
都道府県医師会

担当理 事 殿

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて今般、厚生労働省医政局地域医療計画課長より、各都道府県衛生主管部(局)

長宛に標記の通知が発出されるとともに、本会に対しても周知方依頼がございました。

また、同課より「「地域医療構想アドバイザー」の推薦について(依頼)」の事務連絡

もなされております。

本通知は、地域医療構想における議論を一層活性化するため、 4つの方策として整

理したものです。具体的には、 1.都道府県単位の地域医療構想調整会議について、

2.都道府県主催研修会について、 3.「地域医療構想アドバイザー」について、 4.

個別の医療機関ごとの具体的対応方針に関する協議の進め方について、であります。

このうち、 1の都道府県単位の調整会議の設置については、各構想区域での議論が

円滑に進むことが期待されるため、本会としても積極的に設置を行い、都道府県内全

ての調整会議議長が参加しての協議が望ましいことを主張してまいりました。また、

財政的な支援について要望を行うとともに、運営に際しては、事務局機能等、都道府

県医師会が主体的な役割を担い、行政が適切な支援を行うことを求めております。会

務ご多端のところ恐れ入りますが、都道府県単位の調整会議について、貴会による積

極的な運営と働き掛けをご検討頂ければと存じます。

また、 3 については、同封の事務連絡の通り、各都道府県が地域医療構想アドバイ

ザーについて、都道府県医師会と協議しながら、地域に密着した有識者を推薦するも

のです。推薦に際しては、都道府県医師会等の関係団体の役職員としても差し支えな

いとする一方、営利企業は対象外とされていることにご留意下さい。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただくとともに、貴会

管下郡市区医師会等に対し、周知方よろしくぉ願い申し上げます。

地域医療構想調整会議の活性化に向けた方策について

(地 94)

平成30年6月28日

日本医師会副会長
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地域医療構想調整会議の活性化に向けた方策にっいて

標記について、別添のとおり、各都道府県衛生主管部(局)長宛て通知しましたの

で、その内容について御了知いただくとともに、貴管下の関係者へ周知いただきます
ようぉ願いいたします。
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各都道府県衛生主管部(局)長殿

地域医療構想(医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4第2項第7号に規定する

地域医療構想をいう。以下同じ。)の達成に向けては、都道府県が医療機関などの関
係者と連携しながら円滑に取り組めるよう、「地域医療構想の進め方にっいて」(平
成30年2月7日付け医政地発0207第1号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知。以
下「2月7日付け課長通知」という。)において、開設主体に応じた地域医療構想調
整会議(同法第30条の14第1項に規定する協議の場をいう。以下同じ。)における協
議の進め方を示したところである。

この進め方に基づき、地域医療構想調整会議における協議を行うに当たっては、地

域医療構想調整会議の事務局において、医療関係者と十分に意見交換を行った上で、
データの整理を行い、地域の実情にあった論点の提示を行う等、地域医療構想調整会
議における議論を活性化するための取組を実施していくことが重要である。

このため、地域医療構想調整会議における議論を一層1舌性化するための方策にっい

て、下記のとおり整理したので、貴職におかれては、これらの整理にっいて御了知い

ただいた上で地域医療構想の達成に向けた検討を進めるとともに、貴管内市区町村、
関係団体、関係機関等に周知願いたい。

また、「経済財政運営と改革の基本方針2018」(平成30年6月15日閣議決定)にお

いて「地域医療構想の実現に向けた個別の病院名や転換する病床数等の具体的対応方

針について、昨年度に続いて集中的な検討を促し、2018年度中の策定を促進する。公

立・公的医療機関については、地域の医療需要等を踏まえつっ、地域の民間医療機関

では担うことができない高度急性期・急性期医療や不採算部門、過疎地等の医療提供
等に重点化するよう医療機能を見直し、これを達成するための再編・統合の議論を進

める」とされていることを踏まえ、地域医療構想の達成に向け、引き続きその対応に
遺漏なきを期されたい。

地域医療構想調整会議の活性化に向けた方策にっいて

医政地発 0622第 2号

平成 30年6月22日

厚生労働省医政局地域医療計画課長

(公印省略)

1.都道府県単位の地域医療構想調整会議にっいて

(1)協議事項等

都道府県は、各構想区域の地域医療構想調整会議における議論が円滑に進むよう
に支援する観点から、都道府県単位の地域医療構想調整会議を設置し、次の事項に
ついて協議すること。

