
ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文    11111111thththth    ––––    12121212thththth    Dec. 2010Dec. 2010Dec. 2010Dec. 2010    

 1 

ＩＳＦＪＩＳＦＪＩＳＦＪＩＳＦＪ２０２０２０２０１０１０１０１０               政策フォーラム発表論文政策フォーラム発表論文政策フォーラム発表論文政策フォーラム発表論文  

医師偏在の解消医師偏在の解消医師偏在の解消医師偏在の解消１    

    

慶應義塾大学慶應義塾大学慶應義塾大学慶應義塾大学    河井啓希研究会河井啓希研究会河井啓希研究会河井啓希研究会    医療分科会医療分科会医療分科会医療分科会        

三浦洋平三浦洋平三浦洋平三浦洋平    石橋俊介石橋俊介石橋俊介石橋俊介    井上朋紀井上朋紀井上朋紀井上朋紀    

野田竜平野田竜平野田竜平野田竜平    水野夏央水野夏央水野夏央水野夏央    吉田麻里子吉田麻里子吉田麻里子吉田麻里子    

２０２０２０２０１０１０１０１０年１２月年１２月年１２月年１２月    

 

    

                                                      
１１１１本稿は、２０１０年１２月１１日、１２日に開催される、ＩＳＦＪ日本政策学生会議「政策フォーラム２０１０」の

ために作成したものである。本稿の作成にあたっては、河井啓希教授（慶應義塾大学）をはじめ、多くの方々から有

益且つ熱心なコメントを頂戴した。ここに記して感謝の意を表したい。しかしながら、本稿にあり得る誤り、主張の

一切の責任はいうまでもなく筆者たち個人に帰するものである。 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文    11111111thththth    ––––    12121212thththth    Dec. 2010Dec. 2010Dec. 2010Dec. 2010    

