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都道府県の医師確保体制の実効性の強化
（地域医療対策協議会と地域医療支援事務の見直し）
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設置の経緯

地域医療対策協議会は、平成16年の関係省庁会議の報告書に基づき、医師確保を行うための具体的
施策を協議する場として都道府県に設置され、平成18年の医療法改正において、医師だけでなく医療
従事者全体の確保（及びこれに必要な医療の確保）を図るための方策（＝地域医療対策）について議
論する場として法制化された。

地域医療対策協議会について

○ 特定機能病院
○ 地域医療支援病院
○ 公的医療機関
○ 臨床研修病院
○ 診療に関する学識経験者の団体
○ 大学その他の医療従事者の養成に関する機関

構成メンバー
次に掲げる者の管理者その他の関係者

○ 社会医療法人
○ 独立行政法人国立病院機構
○ 独立行政法人地域医療機能推進機構
○ 地域の医療関係団体
○ 関係市町村
○ 地域住民を代表する団体

医療法（抄）
第三十条の二十三 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、これを公表しなければならない。
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医療従事者の需給に関する検討会
第12回 医師需給分科会（平成29年10月11日）
資料１より抜粋



開催回数 （平成2４年4月～平成2９年３月）
回 数 0 1 2 3 4 5以上

都道府県名
青森県 山形県
新潟県 山梨県
香川県 福岡県
佐賀県

奈良県 － 滋賀県
和歌山県

埼玉県 千葉県
大分県

北海道 岩手県 宮城県 秋田県 福島県
茨城県 栃木県 群馬県 東京都 神奈川県
富山県 石川県 福井県 長野県 岐阜県
静岡県 愛知県 三重県 京都府 大阪府
兵庫県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県
山口県 徳島県 愛媛県 高知県 長崎県
熊本県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

主な議題

○ 地域医療介護総合確保基金について
地域医療介護総合確保基金事業の都道府県計画、事業実績報告、地域医療構想

○ 医師確保対策について
医師不足・偏在改善計画の進捗状況、医師確保の現状と今後の対策、地域枠医師の配置方針、医療計画、臨床研修医の配分

○ 地域医療支援センターについて
地域医療支援センターの事業計画、事業実施状況

○ 新たな専門医の仕組みについて
制度概要、最近の動向、調整方針、プログラムの申請状況

○ 修学資金制度について
制度改正、実施状況、地域枠医師のキャリアパス等支援内容 3

○ 地域医療対策協議会は、そもそも開催されていない県もあるなど、十分に活用されていない。

地域医療対策協議会の開催実績

※平成29年７月厚生労働省調査

医療従事者の需給に関する検討会
第12回 医師需給分科会（平成29年10月11日）
資料１より抜粋



4

○ 平成24年度以降、地域医療対策協議会を開催していない都道府県からは、開催しない主な理
由として以下のものが挙げられている。

地域医療対策協議会を開催しない理由について

（開催していない理由（主なもの））

・ 地域医療対策協議会の全構成員による全体会議は開催していないが、医療計画の推進、医師確保、救急医
療等の個別のテーマについて、地域医療対策協議会の構成員のうち関係の深い者をメンバーとしてそれぞれ
年数回の会議を開催し、具体的な対策を検討している。

・ 地域医療対策協議会の構成員が他の会議体と重複しており、当該他の会議体で医師確保に関する議題を議
論しているため、地域医療対策協議会を開催する必要性が乏しい。

・ 医師確保対策について、同種の内容を議論する会議を複数開催し、出席団体の幹部級をその都度集めるこ
とで、団体との関係性が悪化することを懸念している。

・ 地域医療対策協議会の構成員が多く、開催したくとも日程調整が困難であり、結果的に開催できていない。

・ 効率的な議論を行うことができるよう、地域医療対策協議会の改組が必要。

・ 医師確保に関連する内容を扱う各種会議体について、整理・統合が必要。

医療従事者の需給に関する検討会
第12回 医師需給分科会（平成29年10月11日）
資料１より抜粋



地域医療対策協議会の構成員の状況
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地域医療対策協議会を構成する団体数
Ａ県地域医療対策
協議会構成員

