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特 集 １ 都道府県が新たに「外来医療計画」を策定

都道府県が新たに「外来医療計画」を策定
や、
病院と診療所の機能の分化・連携に関すること、

地域の実情に応じ、
地域包括ケアシステムの構築
などに資する外来医療の提供体制を確保
～2020年度から計画に基づく取り組みを推進へ～

都道府県の医療計画に、外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項（外来医療計画）が追加
されます。医療法が一部改正され、2019年4月に施行されたことによるもので、都道府県は、厚生
労働省が今年3月末に示した外来医療計画策定に関するガイドライン等を踏まえ、19年度内に計画
を策定・公表し、20年度からは計画に基づく取り組みを推進する、といったスケジュールが描かれて
います。

グループ診療の推進、
医療設備・機器等の共同利用
の方針などが挙げられています。

外来医療計画は、
二次医療圏ごとなどに、
外来医

また、
可視化する情報の内容については、
地域ご
との疾病構造や患者の受療行動などの地域特性を

また、
外来医療機能に関する情報を可視化するた

示す、
より詳細な付加情報等を加えることや、
患者の

め、
二次医療圏ごとの診療所医師の多寡を外来医

プライバシー、
経営情報等の機微に触れる情報を除く

師偏在指標で表すという仕組みも導入されます。
外

などの対応が求められるため、
地域の医療関係者等

来医師偏在指標の値が全国の中で相対的に高い

と事前に協議する必要があるとしています。

二次医療圏は、
外来医師多数区域に設定されます。
地域ごとの外来医療機能の偏在などを
客観的に把握・可視化する
このように、
医師偏在の度合いが指標で示されるこ
とに伴い、
地域ごとの外来医療機能の偏在などの客

二次医療圏ごとなどに、
地域医療構想
調整会議を活用するなどして協議

インで示されたものです。

さらに、
地域における救急医療提供体制の構築、
グループ診療の推進、
医療設備・機器等の共同利用
といった、
充実が必要な外来機能や充足している外
来機能に関し、
外来医療機関間での機能分化・連
携を図る方針等についても協議し、
決定するよう促し
ました。

観的な把握も可能となります。
その情報を、
新たに開業

こうした考え方を示すに当たり、
外来医療の状況に

設け、
協議の結果を取りまとめて公表するというもの

しようとしている医療関係者等が自主的な経営判断

ついては、
①地域で中心的に外来医療を担う無床診

で、
その内容は既存の医療計画に位置付けられま

に当たって参照できるよう可視化して提供することによ

療所の開設状況が都市部に偏っている、
②診療所

す。
協議の場は、
地域医療構想調整会議を活用する

り、
個々の医師の行動変容を促して偏在是正につな

における診療科の専門分化が進んでいる、
③救急

などして設けられます。

げていくことが、
外来医療計画に関する基本的な考

医療提供体制の構築、
グループ診療の実施、
放射

え方とされています。

線装置の共同利用などの医療機関の連携の取り組

療の提供体制に関する事項について協議する場を

協議する事項には、
地域の外来医療機能の状況

これらは、
厚生労働省が都道府県に通知した外

「地域における外来医療に係る医療提供体制の確保」に関する規定（抜粋）
【医療法】

医療計画に定める事項の追加部分

第 30 条の 18 の 2（第 1 項） 都道府県は、第 30 の 4 第 2 項第 14 号に規定する区域（二次医療圏）その他の当該都道
府県の知事が適当と認める区域（対象区域）
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との協議の場を設け、関係者との連携を図りつつ、次に掲げる事項（外来医療に係る医療提供
体制の確保に関するもの）について協議を行い、その結果を取りまとめ、公表するものとする。
第 1 号 	厚生労働省令で定める方法により算出された医師の数に関する指標（外来医師偏在指標）によって示さ
れる医師の数に関する情報を踏まえた外来医療に係る医療提供体制の状況に関する事項
2

