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ポストコロナ医療と地域医療構想の
今後の課題について
今村

知明＊

るとは言い難い。そんな状況の中、2020 年に新

●新型コロナウイルス感染症が及ぼした
地域医療への影響と課題

型コロナウイルス感染症（COVID-19）という予
想していなかった困難なことが発生した。新たな
ウイルスの脅威を前に人々の生活は大きく変化

2020 年初頭から、新型コロナウイルス感染症

し、産業や行政、あらゆる面が変わりつつある。

の流行が今もなお続いている。このことは我が国

とは言うものの総人口が減少するにも関わら

の医療提供体制に多大な影響を及ぼし、地域医療

ず、慢性的な疾患を抱える高齢者や要介護人口が

においても課題が浮彫りとなっている。

近年 10 年足らずで 1.5 倍という凄まじい早さで

まず、我が国の人口減少と高齢化は今後も継続

増加する事態になることには変わりない。社会を

する。それに伴い、医療需要の増加とサービス提

支える若い世代や資金は減少し、社会を支える人

供人口の減少も同時に生じる。これらを考慮する

の数も到底足りなくなる。

と、新型コロナ感染症対策としての病床確保計画

2025 年には、団塊の世代が後期高齢者となる

や PPE 等の備蓄計画等の対策はもちろんの事、

ことにより医療・介護の需要は著しく増大する。

効果的・効率的な医療提供体制を構築するための

人もお金も無いにもかかわらず、この課題にどう

医療計画、地域医療構想、医師の働き方改革、医

対応していくかが日本にとって大きな問題であっ

師偏在対策の取組やかかりつけ医機能の普及等の

た。このため医療の効率化を推進する施策が検討

取組を推進することも求められている。こうした

され実施されてきたのだが、それが地域医療構想

難しい課題が山積する中、様々な課題に対応可能

である。これに対して新型コロナの流行は医療に

な柔軟性のある医療提供体制（入院、外来、在宅

余裕を持っていないと、簡単に医療がひっ迫する

医療、医療人材等）の構築を目指すことが求めら

ことを明らかにした。2021 年の夏は連日東京の

れている。

病床不足が報じられていたことは記憶に新しい。

我が国はこれから大きな人口構成の変化を迎え

「効率化」＋「余力」という 2 つの政策を両立さ

る。いわゆる「2025 年問題」である。それに向

せることが求められているが、
「効率」と「余力」

けて地域医療構想や地域包括ケアシステムといっ

は二律背反な方策であるため非常に困難な解決策

た対策が打ち出されているが、十分に機能してい

が求められている。そこで地域医療構想とポスト
コロナ医療の行方がどうなるかを、今までの経緯
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を確認するとともに現状と課題について説明して
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いく。

死ぬのかということを考えなければ、この劇的な
高齢化には到底ついていけない。

●都市部で急速に増加する高齢者

東京都の人口推移のパターンの例だが、以下の
図 1 のようになる。

地方の高齢化というのはすでに進んでいるが、

人口総数は減少するにも関わらず、老齢人口は

1960 年代後半頃に地方から都市部へ出て働き、

2040 年頃までは増加傾向にあり 2060 年頃まで

都市部に住まいを構えてきた団塊世代の多くは、

はあまり変わらないため必然的に高齢者の割合は

都市部でそのまま後期高齢者となる状況になりつ

増加している。同時に医療や介護の需要も高いと

つある。それは、大都市で急速な高齢者の増加が

いう状態になりつつあるのだ。

これから起こることを意味する。大都市で高齢者

以上の事から、これから大都市での医療がひっ

が増えた時、すでにピークを迎えている地方への

迫する可能性は高い。これは新型コロナ対策を考

逃げ場はない。では大都市で増えてくる高齢者を

えた上では、大都市ではより一層困難な状況が発

受け止めるのはどこなのかと言うと、受け止める

生するということになる。

先がないのだ。認知症高齢者も倍増し独居世帯も

実際、今の年齢階級別入院率と生命表の死亡

増えていく中、どう一人で生活し、最終的にどう

率、出生数が変わらないと仮定して向こう 100

図1

東京都の老年人口の推移から
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年の推計をすると、東京は総病床１あたりの患者