赤十字病院
県市長会
県町村会
県医師会
県歯科医師会
県婦人団体連絡協議会
大学医学部附属病院

Ｂ県地域医療対策協議会構成員

ａ大学
県医師会
県歯科医師会
県薬剤師会
県看護協会
ｂ市医師会
県病院協会
県小児科医会
県産婦人科医会
ａ大学医学部附属病院

県立ｃ病院
県立ｄ病院
県立ｅ病院
県立看護大学
ｆ市民病院
ｇ市民病院
ｈ市民病院

赤十字病院
社会医療法人
厚生連
県医師会男女共同参画委員会

ｂ市
ｋ町
県経済同友会
県生活学校連絡協議会

県ＰＴＡ連合会
県私学団体連合会
県私立幼稚園連合会
県保育研究協議会
ＮＰＯ法人ｍ
ＮＰＯ法人ｎ

○ 地域医療対策協議会の構成員は、都道府県によって様々であり、多数の関係者によって構成さ
れている県もある。

（都道府県）

７

31

（参考：法令上の構成員）

○次に掲げる者の管理者その他の関係者

・特定機能病院 ・地域医療支援病院 ・公的医療機関 ・臨床研修病院 ・診療に関する学識経験者の団体

・大学その他の医療従事者の養成に関する機関 ・社会医療法人 ・独立行政法人国立病院機構

・独立行政法人地域医療機能推進機構 ・地域の医療関係団体 ・関係市町村 ・地域住民を代表する団体

※平成29年７月厚生労働省調査

医療従事者の需給に関する検討会
第12回 医師需給分科会（平成29年10月11日）
資料１より抜粋
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会議体 設置根拠 参照条文

都道府県医療審議会 法定

医療法 第71条の2
この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、都道府

県知事の諮問に応じ、当該都道府県における医療を提供する体制の確保に関する
重要事項を調査審議するため、都道府県に、都道府県医療審議会を置く。

地域医療対策協議会 法定

医療法第30条の23第１項
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、
これを公表しなければならない。（各号略）

地域医療支援センター
都道府県事務

（努力義務）として法定

医療法第30条の25第１項
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う努めるものとする。（各号略）

へき地医療支援機構 予算要綱 －

新たな専門医の仕組みに
おける都道府県協議会

通知 －

地域医療対策の推進に関する各種会議体の設置根拠

地域医療構想調整会議 法定

医療法第30条の14第１項
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」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」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議を行うものとする。

医療勤務環境
改善支援センター

都道府県事務
（努力義務）として法定

医療法第30条の21第１項
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。 （各号略）

○医師確保に直接的に関係する会議体

○医師確保に間接的に関係する会議体

医療従事者の需給に関する検討会
第12回 医師需給分科会（平成29年10月11日）
資料１より抜粋



地域医療対策協議会の構成員の見直しについて①

・ 現在、都道府県によっては、地域医療対策協議会の構成員に、必ずしも医師確保対策を協議する上で必要でない者が含まれ、その運
営効率や協議内容の実効性を損なっているとの指摘を踏まえて、地域医療対策協議会に関する今般の見直しが行われることとされたこ
とから、地域医療対策協議会の実効的かつ効率的な運営を確保するため、既存の構成員の必要性を精査し、極力人数を絞るよう見直し
を行うこと。ただし、例外として、既存の構成員のうち、慎重な精査の上で特別な事情により引き続き構成員とすることが必要と認められる
者については、存続させることが可能である。