病院および診療所の機能の分化および連携の推進に関する事項

3

複数の医師が連携して行う診療の推進に関する事項

4

医療提供施設の建物の全部または一部、設備、器械および器具の効率的な活用に関する事項

5

その他外来医療に係る医療提供体制を確保するために必要な事項

第 2 項 関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあった場合には、
これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において関係者間の協議が調った事項については、その実施
に協力するよう努めなければならない。
第 3 項 都道府県は、対象区域が構想区域等と一致する場合には、当該対象区域における第一項の協議に代えて、
当該構想区域等における協議の場（地域医療構想調整会議）において、同項各号に掲げる事項について協議を行
うことができる。
第 4 項 前項に規定する場合には、地域医療構想調整会議の関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議
に参加するよう求めがあった場合には、
これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において当該関係者間
の協議が調った事項については、
その実施に協力するよう努めなければならない。

来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイ
ドラ

みが、
地域で個々の医療機関の自主的な対応に委
ねられている─といったことを指摘しています。

【外来医療計画の全体像】
外来医療機能に関する情報の可視化

●地域ごとの外来医療機能の偏在・不足等の客観的な
把握を行うために、診療所の医師の多寡を外来医師
偏在指標として可視化。
●指標は、人口10万人対診療所医師数を基に、医療ニー
ズおよび人口・人口構成とその変化、患者の流出入、
へき地などの地理的条件、医師の性別・年齢分布、医
師偏在の単位の５要素を考慮して算定。
●外来医師偏在指標の全国上位3分の1（33.3％）に該当
する二次医療圏を、外来医師多数区域と設定。

新規開業希望者等に対する情報提供

●外来医師偏在指標と、外来医師多数区域である
二次医療圏の情報を、医療機関のマッピングに
関する情報、開業に当たって参考となるデータ等
と併せて公表し、新規開業希望者等に情報提供。
※都道府県のホームページに掲載するほか、様々な機会を捉
えて周知するなど、新規開業希望者等が容易に情報にア
クセスできる工夫や、適宜更新を行うなど質の担保を図
る必要がある。
※新規開業者の資金調達を担う金融機関等にも情報提供を
行うことが有効と考えられる。

外来医療機能に関する協議および協議を踏まえた取り組み

●地域ごとに、
どのような外来医療機能が不足しているか議論するための協議の場を設置。

※地域医療構想調整会議を活用することも可能。原則として二次医療圏ごとに協議の場を設置するが、必要に応じて市区町村単位等
での議論が必要なものについては、別途ワーキンググループ等を設置することも可能。

●少なくとも外来医師多数区域においては、新規開業希望者に対し、協議の内容を踏まえて、在宅医療、初期救急
（夜間・休日の診療）、公衆衛生（学校医、産業医、予防接種等）などの地域に必要とされる医療機能を担うよう
求める。
（厚生労働省資料に基づいて作成）
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特 集 １ 都道府県が新たに「外来医療計画」を策定

