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１ 地域医療の現状と課題について 

 

 

Ｑ１ 峡南北部地域の医療について、何が問題になっているのですか。 

 

Ａ１ 主に、次の事項が問題になっています。 

 

① 脆弱な救急医療体制 

     峡南地域においては、救急車両で搬送される患者の３割以上が、他

の医療圏の病院等に搬送されています。 

また、市川三郷町立病院、社会保険鰍沢病院及び峡南病院において、

峡南消防本部からの救急受入要請を断った件数は、平成２０年度１３

２件、平成２１年度１３９件、平成２２年度２１８件と年々増加して

おり、圏域内での救急受入れが十分できていない状況にあります。 

 

② 深刻な医師・看護師不足 

     峡南地域において、医療施設に従事する医師の数は、平成２２年度

において人口１０万人当たり１０８．６人と、県平均の２０９．７人

の半分程度であり、医師の確保が急務となっています。 

     市川三郷町立病院、社会保険鰍沢病院及び峡南病院の平成２３年度

における常勤医師数は２０人と、平成１６年度の２８人から８人も減

尐しています。特に、市川三郷町立病院で５人、鰍沢病院で３人と減

尐数が大きくなっています。 

また、看護師の確保も急務となっており、夜勤等への対応も余裕が

ない中で、看護の質の確保が難しくなっています。 

      

   ③ 診療科の休止 

     医師不足により、市川三郷町立病院では、外来について、小児科が

平成１６年度から休止され、入院について、小児科が平成１５年度か

ら、眼科が平成２０年度から休止されています。 

     また、社会保険鰍沢病院では、入院について、内科及び消化器科が

平成２１年度から休止されています。 

 

   ④ 社会保険病院の整理・合理化 

     平成２０年１０月に、全国の５３社会保険病院すべてが、社会保険

庁から、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構（ＲＦＯ）に

移管され、社会保険鰍沢病院の先行きが不透明な状況となりました。 

  平成２３年６月、ＲＦＯ法の一部が改正され、平成２６年４月にＲＦ

Ｏは独立行政法人地域医療機能推進機構に改組され、社会保険病院の管
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理運営を併せて行うことになりましたが、新機構に移管された場合にお

いても、経営状況によっては病院規模の縮小や診療科の廃止などの経営

改善が図られたり、病院の閉鎖という抜本的な対策が講じられる可能性

があり、社会保険鰍沢病院において長期的に安定した地域医療が確保さ

れなくなるおそれがあります。 

 

 

２ 医療連携の必要性について 

 

 

Ｑ１ なぜ、市川三郷町立病院と社会保険鰍沢病院の医療連携が必要なのです
か。 

 

Ａ１ 市川三郷町立病院と社会保険鰍沢病院は、距離が３キロしか離れていま

せんが、常勤医師がそれぞれ８人、９人（平成２４年４月現在）と尐なく、

峡南病院を含めて、救急患者の受け入れに支障が生じています。 

また、市川三郷町立病院では小児科の外来・入院等が、鰍沢病院では内

科等の入院が休止しています。 

こうした状況は、医師の主要な派遣元である山梨大学との関連が大きく

なっています。 

さらに、平成２２年における病床利用率は、市川三郷町立病院が５０．

５％、鰍沢病院が３６．７％と低く、極めて非効率な医療提供体制であり、

このままの状態が続くと、両病院とも機能しなくなるおそれがあります。 

このため、各病院の適切な役割分担を決めたうえで、経営統合や高度な

医療連携を進めることにより、急性期から、慢性期、在宅医療に至るまで、

地域全体で切れ目なく必要な医療を提供できる体制をつくる必要がありま

す。 

 

 

Ｑ２ 医療連携といっても漠然としてよく分かりませんが、具体的にはどのよ
うなことなのですか。 

 

Ａ２ 医療を進める上での病院間の連携や病院と診療所の連携は、これまでも

行われてきています。患者を紹介したり、検査を依頼したり、医師などの

医療従事者の派遣をお願いしたりすることは、多くの医療機関にとって特

別なことではありませんでした。 

現在、峡南北部地域の各病院に求められていることは、このような、こ

れまで行われてきた医療連携に加え、各病院の役割分担に沿って、一層高

度な医療連携を進めることです。 
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峡南北部地域では、医師などの限りある医療資源を最大限に活用してい