・ 地域医療対策協議会の構成員の見直しについては、可能な限り早期に対応することとし、遅くとも平成30年度中に完了すること。

・ 地域医療対策協議会の構成員は、都道府県のほか、原則として次に掲げる者の管理者その他の関係者を全て含むものとする。

① 特定機能病院
② 地域医療支援病院
③ 公的医療機関

（公立医療機関を含む。）
④ 臨床研修病院
⑤ 民間病院

⑥ 診療に関する学識経験者の団体
⑦ 大学その他の医療従事者の

養成に関係する機関
⑧ 当該都道府県知事の認定を

受けた社会医療法人

⑨ 独立行政法人国立病院機構
⑩ 独立行政法人地域医療機能推進機構
⑪ 地域の医療関係団体
⑫ 関係市町村
⑬ 地域住民を代表する団体

・ 地域医療対策協議会の実効的かつ効率的な運営を確保するため、構成員は必要性を精査し、極力人数を絞る必要がある。
このため、特定の者が複数の構成員の要件を満たす場合は、兼務可能とする。

・ 地域医療対策協議会における協議が、女性医師のライフイベント等に適切に配慮され、そのキャリア支援に資するものとなるよう、
構成員の一定数を女性とする。

（次頁に続く）

－見直しの対応方針－

－見直しの内容－
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医師確保に関する他の会議体の取扱いについて

・ 現在、都道府県内に存在する地域医療対策協議会以外の医師確保に関する会議体（へき地保健医療対策に関する協議会、専門医制
度に関する都道府県協議会、地域医療支援センター運営委員会等）は、速やかに地域医療対策協議会に一本化する。

・ ただし、平成30年度中は、一本化に向けた移行期間として、これらの会議体が存続していて差し支えない。

・ 会議体の一本化に伴い、各会議体の構成員を地域医療対策協議会の構成員に追加することは、必要性を精査した上で最小限の範囲
で認められるものである。

・ 会議体の一本化の例外として、例えばへき地への短期間の医師派遣について、実務的な調整を継続的に行う必要があるため、地域医
療対策協議会の形で開催することが非効率であり、へき地診療所の管理者を含めた小規模の会議体で協議をすることが適当である場合
等、医師確保に関する協議運営の効率化という今回の改正の趣旨を十分に踏まえた上で、なお既存の他の協議会の機能を、ワーキング
グループとして存続させる特別の必要がある場合には、そのような取扱いを認める。

その際、親会議である地域医療対策協議会とワーキンググループとで、同一の内容について重複して協議したり、両者の構成員が重
複していたりといった非効率な運営が行われることのないよう十分留意し、また、ワーキンググループにおける議論の結果をもって最終決
定とすることは認められず、必ず、地域医療対策協議会において最終決定を行うこととする。

・ ワーキンググループを設置した場合は、国に対して報告すること。なお、国において、地域医療対策協議会及びワーキンググループの
運営状況等についてのフォローアップを行うこととしている。

－見直しの内容－
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平成26年度以降、地域医療介護総合確保基金を活用して実施

○ 都道府県内の医師不足の状況を個々の病院レベルで分析し、優先的に支援すべき医療機関を判断。
医師のキャリア形成上の不安を解消しながら、大学などの関係者と地域医療対策協議会などに
おいて調整の上、地域の医師不足病院の医師確保を支援。

○ 医師を受入れる医療機関に対し、医師が意欲を持って着任可能な環境作りを指導・支援。また、公的
補助金決定にも参画。

大学

協力地域医療体験
事業への参加

地域医療機関

地域医療機関

地域医療機関と県内中核病院と
の間を循環しながらキャリア形成

地域医療支援センター

最新の医療技術習得の
ための研修参加

地域医療機関

地域医療機関

地域医療支援センターの役割

 都道府県が責任を持って医師の地域偏在の解消に取組むコントロールタワーの確立。

 地域枠医師や地域医療支援センター自らが確保した医師などを活用しながら、キャリア形成支援と一体的に、地域の医師不足病院の医師確保を支援。

 専任の実働部隊として、喫緊の課題である医師の地域偏在解消に取組む。
・人員体制 ： 専任医師２名、専従事務職員３名 ・ 設置場所 ：都道府県庁、○○大学病院、都道府県立病院 等