が7月ごろ算出する予定になっています。

外来医師偏在指標は、
調整を経て
7月ごろに算出の予定

都道府県は、
外来医師多数区域を設定した上で、
外来医師多数区域において新規開業を希望する者

であり、
地域によっては二次医療圏単位の協議の場

区域の方針に関する事項を情報提供するとされてい

の運営が困難な場合も想定されるため、
二次医療圏

ます。

とは異なる対象区域単位で設置することも可能です

厚生労働省のガイドラインで、
外来医療計画にお

に対しては、
その区域において不足する医療機能を

新規開業者の届出様式には、
地域で不足する外

いては、
まず、
厚生労働省が示す外来医師偏在指

担うよう求め、
新規開業希望者が求めに応じない場

来医療機能を担うことに合意する旨の記載欄を設

標の計算式に基づいて、
都道府県で二次医療圏

合には、
臨時の協議の場への出席を求めるとともに、

け、
協議の場において合意の状況を確認することに

単位に外来医師偏在指標を定め、
その指標によって

協議結果等を住民に対して公表するという仕組みに

なります。
不足する外来医療機能は、
地域ごとに具体

外来医師多数区域を定義するという対応が示され

なっています。

的な内容が記載されます。

個別の開業希望者への対応としては、
開業に当

ています。
外来医師偏在指標は、
都道府県間での患者流

たっての事前相談の機会や開業の届出様式を入手

出入の調整を経て、
同調整後の指標を厚生労働省

する機会に、
開業する場所が外来医師多数区域に

外来医師偏在指標

また、診療所は、多くが１人の医師で運営されており、診療所数
と診療所の医師数は1対1に近い傾向にあることから、外来医師偏

人口10万人対診療所医師数に一定の補正を加えた計算式で求

在指標は診療所の偏在の代理指標としても使用可能と考えられて

める指標（下囲みに計算式）。

いる。

同指標を用いて、外来医師数が相対的に充足していると考えら

協議プロセスなどもあらかじめ公表
外来医師偏在指標の値と協議の場における協

が、
外来医師偏在指標の区域単位との関係から、
当
面は二次医療圏単位で運営される見通しです。
地域の夜間・休日の初期救急医療や在宅
医療の提供体制などに不足がないか検討
新規開業者に求める事項である地域で不足する
外来医療機能についても、
地域の課題や実情など必
要に応じ協議の場で検討されます。