ア.各構想区域における地域医療構想調整会議の運用に関すること(地域医療構
想調整会議の協議事項、年間スケジュールなど)
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イ.各構想区域における地域医療構想調整会議の議論の進捗状況に関すること

(具体的対応方針の合意の状況、再編統合の議論の状況など)

ウ.各構想区域における地域医療構想調整会議の抱える課題解決に関すること
(参考事例の共有など)

エ.病床機能報告等から得られるデータの分析に関すること(定量的な基準な
ど)

オ.構想区域を超えた広域での調整が必要な事項に関すること(高度急性期の提
供体制など)

(2)参加の範囲等

都道府県単位の地域医療構想調整会議の参加者は、各構想区域の地域医療構想調
整会議の議長、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
の他の関係者とすること。なお、会議の運用に当たっては、既存の会議体の活用等、
効率的に運用することとして差し支えない。

2.都道府県主催研修会について

(1)都道府県主催研修会の開催

都道府県は、地域医療構想の進め方にっいて、各構想区域における地域医療構想
調整会議の参加者や議長、事務局を含む関係者間の認識を共有する観点から、研修
会を開催すること。なお、都道府県医師会等の関係者と十分に協議を行い、共催も
含め、より実効的な開催方法について検討すること。
(2)研修内容

研修内容には、厚生労働省医政局地域医療計画課が実施する「都道府県医療政策
研修会」等を参考に、行政からの説明、事伊絲召介、グループワーク等を盛り込むこ

と。その際、行政からの説明や事例紹介の実施に当たり、厚生労働省の担当者を派
遣することが可能であるので、適宜相談されたい。
(3)対象者

研修会の対象者には、地域医療構想調整会議の議長、その他の参加者、地域医療
構想調整会議の事務局担当者を含めること。

(4)その他

研修会の開催経費にっいては、地域医療介護総合確保基金を充当して差し支えな
いこと。

3.「地域医療構想アドバイザー」にっいて

各構想区域の実情に応じたデータの整理や論点の提示といった地域医療構想調整
会議の事務局が担うべき機能を補完する観点から、厚生労働省において、「地域医
療構想アドバイザー」を養成する。

「地域医療構想アドバイザー」は、地域医療構想の進め方に関して地域医療構想
調整会議の事務局に助言を行う役割や、地域医療構想調整会議に参加し、議論が活
性化するよう参加者に助言を行う役割を担うとととし、厚生労働省は、都道府県の
推薦を踏まえて都道府県ごとに仕也域医療構想アドバイザー」を選出した上で、そ
の役割を適切に果たせるよう、研修の実施やデータの提供などの技術的支援を実施
する。

都道府県は、吐也域医療構想アドバイザー」と連携しながら、地域医療構想の達
成に向けた検討をすること。なお、吐也域医療構想アドバイザー」の活動に係る経
費については、地域医療介護総合確保基金を充当して差し支えない。
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また、「地域医療構想アドバイザー」の選出に係る手続き等にっいては、別途、
具体的な内容を示すこととする。

4.個別の医療機関ごとの具体的対応方針に関する協議の進め方にっいて

2月7日付け課長通知においては、全ての医療機関について、地域医療構想調整

会議において、遅くとも平成30 (2018)年度末までに平成37 (2025)年に向けた対
応方針を協議するよう示したところである。

また、「経済財政運営と改革の基本方針2018」(平成30年6月15日閣議決定)に
おいては、地域医療構想の実現に向けた個別の病院名や転換する病床数等の具体的

対応方針について、昨年度に続いて集中的な検討を促し、2018年度中の策定を促進
することが求められている。

このため、都道府県は、本年度末までに全ての医療機関にっいて地域医療構想調
整会議において協議を開始し、具体的対応方針にっいて速やかに合意できるよう、
個別の医療機関としての協議を未だ開始していない医療機関にっいて、平成29年度
の病床機能報告における6年後及び平成37(2025)年の病床機能の予定に関するデ

ータを平成37(2025)年に向けた対応方針とみなして地域医療構想調整会議で共有
し、協議を開始すること。

なお、新公立病院改革プラン又は公的医療機関等2025プランを未だ策定してぃな

い医療機関や、その他の医療機関であって当該医療機関として担うべき役割や機能
を大きく変更する医療機関の場合には、上述の協議と並行して、各プラン又は事業
計画の策定を促すこと。