地域医療支援センターの目的と体制

Ａ県

Ｂ県

医師の地域偏在（都市部への医師の集中）の背景

 高度・専門医療への志向、都市部の病院に戻れなくなるのではないかという将来への不安 等

地域医療を志向する医師に
係る県域を越えた情報交換
と配置の調整

地域医療支援センター運営事業

平成２８年４月現在、すべての都道府県に地域医療支援センターが設置されている。
（設置場所：都道府県庁（21都道府県）、大学病院（9県）、都道府県庁及び大学病院（13県）、その他（4府県）（平成２８年７月時点））
平成２３年度以降、都道府県合計４，５３０名の医師を各都道府県内の医療機関へあっせん・派遣をするなどの実績を上げている。（平成２８年７月時点） 9

○ 地域の医療関係者が参画しセン
ターの運営方針等を検討する場

○ 構成
大学、関係医療機関、医師会、
市町村、保健所等の代表者等

運営委員会



地域医療対策協議会の役割明確化・協議プロセスの透明化

地域医療支援センターとの関係・役割の明確化

法定
事務

・都道府県内の医師確保状況の調査分析
・医療機関や医師に対する相談援助

・医師派遣のあっせん・調整（通知・予算）
・キャリア形成プログラムの策定促進(通知・予算)等

関係・役割分担が不明確

改正前 ：

協議事項を法定

・キャリア形成プログラムの内容
・医師の派遣調整
・派遣医師のキャリア支援策
・派遣医師の負担軽減策

都道府県が実施する医師派遣等の対策は、地域医療対策協議

会において協議が調った事項に基づいて行う（法律に明記）

・大学の地域枠・地元枠設定
・臨床研修病院の指定
・臨床研修医の定員設定
・専門研修の研修施設・定員 等

法
案
に
よ
る
見
直
し

地域医療対策協議会と地域医療支援センターの関係性
地域医療対策協議会の役割等が不明確

地域医療支援センターとの関係・役割分担も不明確

地域医療対策協議会地域医療対策協議会

構成員構成員 都道府県、大学、医師会、主要医療機関等 都道府県、大学、医師会、主要医療機関、民間医療機関 等

※ 議長は都道府県以外の第三者・互選、女性割合に配慮 等

役割 協議事項が具体化されていない
（医療従事者の確保（地域医療対策）のみ）

役割

協議の
方法

具体的な協議の方法は定められていない 協議の
方法

地域医療支援センター
（医師確保対策の事務の実施拠点）

国の
チェック

協議内容に対する国のチェックの仕組みなし ・医師派遣先（公的､民間の別）等の医師の派遣状況について
定期的に国がフォローアップ

国の
チェック

法定
事務

・都道府県内の医師確保状況の調査分析
・医療機関や医師に対する相談援助
・医師派遣事務
・キャリア形成プログラムの策定
・派遣医師のキャリア支援・負担軽減 等

地域医療支援センター
（医師確保対策の事務の実施拠点）

改正後 ：

・医師偏在指標に基づき協議

・大学・医師会等の構成員の合意が必要

・協議結果を公表

協議プロセス
の透明化

法定外
事務

協議の
方法

協議の
方法

運営委員会で協議（構成員、協議内容等が、地域
医療対策協議会と重複）

原則として、地域医療対策協議会に一本化
（地域医療対策協議会のＷＧ等として存置も可） 10



都道府県の行う医師の派遣調整について

地域における医師の確保のためには、地域医療対策協議会において医師の派遣調整を行うことにより、都道府県内で医師が不足している地域に
おける医療機関をはじめ、医師確保が必要な医療機関に適切に医師が派遣されることが必要である。

地域医療対策協議会において、都道府県内の各医療機関の診療科ごとに、医師を派遣する必要性を慎重に検討した上で、派遣期間
及び人数を協議することとする。ただし、個人情報保護の観点から、協議が調った事項として公表する内容は、各医療機関の診療科ご
との派遣期間及び人数とする。