議プロセス、
公表の方法等については、
外来医療計

検討すべき外来医療機能としては、
夜間や休日

画に盛り込み、
あらかじめ公表しておくものとされてい

等における地域の初期救急医療
（主に自力で来院

ます。

する軽度の救急患者への夜間・休日における外来医

また、
二次医療圏単位における外来医療機能に

療）
に関する提供状況、
在宅医療の提供状況、
産業

れる区域を、外来医療計画上「外来医師多数区域」
と設定し公表す

ただし、外来医師偏在指標の活用においては、医師の絶対的な

ついて、
全ての区域でどのような機能が不足してい

医・予防接種等の公衆衛生に係る医療の提供状況

る。外来医師多数区域に設定されるのは、全国の二次医療圏の同

充足状況を示すものではなく、あくまでも相対的な偏在の状況を

指標値の上位3分の1（33.3%）
とされている。

表すものという性質を十分に踏まえ、指標数値を絶対的な基準と

るのか、
可能な限り分析を行い、
その結果について

等が考えられるものとして例示されています。
初期救

も外来医療計画において明示します。
さらに、
医療

急医療の提供状況は、
在宅当番医制度への病院と

機関のマッピング
（地図情報として可視化）
に関する

診療所の参加状況や、
夜間休日急患センターの設

情報など、
開業に当たって参考となる情報について

置状況を指しています。

して取り扱うことや、指標のみに基づく機械的な運用を行うことが

地域の医療機能に関する適切なデータを可視化し、開業に当

ないよう十分に留意する必要があるとされている。

たっての有益な情報として提供することなどへの活用が想定され
ている。

も把握・整理・分析し、
外来医療計画で明示するとさ

外来医師偏在指標の計算式＝分子、分母による表記

＝ Σ性・年齢階級別診療所医師数 ×

■外来医師偏在指標






定・公表します。
2020年度からの4年間が最初の計画

性・年齢階級別診療所医師の平均労働時間
診療所医師の平均労働時間

〙
×地域の標準化外来受療率比 ⎜×地域の診療所の外来患者対応割合
 地域の人口
10 万
〙
※ 2

地域の人口 地域の標準化 〙
× 外来受療率比 ⎜
10万
〙
＝地域の外来医療需要

※4

これらのうち、
在宅医療については、
都道府県が、
2018年度からスタートした第7次医療計画に基づい

比較的短期間に変化し得るため、
2024年度以降は3

て提供されている在宅医療の提供体制の状況を把

年ごとに見直される予定です。

握し、
医療計画の他の事項との整合性を確保しなが
ら、
グループ診療による在宅医療の推進などに資する

協議の場は、
外来医師偏在指標の区域
単位を踏まえ、
当面は二次医療圏単位

ような外来医療を実施する医療機関が、
柔軟に在宅
医療に参加できるような対策の検討を行うなどとされ
ています。

※2

＝

地域の外来期待受療率※ 3
全国の外来期待受療率

※4

＝

地域の診療所の外来延べ患者数
地域の診療所と病院の外来延べ患者数

〙
⎜
〙

※3

＝

在宅医療については、外来からの移行の
増加を踏まえ切れ目のない連携体制等も検討

期間となりますが、
外来医療に係る医療提供体制は

標準化診療所医師数※1

〙
⎜
〙

＝


れています。
外来医療計画は、
都道府県が2019年度中に策

※1



属することや、
外来医療計画に定められているその

Σ( 全国の性
・年齢階級別外来受療率×地域の性・年齢階級別人口 )

地域の人口

外来医療計画に関する協議の場は、
二次医療圏

また、
今後の高齢化の進展を踏まえると、
外来医療

や都道府県知事が適当と認める区域
（対象区域）
ご

から在宅医療に移行する患者も一定程度増加する

とに、
診療に関する学識経験者の団体、
医療関係

ことが見込まれるため、
在宅医療の提供に当たって

者、
医療保険者などによる構成で設けられます。
協議

各医療機関等がどのような役割分担を行うかなど、
患

の場は、
地域医療構想調整会議を活用することがで

者の移行に際しての切れ目のない医療機関間の連

きます。

携についても検討を加えることが重要とされています。

対象区域内の医療機関の規模や数などは多様
（厚生労働省資料に基づいて作成）
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特 集 １ 都道府県が新たに「外来医療計画」を策定