くため、それぞれの病院の機能を得意分野に絞りこみ、その得意分野にお

ける医療活動を、これまで以上の水準で実施していくことによって、地域

全体として、これまでより充実した医療サービスを提供していくことを目

指しています。 

イメージとしては、地域全体で一つの大きな総合病院をつくっていくこ

とを想起していただければ良いと思います。例えば、命にかかわる病気で

救急搬送された患者に対して重点的な医療を行う病院と、危険な状態を脱

した患者が一日も早く家庭に戻れるような処置や訓練をする病院とに役割

分担することにより、それぞれの病院の強みが発揮でき、結果として充実

した医療が提供できるようになります。 

 

 

Ｑ３ 医療連携と経営統合は別もののように思われるのですが、医療連携のあ
り方を検討する会議で、経営統合を含む検討を行うのはなぜですか。 

 

Ａ３ 確かに、医療連携は目的で、経営統合は医療連携を進めるための手段の

一つですので、同じように扱えるわけではありません。 

医療連携は、病院間の合意や申し合わせに基づく役割分担に基づいて行

われますが、その効果を長期的に確保していくためには、経営形態のあり

方についても併せて検討していくことが必要です。このため、経営統合を

含む医療連携のあり方について、幅広く検討することとしたものです。 

 

なお、県では、医療連携を進めるための経営形態のあり方について、５

つの類型案を例示的にお示ししていますので、第１回部会資料「議案３資

料」をご覧ください。 

 

 

Ｑ４ 医療連携を進めることによって、どのようなメリットがあるのですか。 

 

Ａ４ 各病院の適切な役割分担を決めたうえで、経営統合や高度な医療連携を

進めることができれば、次のようなメリットがあります。 

 

   短期的には、医師などの医療従事者を効率的に配置できることにより、

より充実した医療サービスが提供できるようになります。 

   具体的には、次のようなメリットがあります。 

    

  ○ 救急患者の受入体制が、格段に改善されます。 

  ○ １人の医師が両病院で診療を行うことにより、休止している診療科を
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再開し、診療体制を現在より充実することができます。 

○ 外来機能を充実して、受診までの待ち時間を短縮することができます。 

  ○ 地域内である程度、高度で専門的な医療を受けられるようになります。 

  ○ 希望する方が、病院での看取りを受けやすくなります。 

  ○ 急性期から慢性期、在宅医療に至るまで、地域全体で切れ目なく必要

な医療を受けることができます。 

 

さらに、中長期的には、医療連携が進み、医師の勤務環境が改善された

り、医師が多様な症例に触れることができる魅力ある医療機関を創出するこ

とができるようになり、このことによって、山梨大学医学部附属病院等から

医師の派遣を受けたり、他の地域で働く医師の転職先としての受け入れがし

やすくなります。 

このように、医療サービスの充実と医師の確保が互いに好循環をもたら

すようになれば、地域の医療はますます充実していくものと思われます。 

 

 

Ｑ５ 医療連携を進めることによって、地域で働く医師の数が増加する見通し
がありますか。 

 

Ａ５ 医療連携を進めることにより、医師の勤務環境を改善したり、医師が多

様な症例に触れることができる魅力ある医療機関を創出することができれ

ば、山梨大学医学部附属病院からの医師派遣を受けやすくなるので、地域

で働く医師の数が増加すると考えられます。 

   また、県としても、医療連携が進めば、山梨大学に寄附講座を設け、こ

の事業の一環として、当地域に「地域医療研修センター」を設け、臨床研

修における地域医療のカリキュラムを学ぶ研修医とこれを指導する指導医

の派遣を受けられるよう、積極的に支援します。 

 

 

Ｑ６ 医療連携の検討スケジュールについては、どのように考えていますか。 

 

Ａ６ 峡南地域医療連携協議会・北部地域医療連携部会において、次のように

医療連携の検討を行っていく予定です。 

 

 

 

 

 

 

① 地域医療の現状と課題の確認 

② 地域における医療連携の方向性の検討 

第１回部会（６月） 
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本年秋を目途に、望ましい医療連携のあり方に基づく施設・設備等整備

計画をまとめ、峡南地域医療連携協議会に報告するとともに、必要な事業

費を平成２５年度の県当初予算に計上する予定です。 

 