大学からの医師派遣先でないことなどにより、必要とされる医師が確保できない医療機関に対して都道府県が協議対象医師を配置す
る等、都道府県による医師派遣と大学による医師派遣との整合性の確保を図るものとする。

医師派遣と地域医療構想の達成に向けた都道府県の具体的対応方針との整合性を確保し、救急医療、小児医療、周産期医療等の政策
医療を地域で中心的に担うものとして地域医療構想調整会議で合意を得たもの等から協議対象医師が適切に配置されるようにする。

都道府県による協議対象医師の派遣先が、理由なく公立・公的医療機関に偏ることがないようにする。なお、この趣旨は、単に一律に
公立・公的医療機関への派遣割合を下げることを目的とするものではなく、開設主体の別によらず、地域における各医療機関の医療機
能に着目し、必要性に応じた医師派遣を行うことを目的とするものである。

地域医療対策協議会において派遣調整を行う対象となる医師（以下「協議対象医師」という。）は、地域枠医師（大学医学部において、卒業後に一

定期間、都道府県内で医師として就業する意思を有するものとして選抜され、その旨の契約を都道府県等と締結した医師）を中心とした、キャリア
形成プログラムの適用を受ける医師が基本となる。

キャリア形成プログラムが医師確保と派遣される医師のキャリア形成の両立を目的としたものであることを踏まえ、協議対象医師の派遣先が、地

域における医師の確保に資するという観点はありつつも、個々の協議対象医師のキャリア形成上の希望と整合的なものとなるよう、最大限配慮す
る。また、派遣される医師の能力の開発及び向上を図るには、当該医師が派遣される医療機関における指導医の確保が重要であることに留意し、
地域医療対策協議会において、大学との調整を行うものとする。

都道府県による医師の派遣先の決定に当たっては、都道府県の政策的観点が一定程度反映されるよう、地域医療支援センターが作
成した派遣計画案を基に、地域医療対策協議会で協議して派遣先を決定する。

都道府県による医師の派遣が理由なく公立・公的医療機関に偏っている等、都道府県による不適切な運営が認められた場合には、国は、翌年度

の地域医療介護総合確保基金の配分において査定する。この都道府県による医師の派遣状況を踏まえた査定の判断に当たっては、機械的に公
立・公的医療機関への医師の派遣割合を反映させるのではなく、派遣の必要性に照らして妥当であるか否かを総合的に考慮する。
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キャリア形成プログラムについて
○ 医療法及び医師法の一部を改正する法律（平成30年法律第79号）により、キャリア形成プログラムは、医師が不足している地域にお
ける医師の確保と、当該地域に派遣される医師の能力開発・向上の機会の確保の両立を目的としたものとして医療法上位置付けられた。

○ 都道府県は、地域医療対策協議会においてキャリア形成プログラムの内容を協議した上で、協議が調った事項に基づき、地域医療支
援事務として、キャリア形成プログラムを策定することが求められる。

大学医学部
（６年間）

臨床研修
（２年間）

専門研修等
（原則７年間）

それ以降

◆対象医師◆
・都道府県が修学資金を貸与した地域枠医師
・それ以外の地域枠医師（任意適用）
・自治医科大学卒業医師（平成30年度入学者までは任意適用）
・その他プログラムの適用を希望する医師