外来医療への対応に関する医療機関
の意向などの情報収集も
外来医療計画の策定に当たっては、
データの収

ど、
柔軟な対応が可能とされています。

係る事項も盛り込まれます。
計画に関して協議する事

協議を行う区域については、
二次医療圏単位を

項の一つに、
医療法上「医療提供施設の建物の全

基本としますが、
先進的な技術については、
特に専

医療機器の効率的な活用に係る計画として外

部または一部、
設備、
器械および器具の効率的な活

門性の高い救急医療等に関連する医療機器の場

来医療計画に盛り込む事項には、
①医療機器の配

用に関する事項｣が規定されています。

合、
その医療提供体制の整備を図るべき地域的単

置状況に関する情報
（機器の配置状況に関する指

集・分析なども行われます。
地域の外来医療提供体

医療機器については、
人口当たりの台数に地域

位として設定されている三次医療圏、
がんの診療に

標）
、
②医療機器の保有状況等に関する情報、
③区

制を議論するために有用であると考えられるため、
調

差があり、
医療機器ごとに地域差の状況は異なって

関係する医療機器については、
がん対策推進基本

域ごとの共同利用の方針、
④共同利用計画の記載

査・収集して議論に活用することが重要とされている

いると指摘されています。
そのため、
今後、
人口減少

計画に基づいて都道府県が策定する、
がん診療に

事項とチェックのためのプロセス─ が挙げられてい

ものに、
初期救急医療の提供として在宅当番医制

が見込まれ、
効率的な医療提供体制を構築する必

係る医療機関等の配置を踏まえて設定した区域な

ます。

に参加している医療機関名とその所在や、
休日夜

要がある中で、
医療機器についても効率的に活用で

間急患センターとそこに参加している医療機関名な

きるよう対応する必要があるというものです。

います。

取り組みでは、
地域の医療ニーズを踏まえた地域
ごとの医療機器の配置状況を可視化する指標
（調

今後の意向などは、
①地域で議論が必要と考え

整人口当たり台数）
を作成し、
医療機器を有する医

られる外来医療機能に関し、
それを担っている医療

療機関をマッピングした上で、
新規購入希望者に対

機関名と所在、②地域で議論した外来医療機能

してその情報を提供することなどが予定されていま

について、
現時点で担っている医療機関の今後の

す。
情報提供とともに、
外来医療に関する協議の場

継続意向、
③地域で議論した外来医療機能につ

等を活用し、
医療機器の共同利用等について協議

いて、
現時点で担っていない医療機関の今後の実

するという考え方です。
共同利用は、
対象となる医療

施意向 ─といったことの情報収集が推奨されて

機器が、
連携先の病院または診療所から紹介され

います。

た患者のために利用される場合を含みます。

また、厚生労働省は、診療報酬のデータなどから

医療機器の配置状況に関する指標の計算式＝分子、分母による表記

■調整人口当たり台数 ＝

※地域の標準化検査率比 ＝

は、
厚生労働省が病床機能報告に基づいて行い、

ます。

その情報を提供するとしています。

地域の性・年齢調整人口当たり期待検査数 (外来 )
全国の人口当たり期待検査数 (外来 )

⎧全国の性・年齢階級別検査数(外来)

医療機器を有する医療機関のマッピングについて

得られる情報を都道府県に提供する予定としてい

地域の医療機器の台数
地域の人口
× 地域の標準化検査率比
10万

Σ⎨

⎩
※地域の人口当たり期待検査数 ＝

全国の性・年齢階級別人口

⎧
⎨
⎩

どのほか、
医療機関の今後の意向なども挙げられて

× 地域の性・年齢階級別人口

地域の人口

医療機器に関する協議については、
その特殊性

医療機器の配置に係る指標も算出し、
共同利用などについて協議

から、
必要に応じて当該機器を保有する病院または
診療所の管理者、
放射線診療の専門家等で構成さ
れたワーキンググループを設置するなどして対応する

外来医療計画には、
医療機器の効率的な活用に

（厚生労働省資料に基づいて作成）

ことも可能とされています。

地域医療構想調整会議での具体的対応方針の合意は対象病床数の 63％  ～3月末時点～
医療計画の見直し等に関する検討会に置かれた地

■厚生労働省から都道府県に情報提供され
る予定のデータ
1. 外来診療
（初・再診）に関する情報＝小児の加算等
含む
2. 初 期救急体制
（夜間・休日外来、深夜外来）に関す
る情報＝時間外加算等を含む
3. 在宅医療
（訪問診療、
往診）
に関する情報
4. 放射線診療および治療に関する情報
5. 1 ～ 4 における診療所および病院の実施割合
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そのうち、新公立病院改革プランの対象である823

域医療構想に関するワーキンググループの会合で、地

病院については、2018 年 12 月末時点から424 施設増

6. 地域の病院・診療所ごとの主たる診療科目別医師

域医療構想調整会議における具体的な医療機関名を

えて771 施設が合意済みとなり、病床数にして179,391

数および取得している広告可能な医師の専門性

挙げた議論について、2019 年 3 月末時点の合意状況

床（95％）
でした。
また、公的医療機関等 2025プランの

に関する資格名および麻酔科の標榜資格医師数

などが報告されました。

対象 829 病院は、同 324 施設増の 810 施設が合意済

に関する情報
7. 地 域の病院・診療所ごとの開設、廃止、休止、再開
別の医療機関数
8. 地域の病院・診療所の所在に関するマッピング
9. 地 域の病院および有床診療所の医療機器に関す
るマッピング

それによると、今後の具体的対応方針について合

みで、病床数では 308,307 床（98％）
となっています。

意済みとなった（議論が終了した）のは、2018 年 12 月

両プランの対象以外で合意済みとなったのは、病

末時点から3,858 施設増えて4,983 施設となり、病床数

院が対象 5,660 施設のうち 2,228 施設、診療所は対象

（2017 年度病床機能報告における 7 月時点の数）に
換算すると806,923 床で対象病床数の 63％でした。

6,736 施設のうち1,174 施設でした。
病床の機能別にみた議論の結果の状況は、高度急

2019 年 1月からの 3カ月間で、一気に合意済みが増え

性期が 94％で合意済みとなり、急性期は 67％、回復期

ています。

は 50％、慢性期は 49％がそれぞれ合意済みでした。

Mesa 2019 Summer
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