 

３ 医療連携の方向性について 

 

（１）経営形態について 

 

Ｑ１ 経営形態から見た医療連携の類型案の中で、「共同管理」を実施した場合、
山梨大学医学部附属病院からの医師派遣は受けやすくなりますか。 

 

Ａ１ 共同管理については、「両町が共同で同一の医療法人、又は公的病院を運

営する法人等を、指定管理者に指定し、当該法人の下に一体的に運営を図

るというもの」です。 

   このことから、共同管理についても経営統合と同様に、２病院の一体的

な運営が確保され、病院間の連携強化や医師・看護師等の適正な配置によ

り医療体制の充実が図られることが想定されるため、山梨大学医学部附属

病院からの医師派遣が受けやすくなるものと考えられます。 

 

 

Ｑ２ 経営形態から見た医療連携の類型案の中で、「事業譲渡」を実施した場合、
単なる診療科の調整だけでなく、医師や看護師の再配置も行われるのでしょう
か。 

 

Ａ２ 診療科の調整等の内容によっては、医師や看護師の再配置についての検

討も必要になってくるものと考えられます。 

  

※各病院の得意分野、地域から求められている役割などについて

整理し、医療連携を図るため各病院の強化すべき機能を検討 

 

※医療連携の実施に向け、各病院の機能強化を図るために必要な

施設改修や設備整備内容について検討 

 

③ 各病院の役割分担及び具備すべき機能の検討 

④ ※ 

④ 施設・設備等整備計画の検討 

第２回部会（７月） 

第３回部会（８月） 

第４回部会（９月） 

第５回部会（10月） 
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Ｑ３ 経営形態から見た医療連携の類型案の中で、「業務提携」の実施に留まっ
た場合、山梨大学医学部附属病院からの医師派遣は受けにくくなりますか。 

 

Ａ３ 医師の確保に関しては、医師が多様な症例に触れることができる医療機

関を創出することが必要です。 

業務提携については、両病院が現状の体制のまま、経営効率を高めるた

めの業務上の協力関係を強化するものであるため、山梨大学医学部附属病

院が医師を派遣しやすい環境（医師にとって魅力ある医療機関の創出）の

実現には至らないものと考えられます。 

このため、このような取り組みだけでは、山梨大学医学部附属病院から

の医師派遣が受けやすくなるとは言えないと考えられます。 

 

（２）経営統合について 

 

Ｑ４ 市川三郷町立病院と社会保険鰍沢病院が経営統合した場合、どちらかの
病院がなくなってしまうのですか。 

 

Ａ４ なくなってしまうことはありません。両病院とも地域に必要な病院です。

経営統合については、１人の管理者が複数の病院を管理・経営する方式で

すので、両病院の一体的な運営が可能になり、診療科の再編や医療連携の

強化、医師や看護師等の適正な配置により、医療体制の充実が図られるこ

とが想定されます。 

今後、北部地域医療連携部会において、両町関係者の意見を伺いながら、

病院の経営統合を含む地域の望ましい医療連携の在り方を検討していきま

す。 

 

 

Ｑ５ 市川三郷町立病院と社会保険鰍沢病院が経営統合した場合、どちらかの

病院の規模が極端に縮小されたり、診療所になってしまうようなことがありま
すか。 

 

Ａ５ そのようなことはありません。地域の多くの住民が、両病院で外来診療

や入院治療を受けています。どちらかの病院の規模が極端に縮小されたり、

診療所になってしまうようなことがあれば、地域の住民がとても不便にな

ってしまいますので、そのようなことにならないように、両町関係者の意

見を伺いながら、医療連携のあり方や診療体制について検討していきます。 
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Ｑ６ 経営を統合するということの意味が分かりませんが、具体的にどのよう
なことですか。 

 

Ａ６ 経営統合とは、市川三郷町と富士川町が共同で新たな経営主体となる一

部事務組合や地方独立行政法人を設立し、この法人の下に、市川三郷町立

病院と社会保険鰍沢病院の経営を一体化するものです。 

   一体化するのは経営主体であり、両病院の施設を一つにまとめ、もう一

つを廃止してしまうわけではありませんので、ご注意ください。 

   経営主体を統合し、一体的な経営判断を行うことによって、両病院の高

度な連携を強力に進めることができるようになります。また、より充実し

た医療サービスを提供したり、効率化に向けた経営改善を進めることによ

って、病院運営にかかわる収支の改善にも大きく貢献するものと考えられ

ます。 

 