今の病院は多くが急性期中心の機能になってい

数がこのままでも近いうちに 1 を超えることに

る。ここで言う急性期の主な医療の対象者は 65

なる。
（図 2）

歳以下であり、治すこと、救うことという急性期

これは病床が 1 つに対しての患者の人数を表

医療が必要とされてきた。これを、75 歳を超え

しているので、大きく不足することを意味する。

た高齢者の医療にシフトしていくということが重

大阪も 1 に近づくため、他の地域よりはもとも

要となる。65 歳以下の病気は基本的に治るのだ。

と病床がひっ迫していたことを意味する。

治して病院から出すのが、これまでの「病院完結
型」の医療である。しかし、75 歳以上の病気と

急性期中心の医療から慢性期の医療へシフト

いうのは基本的に完治しないものが多い。高齢者

今病院は、法律的に見ると基本的に 1 つの機

は複数の疾患や合併症を持っていることが多いこ

能しか持っていない。それを高度急性期、急性

ともリスクとなる。治らない病気を治すというの

期、回復期、慢性期と 4 つに大きく機能を分け、

は当然難しい。治すのではなく、家に帰って普通

それぞれが各機能を果たしてもらうようにすれば

に生活ができるという医療を提供しなければいけ

医療機関も今の人数で乗り切れるのではないかと

ない。これからは「地域完結型」の医療が今後目

いうのが地域医療構想の基本的な考え方である。

指すべき姿といえるだろう。今求められているの

図2

総病床 1 床当たりの入院患者数の 100 年先までの将来推計
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は、地域によっては不足した急性期医療を補充し
つつも、急性期中心となっている医療を慢性期へ
シフトさせるという「離れ技」的な対策である。

●医療提供体制構築に関する国の対策や
方針

地方を中心に急性期の病床が過剰なまま何も対
策をしなかった地域では、やがて減少する急性期

さて、令和 2 年 7 月 17 日に閣議決定された骨

の入院患者を地域の病院同士で取り合うようにな

太の方針 2020 には「新たな日常」という言葉が

る。急性期医療が入院患者（需要）に対して病床

出てきた。これは新型コロナウイルス感染症への

（供給）が過多になるのだ。そうなると地域の急

対策としての社会保障や医療提供体制はどうする

性期病院では軒並み空床が多くなり、病床稼働率

べきか記載されている。2018 年、2019 年には

の低迷に苦しむ。そして、次第に病院経営が立ち

当然書かれていない。特に、医療提供体制につい

行かなくなると地域の患者は急性期医療を受けら

ては新規感染者数の増大に十分対応できる医療提

れなくなるだけでなく、病院経営と地域の医療・

供体制に向け万全の準備を進めておく必要がある

介護の双方が共倒れしてしまうという誰にも恩恵

としている。入院医療体制では必要な病床を確保

がない最悪の状況も想定される。全員で危機感を

する計画についても書かれているのだ。病院等の

共有し、全員で解決策を考えていくしか方策は残

ダウンサイジングと言っていたが、コロナについ

されていない。これまで 65 歳以下の患者がメイ

ては「必要な病床を確保しなければならない！」

ンの人口だったため、医療は治すこと中心だった

という意見が浮上している。

が、これからは高齢化が進み 75 歳以上の高齢者

令和 2 年 8 月 31 日付けの厚生労働省医政局長

がメインとなる。病気を抱えて生きる、支える、

通知にも「感染症への対応の視点も含めて、質が

看取ることを医療だけでなく行政も一団となって

高く効率的で持続可能な医療提供体制の整備を進

真剣に考えていく時代になっている。

めるため、可能な限り早期に工程の具体化を図

病院同士の話し合う場として「地域医療構想調

る。
」と書かれており、
「2019 年度中（※医療機

整会議」を都道府県が設置しているが、ここでの

関の再編統合を伴う場合については、遅くとも

議論は病院生命を左右しかねないため一筋縄には

2020 年秋頃まで）
」とされた再検証等の期限を

進まない。しかし共倒れを回避するため、急性期

含め、地域医療構想に関する取組の進め方につい

のみでなく縮小することや回復期・慢性期機能へ

て、
「
（中略）厚生労働省において改めて整理の

の転換を図るという病院経営者の決断が求められ

上、お示しする。
」と書かれていた。これまで進

ている。医療機関が自らの病床機能について分析

めてきた改革の内容を一部方向転換する可能性も

すること、他の医療機関や自治体における取り組

出ている。

みを幅広く情報収集して、これを参考に将来の自

これらを踏まえ令和 3 年に入り、
「第 8 次医療

院の在り方と、病院同士の協力を通して地域医療

計画等に関する検討会」もスタートし、コロナ禍

の在り方を見据える必要がある。

の後の地域医療構想のあり方についての本格的な
議論が始まっている。第 8 次医療計画ではこれ
までの「5 疾病 5 事業」に、予測困難かつ即応態
勢を整える点では災害医療と類似している「新興
感染症等の感染拡大時における医療」を追加し、