［大学６年進級時］
卒業後のプログラム

適用に同意

［臨床研修修了時等］
コース選択

就学資金の貸与 キャリア形成プログラムの対象期間

◆コース◆
対象医師の希望に対応可能なよう、診療科や就業先医療機関の
種別ごとに複数のコースを用意する。

◆対象医療機関◆
・原則として都道府県内の医療機関で就業し、かつ医師不足
地域での勤務を原則４年以上とする。

・種別（規模別、地域別等）ごとに医療機関群を設定し、
ローテーションさせる等が考えられる。

◆一時中断◆
・出産、育児等のライフイベントや、海外留学等のキャリア形成
上の希望に配慮するため、対象期間の一時中断を可能とする。

・都道府県は、一時中断事由が継続していることを定期的な面談
等により確認する。

◆中途解除◆
・都道府県は、対象医師の申出等に基づき、当該対象医師への
キャリア形成プログラムの適用を中途で解除することができる。

・ただし、地域医療介護総合確保基金を財源とした修学資金を貸
与している医師については、中途解除に先立ち、国に協議する
こととする。

12



地域医療支援センターと医療勤務環境
改善支援センターの適切な連携の確保

13



勤務環境改善に取り組む医療機関

取組の実施

更なる改善

定期的な評価

都道府県 医療勤務環境改善支援センター

Plan

Do

Check

Act

勤務環境改善マネジメントシステム

院内で、院長、
各部門責任者
やスタッフが
集まり協議

計画策定

ガイドラインを参考に
改善計画を策定

現状の分析

医療勤務環境改善マネジメントシステムに関する指針（厚労省告示）
勤務環境改善マネジメントシステム導入の手引き（厚労省研究班）

「医療従事者の働き方・休み方の改善」の取組例
 多職種の役割分担・連携、チーム医療の推進
 医師事務作業補助者や看護補助者の配置
 勤務シフトの工夫、休暇取得の促進 など

「働きやすさ確保のための環境整備」の取組例
 院内保育所・休憩スペース等の整備
 短時間正職員制度の導入
 子育て中・介護中の者に対する残業の免除
 暴力・ハラスメントへの組織的対応
 医療スタッフのキャリア形成の支援 など

マネジメントシステムの普及（研修会等）・導入支援、
勤務環境改善に関する相談対応、情報提供等

医療労務管理アドバイザー（社会保険労務士等）と
医業経営アドバイザー（医業経営コンサルタント等）が
連携して医療機関を支援

センターの運営協議会等を通じ、地域の関係機関・団体
（都道府県、都道府県労働局、医師会、歯科医師会、
薬剤師会、看護協会、病院団体、社会保険労務士会、医業
経営コンサルタント協会等）が連携して医療機関を支援

課題の抽出

改善計画の策定

医療勤務環境改善支援センターについて

○ 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、「医療勤務環境改善支援セン
ター」を設置し、個別の医療機関における勤務環境改善の取組を支援している。

14



地域医療支援センターと医療勤務環境改善支援センターの連携状況

26

1
5

連携していない都道府県における今後の

連携予定

今後も連携する予定がない
連携する予定あり
対応未定

（単位：都道府県）

（単位：都道府県）

15

○その他の連携例
・医療勤務環境改善支援センターの会議の事務局に地域
医療支援センター（県）の職員が入り、情報共有

・医療勤務環境改善支援センターの活動について地域医
療支援センターに諮問

・医師確保に取り組む医療機関に対し、医療勤務環境改
善支援センターが実施する支援の内容について重点的
な広報や、勤務環境改善をテーマとしたセミナーへ参
加の呼びかけを実施

・同一の課内で適宜情報共有を図りながら業務遂行

3

12

連携して医師の派遣先の勤務環境

改善を実施

実施している

実施していない

○ 地域医療支援センターと医療勤務環境改善支援センターがそもそも連携していない都道府県
が多く存在する。

2
13

32

地域医療支援センターと医療勤務環境改善

支援センターの連携状況

一体的に業務を行っている

連携している

連携していない

青森県 宮城県 福島県 茨城県
神奈川県 新潟県 石川県 山梨県
長野県 岐阜県 愛知県 三重県 滋賀県
奈良県 和歌山県 鳥取県 岡山県 徳島県
香川県 高知県 福岡県 長崎県 大分県
宮崎県 鹿児島県 沖縄県北海道

千葉県
京都府
兵庫県
佐賀県

※平成29年７月厚生労働省調査

医療従事者の需給に関する検討会
第12回 医師需給分科会（平成29年10月11日）
資料１より抜粋



地方勤務に対する医師の意向と労働環境について

○ 医師が地方で勤務する意思がない理由の上位に、「労働環境に不安があるため」が挙げられて
いる。これは20代～50代まで一貫した傾向となっている。

0

40

80

120

160

200

240

3位

2位

1位

20代～50代まで
一貫して高い

地方で勤務する意思がない理由（20代）

16（出典）医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査
（平成28年度厚生労働科学特別研究「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査研究」研究班）