 2 

要約要約要約要約    

現在、日本では医師不足が大きな問題として取り上げられている。医師不足の問題は医師

の絶対数の不足と偏在の二つに分けられ、偏在はさらに地域偏在と診療化偏在に分類するこ

とが出来る。医師の絶対数の不足は文字通り、近年の高齢化に伴う医療需要の増加に医師の

供給が追い付いていないことを指す。また、偏在は医療需要に関わらず性質上の理由で医師

数に偏りがあることを指す。その中で、地域偏在とは地域間で人口に対する医師数にばらつ

きがあることである。そして、診療科偏在とは診療科間で医師数またはその増加率に大きな

乖離があることである。我々は医師の絶対数の不足ではなく医師の偏在に根源的な問題があ

ると考え、偏在に対して焦点を当てた。 

 最近は特に医師の偏在が騒がれているが、医局が力を持っていた時期には偏在は目立つほ

どではなかった。それは医局が医師の人事権を握っていて、適当な診療科の医師を地方の病

院に医師を派遣することができたため、ある程度需要に応じた医師の供給が行なえていたか

らである。しかし、医局の力が人事権以外の面でも強力で様々な弊害を引き起こしていたこ

と、そもそも研修制度に医師教育の意味で疑問がもたれていたことなどが発端となり、平成

16 年度より新医師臨床研修制度が制定された。この制度により若い医師たちは総合的な診

察能力を得られるようになった。しかし、以前の制度では研修医は主に大学病院で研修を受

けていたので医局の人事権が機能していたが、当制度では研修先を自由に選べるようにした

ために大学病院に医師が集まらなくなった。これにより、地域偏在そしてそれに付随する形

で診療科偏在が顕著になった。どちらも解決すべき問題ではあるが、我々は地域偏在だけに

取り組むことにした。 

 本稿では人口当たりの医師数を基にした偏差値マップを作成し、地域偏在を視覚的にわか

るようにした。そして、その偏在の要因が何であるかを最小二乗法による回帰分析で調べた。

ここから、医師一人当たりの仕事量やその地域の都市化度合が地域偏在に影響を与えている

ことがわかった。しかし、これらの要因に直接的に対処しようとすると、結局のところ社会

保障費を増加させる政策になるので、現在の日本においてはあまり現実的ではない。そこで、

我々はある程度の強制配置で地域偏在を是正するより他ないと考えた。 

 そこで、新たな政策を考えるためにドイツとフランスの事例を研究した。ドイツでは家庭

医をはじめとする各種専門医に対して定員を設け、強制配置というよりは枠組みを作ること

で自由競争を促した。この政策は実際に成果をあげている。これに対して、フランスでは研

修医に定員を設けたが研修後の都市部への流出を防ぐことはできなかった。そこで、政府は

医師過剰地域に行く新規開業医を非保険医にするという法案を出したが失敗に終わってし

まった。 

このドイツの成功例とフランスの失敗例を加味して、我々は二次医療圏ごとの開業医定員

制度を提案する。日本では 2009年に新医師臨床研修制度の改定が行なわれ、都道府県ごと

に研修医の定員を定めた。政府としては地域偏在の是正が狙いであろうが、このままではフ

ランスと同じ末路を辿るだけである。そこで、開業医の上限つまり中堅勤務医の確保が必要

となってくる。ドイツ・フランスの事例からもわかるが、先行研究によると指導してくれる

中堅医師の存在が就業場所を選択する上で重要なものとなっている。したがって、開業医に

上限を設けることで各地域に優秀な勤務医を確保し、研修医が分散することを防ぐのであ
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る。また、それでもなお都市部に医師が集中したとしても、そのほとんどが勤務医となれば

また医師の派遣が可能となるので、地域偏在は解消に向かうと考えられる。 
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はじめにはじめにはじめにはじめに    