ポストコロナ医療と地域医療構想の今後の課題について

「5 疾病 6 事業」の医療提供体制の計画を打ち立
てている。
コロナ禍においては、医療機関の病床の整備や

7

上記検討会では、医療計画の記載事項に「新興
感染症等の感染拡大時における医療」を追加する
ことが決まった。

人材の確保だけでなく物資の不足など様々な面で

1 ．詳細（発生時期、感染力等）の予測が困難

の問題が浮き彫りとなった。それらを踏まえて具

な中、速やかに対応できるよう予め準備を進

体的には平時から感染拡大に対応可能な医療機関

めておく点が、災害医療と類似しており、い

や病床の確保、感染拡大時を想定した専門人材の

わゆる「5 事業」に追加して「6 事業」にとす

確保、医療機関における感染防護具の備蓄の整備

る。

が求められている。

2 ．今後、厚生労働省において、計画の記載内

今、国では、現行の医療計画における課題も踏

容（施策・取組や数値目標など）について詳

まえ、第 8 次医療計画検討会の下に「地域医療

細な検討を行い、
「基本方針」
（大臣告示）や

及び医師確保計画に関する WG」
「外来機能報告

「医療計画作成指針」
（局長通知）等の見直し

等に関する WG」
「在宅医療及び医療・介護連携

を行った上で、各都道府県で計画策定作業を

に関する WG」
「救急・災害医療提供体制等に関

実施するために、第 8 次医療計画（2024 年度

する WG」と、4 つのワーキンググループを立ち

〜 2029 年度）から追加することとなった。

上げての議論が始まっている。

具体的な記載項目（イメージ）は以下の図の通
りである。

●新型コロナウイルス感染症対応を踏ま
え今後の医療提供体制の構築に向けた
国の考え方

我々の研究班ではこの指針や指標の作成を支援
することとしているのだが、議論は困難を極めて
おり、まだ具体的な方針を示すことが出来ない状
況にある。
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出典：第 25 回医療計画の見直し等に関する検討会報告書 資料 https://www.mhlw.go.jp/content/10801000/000706020.pdf

出典：第 78 回社会保障審議会医療部会（2021/02/08 開催）参考資料１https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000735044.pdf
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●医師偏在対策は
平成 20 年度以降、医学部定員を大幅に増員し
たが、医師の地域偏在・診療科偏在は解消されて
おらず地域・診療科によっては「医師不足」の指
摘がある。
医師偏在解消への主な課題として、
（1）医師の地域偏在・診療科偏在を統一的に
測る「ものさし」が必要
（2）医師確保対策について、都道府県が主体
的・実効的に対策を行うことができる体
制の整備が必要
（3）医師養成段階における医師の地域定着策
の充実が必要

9

岩手県、新潟県、青森県、
福島県、埼玉県、茨城県、
秋田県、山形県、静岡県、
医師少数区域
長野県、千葉県、岐阜県、
群馬県、三重県、山口県、
宮崎県
東京都、京都府、福岡県、
沖縄県、岡山県、大阪府、
石川県、徳島県、長崎県、
医師多数区域
和歌山県、鳥取県、高知県、
佐賀県、熊本県、香川県、
滋賀県