また、地域医療構想を策定する以前から地域の関係者の同意を得て、現に進行し

ている医療機関の再編・統合計画等にっいても、速やかに地域医療構想調整会議で
協議し、合意を得ること。



各都道府県衛生主管部(局)御中

「地域医療構想調整会議の活性化に向けた方策について」(平成30年6月22日付け

医政地発第2号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)により示したとおり、厚生

労働省において、各構想区域の実情に応じたデータの整理や論点の提示等の地域医療

構想調整会議の事務局が担うべき機能を補完する観点から、厚生労働省において、

「地域医療構想アドバイザー」の養成を進めることとしております。

これについて、「地域医療構想アドバイザー」の活用を希望する都道府県におかれ

ましては、 7月27日までに、推薦書(呂1絲氏1)の提出をお願いします。

なお、推薦に当たっては、男1絲氏2に掲げる役割、選定要件等を参考に、都道府県医

師会と協議するとともに、大学・病院団体等の意見も踏まえ、地域の実情に即した有

識者を推薦いただきますようぉ願いします。

「地域医療構想アドバイザー」の推薦について(依頼)

事務

平成 30年

厚生労働省医政局地域医療計画課

連

6月

絡

26日

(担当)

厚生労働省医政局地域医療計画課

藤本、竹内、古川

TEL 03-3595-2186

E-mail iryo-keikaku@mhlw.go.jp



地域医療構想の達成に向けた取組の一環として、次の者を地域医療構想アドバイザーとして

推薦しまt。

なお、次の者及びその所属長より地域医療構想アドバイザーの就任にあたり、内諾は得られ

ています。

平成30年月日

地域医療構想アドバイザー推薦書

分野

1

氏名(ふりがな)

2

3

①所属

②役職

③職種

※被推薦者の履歴書俳つ式自由)を添付すること。

また、次の推薦者については、所属長宛の依頼文の送付を希望します。

別紙1

④勤務先住所(郵便番号)

⑤電話番号

⑥E メーノレ

推薦者氏

名(再

掲)

1

所属長の氏名

2

3

所属と役職

【担当者】

依頼書送付先

所属

氏名

連絡先

④
⑤
⑥

④
⑤
⑥

①
②
③

④
⑤
⑥

①
②
③

①
②
③

〒

〒

〒



1.位置付け

厚生労働省に「地域医療構想アドバイザーチーム(仮称)」を設置する。

2.役割

・都道府県の地域医療構想の進め方について助言すること。

・地域医療構想調整会議に出席し、議論が活性化するよう助言すること。

3.活動内容

・厚生労働省が主催するアドバイザー会議への出席(年2~3回)

・担当都道府県の地域医療構想、の達成に向けた技術的支援(適宜)

・担当都道府県の地域医療構想調整会議への出席(適宜)

等

4.選定方法

・国が、都道府県の推薦を踏まえて選定する。

・都道府県ごとに複数人を選定することも可とする。

・都道府県は、選定要件を参考に、都道府県医師会と協議しながら、大学・病院団

体等の意見も踏まえて、地域に密着した有識者を推薦する。(注わ
(注1)推薦に際しては、将来に向けて地域医療構想アドバイザーを養成する視点も考慮す

ること。例えぱ、現時点で必ずしも知見等が十分でない者であっても、研修等を経ること

で、地域医療構想アドバイザーとしての役割を果たし得ると認められる者を推薦しても差

し支えない。

5.選定要件

・推薦を受ける都道府県の地域医療構想、医療計画などの内容を理解しているこ
と。

・医療政策、病院経営に関する知見を有すること。

・各種統計、病床機能報告などに基づくアセスメントができること。

・推薦を受ける都道府県の都道府県医師会等の関係者と連携がとれること。磁幻
(注3)・推薦を受ける都道府県に主たる活動拠点があること。

(注2)都道府県は、都道府県医師会等の関係団体の役職員を推薦しても差し支えない。

(注3)営利企業は対象外とする。

6.その他

・国は、「地域医療構想アドバイザー」がその役割を適切に果たせるよう、研修や、

事例及びデータ提供など技術的支援を実施する。

・「地域医療構想アドバイザー」の任期は原則1年間とし、都道府県の推薦に基づ

き、適宜更新する。

・「地域医療構想アドバイザー」の活動経費は、地域医療介護総合確保基金を充当して

差し支えない。

地域医療構想アドバイザーについて

呂1絲氏 2



フ. 当面の予定

平成30年

7月27日

8月中旬頃

8月~9月頃

平成31年

2月頃

推薦書の提出締め切り

就任依頼書の発出

地域医療構想アドバイザー会議

地域医療構想アドバイザー会議