（３）業務提携について 

 

Ｑ７ 民間医療法人である峡南病院は、峡南北部地域における医療連携に、ど
のようなかかわりがあるのですか（ある見通しですか）。 

 

Ａ７ 峡南病院は、地域に密着した病院として、急性期や慢性期、在宅医療を

提供するとともに、人工透析治療等を実施していますので、当地域におい

ては、市川三郷町立病院と社会保険鰍沢病院が、峡南病院との医療連携を

進めることにより、さらに医療提供体制の充実を図ることができます。 

   峡南病院については、市川三郷町立病院や鰍沢病院との経営統合を行う

意向がありませんので、医療連携の方法としては、両病院との診療連携な

どによる「業務提携」により、連携を図ることになります。 

 

 

４ 地域医療再生基金の活用の可否について 

 

 

Ｑ１ 社会保険鰍沢病院を富士川町が単独で取得する場合に、地域医療再生基
金を活用できますか。 

 

Ａ１ 地域医療再生計画（峡南医療圏）においては、「鰍沢病院と市川三郷町立

病院の共同経営又は連携等による病院機能の集約化に伴い、両病院の施設

の改修や設備の整備を行う費用に対して助成を行う」と定めています。 

このため、経営統合を行わなくても、共同管理や事業譲渡などを行うこ

とにより、医師などの医療資源の集約化等を伴う、病院間の高度な医療連
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携を図ることができれば、富士川町が単独で取得する場合であっても、基

金の活用は可能であると考えられます。 

逆に、経営統合や高度な医療連携を伴わずに、病院を単独購入する場合

については、地域医療再生基金を活用することは難しいと考えられます。 

 

 

Ｑ２ 両病院の共同経営や連携等により病院機能の集約化を図る場合には、集
約化に伴い必要となる施設改修や設備整備費以外にも必要な費用が生じると思
いますが、地域医療再生基金により、他の支援も受けられるのですか。 

 

Ａ２ 病院機能の集約化が図られる場合、県は、地域医療再生基金を活用して、

山梨大学等からの医師派遣や、病院間の連携等による運営費補助、病院間

循環バスによる患者の利便性の確保などの支援を行います。 

 

 

Ｑ３ 地域医療再生基金の活用期限は平成２５年度までと聞いていますが、平
成２５年度までに、両病院の医療機能の集約化ができなければ、峡南北部地域
の医療連携に対し、地域医療再生基金を活用することはできないのでしょうか。 

 

Ａ３ 地域医療再生基金を活用することはできません。 

 

 

５ 独立行政法人地域医療機能推進機構について 

 

 

Ｑ１ 平成２３年６月に、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構（Ｒ
ＦＯ）の一部が改正され、社会保険病院を保有しているＲＦＯは、平成２６年
４月に独立行政法人地域医療機能推進機構（以下、「新機構」という。）に改組
され、新機構が社会保険病院の管理運営を併せて行うことになりました。この
ため、地元の地方公共団体が社会保険鰍沢病院を購入しなくても、鰍沢病院は

新機構の組織として存続することになるので、新機構のもとで新たに運営され
ればいいのではないでしょうか。 

 

Ａ１ 鰍沢病院が、新機構に移管された場合においても、経営状況によっては

病院規模の縮小や診療科の廃止などの経営改善が図られたり、病院の閉鎖

という抜本的な対策が講じられる可能性があり、長期的に安定した地域医

療が確保されなくなるおそれがあります。 
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Ｑ２ 新機構が病院等を運営する目的は、「救急医療や災害医療、周産期医療、
小児医療等の事業やリハビリ等、地域医療を提供すること」なので、社会保険
鰍沢病院が、平成２６年４月に新機構の傘下に入れば、地域において必要とさ
れる医療を提供できるのではないですか。 

 

Ａ２ 新機構の目的については、個々の病院がこれらの機能をすべて提供する

必要はなく、新機構全体として提供することとされていますので、鰍沢病

院が新機構の傘下に入った場合でも、地域が求める医療が確保されるわけ

ではありません。 

 

 