●「三位一体」とは？
厚生労働省は 2019 年 4 月 24 日の社会保障審

（4）地域での外来医療機能の偏在等を是正す
る仕組みが必要

議会医療部会で、2040 年の医療提供体制の構築

（5）医師が少ない地域での勤務を促すインセン
ティブを高める対策を講じることが重要

き方改革」
「医師偏在対策」を「三位一体」で推

（6）その他検討事項（地域医療支援病院の在
り方の検討）

し、一体となり取り組む必要があるとした。

等がある。

で、医師の働き方改革は始まったばかりなのであ

に向け、
「地域医療構想」
「医師・医療従事者の働
進していく方針を示した。それぞれが密接に関連
地域医療構想は既に具体的に進んでいる一方

医師偏在対策のために指標が作成され公表もさ

る。時間外労働の上限規制の適用は 2024 年度か

れた。医師偏在指標としては、人口 10 万人当た

らとなる。医師偏在対策も、
「医師確保計画」策

りの医師数に医療ニーズ、将来人口・人口構成変

定 が 2019 年 度 か ら 都 道 府 県 で ス タ ー ト し、

化、患者の流出入、僻地等の地理的条件、医師の

2020 年度からの実施となる。医師の働き方改革

性別・年齢分布、医師偏在の単位（区域、診療

について、医師少数区域で医師が少ない医療機関

科、入院／外来）を加味し 47 都道府県および全

が、少数で救急医療を担っている場合、
「年 960

国 355 の 2 次医療圏の「医師偏在指標」を算出

時間」の時間外労働の上限規制が適用されると、

する。47 都道府県および 2 次医療圏それぞれに

救急医療が崩壊するとの懸念も呈せられた。政府

ついて、医師偏在指標が下位 33.3％を「医師少

は、
「地域医療確保暫定特例水準」
（時間外労働の

数区域」
、上位 33.3％を「医師多数区域」として

上限が年 1860 時間）を設定したと説明し、医師

設定し、
「医師少数区域」で医師を確保するため

確保計画と並行して、働き方改革を進めていくこ

の対策を講じることとされた。

とが必要だと述べている。同時に、地域に救急医
療機関が複数あり、各々働き方改革が難しい場
合、救急医療体制そのものも再考が必要となる。
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地域医療構想と医師偏在対策、働き方改革と

将来的に別の新型感染症が発生する可能性を考

は、異なる問題点を解決するために考えられてき

慮すれば、流行も踏まえて改めて地域の医療提供

た政策である。そのため、明らかに利益相反の関

体制をどう構築するかというのは避けては通れな

係にある内容を含んでいる。その 3 つに矛盾が

い重要な事項である。また、二次医療圏や都道府

ないように政策を進めるために「三位一体」との

県を超えた連携が必要になってくるということも

表現を使っているが、実情は同床異夢であること

視野に入れるべきである。今回のコロナ禍で患

は否めない。この３つを同時に達成することは極

者・住民の受診行動はどのように変化したか、そ

めて困難だと考えるが、少しでも明るい未来を見

のことが治療内容や患者の心身にどういう影響を

出だすため、どこまでこれをやり遂げることがで

与えたのかなども調査する必要がある。その上

きるのかを試すしかないように感じる。

で、その分析結果をもとに医療計画や地域医療構
想の検討などを行っていくべきであろう。

●終わりに

国としては令和 3 年度、令和 4 年度にかけ医
療計画の「新興感染症対策」
「医師確保計画」
「外

形は変わりつつも新型コロナ対応が継続してい

来医療計画」の基本方針やガイドライン方針の改

る中ではあるが、以下のような地域医療構想の背

正を執り行い、2024 年度には都道府県を中心に

景となる中長期的な状況や見通しはコロナ前と変

第８次医療計画を開始するというスケジュールで

化はない。

進められている。

●人口減少・高齢化は着実に進み、医療ニー
ズの質・量が徐々に変化、マンパワーの制
約も一層厳しくなる
●各地域において、質の高い効率的な医療提
供体制を維持していくためには、医療機能
の分化・連携の取組は必要不可欠
感染拡大時の短期的な医療需要には、各都
道府県の「医療計画」に基づき機動的に対
応することを前提に、地域医療構想につい
ては、その基本的な枠組み（病床の必要量
の推計・考え方など）を維持しつつ、着実
に取組を進めていく必要もある。

第 8 次医療計画に向けて 4 つの WG も本格的
に動き出し、新型コロナウイルス対策を鑑みて
様々な課題に直面することになると思われるが、
今後の議論の展開に注目する必要がある。さらに
地域医療は、今後全体的により効率性を求められ
る事になってくると思うのだが、そのためには一
人一人が物事を正確に捉える事が重要だと思われ
る。おそらく正解がない問題になるであろうが、
皆さんで情報を共有し最善の答えを見出してほし
いと思う。