現在、日本では医師不足が大きな問題として取り上げられている。医師不足の問題は医師

の絶対数の不足と偏在の二つに分けられ、偏在はさらに地域偏在と診療化偏在に分類するこ

とが出来る。 

まず医師の絶対数の不足についてだが、現在日本では医療技術の進歩に伴い高齢化が急速

に進んでいる。平成 22年において、65歳以上の高齢者人口は 2944万人で、総人口に占め

る割合は 23.1％、人口、割合ともに過去最高となっている。これからさらに高齢化は進ん

でいくと考えられ、平成 27年には総人口の 26％が 65歳以上の高齢者になると見込まれて

いる。高齢になるほど疾病にかかる確率または事故に遭う確率は上昇するので、医師の需要

がそれだけ増加することになる。それに対して、厚生労働省の調べでは、医師の数は昭和

57 年の 167952 人から平成 20 年には 286699 人に増加し、人口 10 万人に対する医師数は

平成 20年の時点で 224.5人となっている。これは昭和 45年に政府が定めた人口 10万人に

対し医師数 150 人という目標を上回る数値となっている。ここから、医師の供給も増加し

ていることがわかる。しかし、高齢化の進行はあまりにも急速であるので、医療業界では急

増する需要に供給が追い付いていないというのが現状である。 

次に、地域偏在とは、指導医や診療設備の整っている大病院が多く存在する東京などの都

市部に医師が集まり、地方や離島・僻地で働く医師が減少、また都道府県内部でも中心地と

その他の地域に格差が生じている状況を指す。これは地方や僻地では単純に仕事量が少なく

医師としての成長が見込めないこと、単純に生活環境の面で都市部が人気であることが原因

として挙げられる。また、現在ではその偏在は都道府県間に留まらず、都道府県内でも偏在

が起こっていると言われている。 

最後に、診療科偏在とは診療科選択の段階で需要に見合った医師供給がなされておらず、

診療科によって医師が飽和状態である科もあれば、医師不足に悩まされる科もあるという状

況を指す。図１を見ればわかるように、産婦人科・外科の医師数は減少傾向にあり、精神科

や皮膚科に比べ医師数の乖離が広がっていることがわかる。また、小児科は増加傾向が見て

取れるが、近年の少子化にも関わらず所謂コンビニ受診により需要が増加しているので、事

実として小児科でも医師不足が起こっている。この偏在の原因としては、医療ミスなどに対

する訴訟リスクが他の診療科に比べて高いこと、深夜当直の必要性などが挙げられる。また、

特に産婦人科には女性医師が多く、結婚や出産に伴う休職・離職率の高さもその原因の一つ

と言われている。ここで、産婦人科の医師数の減少は少子化に伴った需要の減少によるもの

ではないかと言われるかもしれない。しかし、第 1章の第 3節の事例からもわかるように、

実際に偏在の弊害を被っている医師や患者がいることは確かであり、早急に対処すべき問題

であると考えられる。 

我々はこれらの問題に取り掛かるにあたって、医師の絶対数の不足というのは医師の偏在

の裏に隠れてしまう問題であると考えた。もし医師の絶対数が不足しているという事実があ

ったとしても、それは陣痛が始まっている妊婦の受け入れを拒否するという形で現れること

もあれば、茨城県の病院の医師数が徐々に減少するという形で現れることもある。つまり、

偏在が存在し続ける限り絶対数の不足は偏在を顕著にするという形で現れるのである。ま

た、無制限に医師を増やしたとしても、人気のある地域・診療科に医師が集中するだけの話
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である。したがって、我々が現在解決すべきは医師の偏在であるので、本稿では医師の偏在

に焦点を当てていきたいと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」 より 
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第第第第1111章章章章    現状分析現状分析現状分析現状分析    

第第第第1111節節節節    医局医局医局医局    
まず偏在を分析する前に、偏在が騒がれる以前の医師たちに対して大きな影響力を持って

いた大学病院の医局制度について言及したい。医局とは、大学病院にある診療科ごとの医師

のグループのことを指し、大きく分けて臨床経験・研究・医師の人事の三つの機能を担って

いる。このうち、本稿で言及すべきは医師の人事である。医局は地域の関連病院への医師派

遣の機能を担っていた。つまり、医局は診療科ごとに均等に医師を配分することができた。

また、関連病院の勤務状態を考え医師が不足している病院への医師の派遣も行なっていた。

したがって、偏在に関して言えば医局は防波堤のような役割を果たしていたと言える。 

しかし、医局制度には問題点が多くあった。例えば、大学病院では過度に専門特化した教

育をしていたため、実際の診療ニーズに基づいた医師が育成できていなかった。また、医療

業界において医局が力を持ち過ぎていたので、医師の名義貸し問題など不正が横行してい

た。他にも、医局による人事は医師個人の職業選択の自由を奪っているのではないかという

議論もあった。そこで、政府はこの医局の力を弱めるために新しい政策を考える必要があっ

た。 

第第第第2222節節節節    新医師臨床研修新医師臨床研修新医師臨床研修新医師臨床研修制度制度制度制度    
平成 16年度より新医師臨床研修制度が制定された。以前の制度では、研修医は過酷な労

働環境である上に給与が低く、アルバイトをしなければいけなかったので、研修に専念する

ことができないことが問題となっていた。また、研修医の多くは医局に所属していたので、

研修の段階から臨床体験が専門化していて医師としての総合力をもつ医師が育っていなか

った。 

それら問題点を踏まえた上で、この制度では医師が将来専門とする分野に関わらず、プラ

イマリ・ケアの基本的な診療能力を身につけることを目的とし、二年間の臨床研修を必修化、

適正な給与の支給と研修中のアルバイトの禁止などを定めた。これにより、研修医はアルバ

イトをせずに研修に専念することができ、プライマリ・ケアへの知識により患者を全人的に

診ることができる診療能力を取得する機会を得たのである。結果として現在では、総合的な

診療能力という面で見ると、新臨床研修制度で研修を受けた医師の資質・能力は、明らかに

上昇していると言われている。 

しかし、新医師臨床研修制度は医局の弱体化を促すことで偏在を加速させてしまった。研

修医は様々な診療科を回ることで、偏在によって人手不足に陥っている診療科を目のあたり

にすることになる。そして研修医の多くはその診療科を避けるようになり、さらに診療科間

で人数格差が広がるという悪循環が発生した。 

また、以前の制度では研修医は主に大学病院で臨床研修を受けていたのだが、新医師臨床

研修制度では研修先の選択が自由となった。そこで、研修に力を入れていて待遇の良い民間

病院や公立病院が人気となり、そこに多くの研修医が集まることになった。つまり、制度改
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革に伴い大学病院に来る研修医は減少し、医局が関連病院に医師を派遣することは困難とな