Ｑ３ 社会保険鰍沢病院が新機構の傘下に入れば、新機構内部での財政支援が
受けられるのではないでしょうか。 

 

Ａ３ 新機構に対しては、国から運営費交付金が交付されません。また、新機

構内部における資金融通（貸付等）も検討されることになりますが、不採

算病院としては強力な経営改善が求められるとともに、改善されない場合

には貸付等が円滑に行われなくなる可能性は否定できません。 

したがって、鰍沢病院が新機構の傘下に入った場合でも、長期的に安定

した運営が確保されるわけではありません。 

 

 

Ｑ４ 社会保険鰍沢病院が新機構の傘下に入れば、全国的なネットワークを活
用して、新機構から医師を派遣してもらえるのではないでしょうか。 

 

Ａ４ 新機構においても、基本的には現行どおり各病院長が、地元大学等への

要請等の活動を通じ個別に必要な医師を確保していくこととなります。 

したがって、鰍沢病院が新機構の傘下に入った場合でも、従前と比べ、医

師の確保が容易になるわけではありません。 

 

 

Ｑ５ 新機構の傘下に入っても、病院の経営が改善されない場合はどうなりま
すか。 

 

Ａ５ 新機構の経営方針となる中期計画は、今後、国が示す中期目標をもとに

新機構が定めますが、この中で、不採算病院に対する強力な経営改善（経

営規模縮小等）の方針が掲げられる可能性は否定できません。 

したがって、経営改善等が困難と判断される病院については、将来的に、

維持存続ができなくなることもあるものと考えられます。 
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Ｑ６ ＲＦＯの理事長によると、新機構において医師や看護師が不足する病院
への支援を行うとのことですので、新機構に経営を任せる方が良いのではない
ですか。 

 

Ａ６ 理事長の発言の主旨は確認できていませんが、新機構の中期計画が作成

されておらず、各病院の管理運営の見通しも明らかになっていない中で、

新機構の傘下に入ることが望ましいと判断することはできないのではない

かと考えています。 

国の財政支援がない中で、新機構が社会保険鰍沢病院のような不採算病

院に対する厚い支援を行っていくことには限界があると考えられます。ま

た、全国的な医師不足の中で、新機構が独自に社会保険鰍沢病院が必要と

する医師等を確保することは容易でないと考えられることなどから、仮に

新機構の傘下に入ったとした場合においても、峡南北部地域に望まれる、

長期的に安定した地域医療を確保していくことは困難であると思われます。 
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○県では、峡南北部地域の医療連携について、地域の多くの方々に関心と理

解を深めていただくため、県の職員が出向いて「出前説明会」を開催します。 

○地域や事業所、グループの集まりなど、「地域の医療について知りたい」とい

う方は、お気軽にお申し込みください。 
 

 

★概ね１５名以上が参加できる団体・事業所・グループ（自治会やサークルなども OK） 

 

 

★開催時間は、平日の午前１０時から午後８時までとして、１時間半位を見込みます。 

★職員派遣の費用は無料ですが、会場の手配や準備、費用負担は申込者側でお願いします。 

 

 

★平成２４年７月○日（ ）～○月○日（ ） 

 

 

★開催希望日の２週間前までに、下記の＜出前説明会申込書＞に必要事項を記入して、県
医務課にＦＡＸしてください。（この用紙のままＦＡＸしてください。） 

 

送り先：ＦＡＸ０５５－２２３－１４８６ 
 
＜出前説明会申込書＞   
 

 

 

お申し込みできる方 

開催時間及び場所 

開催期間 

申し込み方法 

●お問い合わせ先 
山梨県福祉保健部医務課 地域医療再生担当 
電話番号：０５５－２２３－１４８３（直通） 

峡峡南南北北部部地地域域のの医医療療連連携携  

県では、峡南地域医療連携協議会・

北部地域医療連携部会において、市

川三郷町立病院と社会保険鰍沢病

院の経営統合を含む地域の医療連

携のあり方を検討しています。 

 

参加予定人数

開催希望日及び時間 第１希望 　　　月　　　日（　　）　　時　　分　～

第２希望 　　　月　　　日（　　）　　時　　分　～

開催予定場所

団体名

申込者 氏名

住所

（日中連絡が取れる番号でお願いします）
電話番号

特に説明を希望する事項に
ついて記入してください