医療従事者の需給に関する検討会
第12回 医師需給分科会（平成29年10月11日）
資料１より抜粋



地域医療支援センターと医療勤務環境改善支援センターの適切な連携の確保

○ 都道府県又は医療法第30条の21第２項若しくは第30条の25第３項に基づく事務の委託を受けた者は、地域医療支援事務及び医療勤
務環境改善支援事務を実施するに当たっては、相互に連携を図らなければならないものとすること。

○ 具体的には、

・ 医師の派遣に先立ち、派遣先となる医療機関の勤務環境の改善が図られるよう、地域医療支援センターが医師の派遣計画を医療
勤務環境改善支援センターに通知し、これに基づき医療勤務環境改善支援センターが派遣先となる医療機関に連絡を行い勤務環境
改善支援を実施することや、

・ 医療勤務環境改善支援センターが、相談支援等を通じ、医師の確保に関する求めを医療機関から受けた場合に、その勤務実態等と
併せて地域医療支援センターと情報を共有すること

等により、両センターが連携すること。

－具体的な連携の在り方－
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施行日 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 36年度 37年度

主要事項のスケジュール

医療提供体制
・地域医療構想
・第７次医療計画

三師調査結果公表

主な改正内容

新たな医師の認定制度の
創設

H32.4.1施行

医師確保計画の策定 H31.4.1施行

地域医療対策協議会の役
割の明確化等

公布日施行

地域医療支援事務の追加 公布日施行

外来医療機能の可視化／
評議会における方針策定

H31.4.1施行

都道府県知事から大学に
対する地域枠／地元枠増
加の要請

H31.4.1施行

都道府県への臨床研修病
院指定権限付与

H32.4.1施行

国から専門医機構等に対
する医師の研修機会確保
に係る要請／国・都道府
県に対する専門研修に係
る事前協議

公布日施行

新規開設等の許可申請に
対する知事権限の追加

公布日施行

医師偏在対策法の施行スケジュール公布

第７次医療計画

H31.12公表
（H30年調査）

H33.12公表
（H32年調査）

H35.12公表
（H34年調査）

H37.12公表
（H36年調査）

第８次医療計画

H36.4.1（改正法の施行
日から５年後）を目途
に検討を加える

骨太の方針2017に基づく
見直し時期（※）

※経済・財政再生計画改革工程表 2017改定版（抄） 都道府県の体制・権限の在り方について、地域医療構想調整会議の議論の進捗、2014年の法律改正

で新たに設けた権限の行使状況等を勘案した上で、関係審議会等において検討し、結論。検討の結果に基づいて2020年央までに必要な措置を講ずる。

医師確保について協議する場

医師確保計画に基づく医師偏在対策の実施

事務の追加

医師確保計画
策定作業

地域枠／地元枠の要請の開始

要請／事前協議の開始

指標
策定

計画策定作業 計画に基づく取組の実施

新制度に基づく臨床研修病院・募集定員の指定

認定制度の開始

新たな知事権限の運用開始
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30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 36年度 37年度 38年度 39年度 40年度 41年度

医療計画

（全体）

在宅医療

医師確保

計画

外来医療

第７次（６年） 第８次（６年）

第７次（前期）（３年） 第７次（後期）（３年） 第８次（前期）（３年）

中間見直し

策定作業 第７次（４年） 第８次（前期） （３年）

施行

第８次（後期）（３年）

中間見直し

第８次（後期） （３年）

中間見直し

策定作業 第７次（４年） 第８次（前期） （３年）

施行

第８次（後期） （３年）

中間見直し

第８次計画策定

第８次計画策定

第８次計画策定

第８次計画策定

改正後の医療計画の見直しスケジュール
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都道府県における新たな医師確保対策実施体制のイメージ