ったのだ。しかもそれに留まらず、大学病院自体が医師不足となったことで逆に関連病院か

らの医師の引き上げが行われた。民間病院でも研修先の選択自由化に伴い研修医を獲得する

ために、研修プログラムを充実させようと指導医の引き上げを行なった。その結果、都市部

に研修医が集中したのでより多くの指導医が都市部で必要になり、また地方からの引き上げ

が起こるという悪循環が発生し、地域偏在が以前にもまして顕著となった。 

 この制度改革に伴う大学病院での医師不足に関しては、図２と図３を参照されたい。図２

は平成 10年の各医療機関の医師の総数を１とした時の値の変遷を示したものであり、平成

10 年から平成 20年までで医師の総数は約 1.15倍に増加している。それに伴い、診療所・

医育機関付属の病院（以下大学病院）・医育機関付属以外の病院それぞれが増加している。

しかし、他の医療機関のグラフが比較的直線的であるのに対して、大学病院のグラフは平成

15年から平成 17年にかけて増加率が大幅に下がっていることが分かる。 

 次に図３では、図２の値における各年の総数の値と各医療機関の値の差を示した。これに

よると、平成 15 年から平成 17 年にかけて、大学病院以外の病院の医師数の増加率が医師

の総数の増加率に比べて上昇した一方、大学病院の医師数の増加率が大幅に低下しているこ

とが分かる。この変化は平成 16年から施行された新医療研修制度によるものだと考えられ

る。また、医育機関附属以外の病院の医師数を見てみると、平成 15年から増加率が回復傾

向にあったが、平成 17年から停滞している。これと大学病院の医師数の動きの関連より、

平成 17年から大学病院は医師の引き上げを開始したことが伺える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」より 
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第第第第3333節節節節    偏在から生じる偏在から生じる偏在から生じる偏在から生じる弊害弊害弊害弊害    
 地理的差異・勤務状況や訴訟リスクの差異から徐々に生じていた偏在は新医師臨床研修制

度の施行により加速した。この節ではその弊害を具体的に見ていきたい。 

 

3333----1111    地域偏在の場合地域偏在の場合地域偏在の場合地域偏在の場合    
 地域偏在の例の一つとして、千葉県の銚子市立総合病院の事例が挙げられる。平成 20年

9 月 30 日、銚子市立総合病院は財政難と医師不足から 58 年の歴史に終止符を打った。こ

の病院では毎年 1万人が受診していた。しかし、ここ数年で当病院の累積赤字は 18億 4000

万円に達していた。日大医学部による医師の引き上げのせいで医師不足となり、患者が減少

したのに伴い収益が減少。そして、その収益の減少から経営が悪化していくという悪循環に

陥っていたのである。最終的には、経営の悪化から 8月 22日の市議会で銚子市立総合病院

の閉院の採決が取られることになり、わずか一票差による閉院が決定したのである。この事

例から地域偏在は市民が最低限必要とする病院をも経営困難に追い込むものであることが

わかる。 

また、違った事例としては小児科医師の過労自殺がある。1999年 8月 16日、宗教法人

立正佼成会運営の佼成病院に勤める小児科部長代行が自殺した。この自殺の背景には劣悪な

勤務体制があった。当病院では小児科常勤医師が 6人から 3人に減少し、月 8回の当直と

月 80時間の時間外勤務という状況だった。労働基準法では週 40時間の労働を定めている

が、この事例は明らかに過酷な勤務状況だったことが伺える。部長代行はこの過酷な労働に

心身ともに疲れ果て自殺を選んでしまったのである。これに対して部長代行の遺族は病院側

を訴え、2010年 7月 8日に最高裁で和解が成立した。これは診療科偏在とも捉えることも

できるが、小児科の常勤医師が減少した背景には都市部への医師の引き上げがあったので、

地域偏在からくる悲惨な出来事だと言える。 

    

