います。

（事務局）

精神科病院を除く病院については、全ての病院から提出していただいておりま

す。この資料 2 － 2、2 － 3 ですが精神科病院は、他の病院と内容が違うので提
出をしていただいていないので精神疾患等の欄記入がないということです。

ウ 周産期医療ネットワークシステム整備事業について

資料 3に基づき、事務局から説明。
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（委員）

このシステム整備事業は、現在も稼働しているということですよね。

（事務局）

稼働しています。

（委員）

平成２３年度から動いているこのシステムですけれども、この圏域では有機

的につながっているなと感じているところです。周産期の死亡率等も改善をみ

ているところで、本当にありがたいことだと思っております。地域の産婦人科

の先生方と、周産期センターがある国立病院機構都城医療センターが良い形で

つながっているなと感じているところで、宮崎大学の池ノ上学長も定期的にカ

ンファレンスに来ていただいてる状況もあって、適正な運営がなされているな

と感じているところです。ありがとうございます。また、今回も改修に向けて

の基金の活用もしていただいたということで、この圏域としてはまた体制がよ

り整うなと思っているところです。このいただいた資料の中で、県央地区につ

いては３次の宮崎大学医学部附属病院ともネットワークがつながっているとい

う記載ですが、今回改修にあたって、県西地区においても１次・２次・３次ま

でがネットワークでつながっていくということでよろしいのでしょうか。

（事務局）

はい。宮崎大学医学部附属病院は、県内全域の医療機関とつながっているこ

とになりますので、３次医療機関はすべて網羅しているということになります。

（委員）

分かりました。ありがとうございます。さらに安心が高まっていくなという

ふうに感じたところです。

（委員）

モニターを見ている先生方は何人で対応していらっしゃるんですか。

（委員）

５名が交代しながら、病棟にモニターがありますので、助産師等も監視しな

がら対応しており常に連絡をとりあう体制ができています。これもこのシステ

ムがあるということはもちろんですけれども、定期的に池ノ上先生にもごらん

いただいて、月１回地域の助産師の方たちと勉強会をするような態勢にもなっ

ております。１次施設の方々と先生方とフェイストゥフェイスの交流があるこ

とが、常に信頼関係を築いた上で連携ができているというところが一番大きい

ところだと思います。このシステムも大事ですけど、同時に人的な交流ですね、

県全体として、産科医なり助産師をどれくらい養成していくのかということも、

県全体として考えていただければと思います。

（委員）

平成２３年度から県西地区がやっているのですが、最初に始めたところは藤

元総合病院ですが、その後藤元総合病院から都城医療センターに移った経緯が

があります。移行に際して最初は市郡医師会病院でと言われたのですが、施設

がなく難しいということで都城医療センターにお引き受けいただき、現状が続
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いているというところすので、そこはみなさんご理解いただければと思います。

（委員）

前の資料に関することですが。先ほどの病床機能のことですけども、２，９

００床を１，９００床に減らしていく方向に持って行くのは難しいと思います。

けれど、高度急性期は、今２０２５年で医療機関の希望というか目標としては

都城北諸県圏域が７７床。しかし宮崎県の地域医療構想における必要病床数は

２１８床と記載しているのですが、２１８床という数字がでてきたのは、この

地域で本来なら高度急性期の医療が必要だけれども、他の地域に流れていって

いる、宮崎とかに行って治療を受けている人たちとかがこれくらいいるという

ような理解でよろしいのでしょうか。

（事務局）

これはあくまでも診療報酬の点数で区分しておりますので、おそらく高度急

性期は今で言う急性期の病床にいらっしゃる患者さんが多く含まれていると思

います。特に大きな手術をする方とかが含まれていると思いますので、計算上

では非常に点数の高い病床が２１８床必要で、現在最高でも７７床にしかなら

ないというふうに思ってるところですが、高度急性期と急性期は一体で考えて

いいのではという風には思ってますので、あわせて見ていく必要があるのかな

という思っております。

エ その他

（委員）

所長、この会の今後の方針はどのようにお考えですか。

（事務局）

今後の議論の方向性ですが、私が考えていることは、今まで公的プランをつ

くることになっております都城医療センターと市郡医師会病院、それから主に

高度急性期を担っていただいております藤元総合病院さんの３病院については、

この会議でプランを説明していただいて、既に議論をしております。今回すべ

ての病院から統一した様式に基づくプランを提出していただきましたので、こ

れを例えば各病院ごとに議論していくのか、あるいは資料だけでやっていくの

か、どういう方向で進めていくかについては、また皆さま、特に議長とご相談

をさせていただきながら、あとは県の方も国からいろんな指示があって、協議

をすることが基金の確保にも直結しておりますので、その辺についてまた指示

があればご相談させていただいて、どういう対応をしていくかということを決

めていきたいと思っております。

（委員）

病院部会の先生方で集まって、県の方からも来ていただいて。有床診療所の

部会の先生方も集まって、一緒に集まった方がいいのか分けて集まった方がい

いのか、その辺も議論していただいて、説明を受けながらワークショップのよ

うな形で集まって議論していただくということも必要かと思います。

（委員）
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先般、国の方で閣議決定がなされて、保険証の代わりにマイナンバーカード

を利用出来るという話が持ち上がっているようです。今年の秋ぐらいには方針

が決められて来年度の予算に計上し、早ければ平成３２年度から保険証の代わ

りにマイナンバーを利用できる話があるようですが、それはどういう状況なん

でしょうか。

（委員）

日本医師会の方からも言われていますが、マイナンバーカードが保険証にな

る変わるのではなく、マイナンバーカードをもってくると保険証の番号が分か

りますというだけの話です。そこを違えないでいただきたいと思います。マイ

ナンバーカードが保険証になるわけではありません。マイナンバーカードを初

診者の人が持ってきたら、その人が保険証を持ってなくても、マイナンバーカ

ードに入っている情報を調べると保険証番号とかどういった保険の種類かとい

うのが分かるだけという話のようですから勘違いなさらないようにお願いしま

す。

以上