地域医療対策協議会

具体的な実施方法等
の協議・調整

地域医療
支援センター
運営委員会

専門医協議会

へき地医療
支援機構

運営委員会

⇒機能を移管

※特別な事情がある場合には、
ワーキンググループとして
存続させることも可能

協議事項
（例） 地域枠・地元枠の具体的な設定

専門医の配置に関する調整

医師派遣の具体的な実施方法

へき地の医師確保のための具体的な調整

都道府県医療審議会

【医師確保計画】

役割

構成員 医師、歯科医師、薬剤師、患者代表及び学識経験者

医療法の規定により権限に属する事項や、都道府県知事の諮問に応じて
当該都道府県における医療提供体制の確保に関する重要事項を調査､審議

役割

構成員 医師確保対策上、主要な役割を果たす関係者

都道府県が具体的な医師確保対策等を実施するに当たり、その実効性を高
めるための「協議の場」

医師確保対策の推進に
関するその他の会議体

○都道府県内における医師の確保方針
○都道府県内において確保すべき医師数の目標
○目標の達成に向けた各種施策
・ 医師が少ない地域に対する医師派遣の在り方
・ 医師養成課程（医学部、臨床研修、専門研修）を通じた医師
の地域定着策 等

臨床研修施設の定員に関する調整

医
師
派
遣
等

医
師
養
成
関
係
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平成30年2月9日 厚生労働省
「医療計画策定研修会」 資料



「医療法及び医師法の一部を改正する法律」に基づく国の方針

 都道府県における医師確保に関する会議体は、速やかに地域医療対策協議会に一本化すること。
※ H30年度中は、一本化に向けた移行期間として、各種会議体の存続は可
※ ワーキンググループとして存続させる特別の必要がある場合は例外として可。国への報告必要。

・ 親会議である地域医療対策協議会との協議内容や構成員の重複など非効率な運営は認められない。
・ 必ず地域医療対策協議会において最終決定を行うこと。

 構成員は極力人数を絞ること。
 協議事項を法定化。

・ キャリア形成プログラムの内容 ・ 大学の地域枠・地元枠設定
・ 医師の派遣調整 ・ 臨床研修病院の指定

・ 派遣医師のキャリア支援策 ・ 臨床研修医の定員設定
・ 派遣医師の負担軽減策 ・ 専門研修の研修施設・定員 等

地域医療対策協議会の機能強化

 都道府県が実施する地域医療支援事務（医師派遣等の対策）は、地域医療対策協議会において協議が
調った事項に基づいて行う（法定化）。

 地域医療支援事務に次の事務を法律上追加（下線部分）。
・ 都道府県内の医師確保状況の調査分析
・ 医療機関や医師に対する相談援助
・ キャリア形成プログラムの策定
・ 医師派遣事務
・ 派遣医師のキャリア支援・負担軽減 等

地域医療支援事務（地域医療支援センターの役割）の見直し

21

医師確保対策の
実施拠点

熊本県作成資料

医師確保対策の
協議・調整を行う場



「医療法及び医師法の一部を改正する法律」に基づく県の対応方針

 平成31年度における県の医師確保に関する会議体の地域医療対策協議会への一本化に向けて、今後、
熊本県地域医療支援機構理事会、評議員会議の構成機関・団体をはじめとして、地域医療対策協議
会の構成員等を検討する。

地域医療対策協議会への一本化

熊本県作成資料

スケジュール
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時 期 主 な 内 容

平成30年10月 ・地域医療対策協議会（地対協）の構成機関・団体の選定整理
・平成31年度当初予算要求

11月～ ・地対協及び地域医療支援機構の機能役割の整理
・関係機関との協議・調整

平成31年 1月～ ・地対協の構成機関・団体との事前調整（※予算成立前）
・地対協の要綱策定等の準備

3月
※予算成立が条件

・地対協構成員の推薦依頼→構成員の委嘱
・地域医療支援機構運営業務の委託契約締結
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