3333----2222    診療科偏在の場合診療科偏在の場合診療科偏在の場合診療科偏在の場合    
 診療化偏在の例としては、2006年 8月に分娩中に意識不明となった妊婦に対する受け入

れ拒否が連続して起こった事例があげられる。最終的に妊婦は 19か所目の病院でやっと収

容されたが、初めに受け入れを要請したのは奈良の病院で 19か所目の病院は大阪の病院で

あった。その後、母親は何とか子を出産できたものの約一週間後に死亡した。死因はやはり

意識不明になってから長時間放置されたことであった。 

訴訟リスクの例としては、福島県立大野病院の事例がある。平成 18年 2月 28日、福島

県警は福島県立大野病院で診察中だった産婦人科医の加藤医師を突然逮捕した。この逮捕

は、平成 16年 12月 17日に加藤医師が執刀した帝王切開の手術において、経産婦が前置胎

盤・癒着胎盤による大量出血で死亡したという医療事故に対するものであった。しかし、癒

着胎盤の確率は全分娩の 0.02％と極めて稀なもので、それを予測することは不可能であり、

さらにその出血を予測するなんて到底できない。それでも、加藤医師は大量の出血をきたす

患者を目の前に出来る限りの手を尽くし、他の産婦人科医から言わせても技術的に難しい適

切な処置をしていた。また、加藤医師は大野病院で唯一の産婦人科医として年間 230件の

お産を行ない、10人の入院患者、30人の外来患者を毎日一人で診るという勤務状況だった。

しかし、検察はそんな状況を全く考慮せずに加藤医師を起訴し、平成 20年 8月 20日に裁

判が行なわれた。もともと加藤医師には過失はないので福島地裁で無罪判決を勝ち取ったの

だが、過酷な勤務状況の中で医師としての仕事を全うしたにも関わらず起訴されてしまうと

いうこの出来事は、産婦人科医たちの士気を削ぐには十分過ぎた。 
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第第第第4444節節節節    現在行われている対策現在行われている対策現在行われている対策現在行われている対策    
 近年において偏在が問題であると認識されてから、多くの対策が練られ実行されている。

ここでは、それらを具体的に見てその考察を行なう。 

 

4444----1111    地域偏在の場合地域偏在の場合地域偏在の場合地域偏在の場合    
 地域偏在に対して現在行なわれている対策は、大学受験時における地域枠の設定、遠隔地

医療の導入、研修カリキュラムの充実、診療報酬改定が挙げられる。 

①大学受験時における地域枠の設定 

地域枠とは、地元出身者を対象に推薦などで選抜し、奨学金と引き換えに卒後の一定期

間 の地域勤務を義務付けている制度である。地元の出身者またはゆかりのある者を入学

させることで、卒業後の地元の医療従事に期待できる。しかし、一定期間の義務終了後に

都市への転院の希望があればそれを防ぐことはできない。また、実績を見てみると 2010

年度には地域枠で 65大学、計 1076人の募集があったうち、16大学で定員割れが起こっ

ている。しかも、宮崎大では 24 人募集で 10 人志願したうち２人のみが合格、長崎大で

は 3 人の受験者がいたが一人も合格者が出ないというように成果を上げているとは言え

ない。 

②遠隔地医療 

遠隔地医療とは、ＮＴＴ東日本のフレッツフォンを利用した遠隔健康相談・指導システ

ムを用いた医療形態のことである。このおかげで、医師は都市や中心部にいながらにして

患者を診ることができる。このとき現地では看護師がサポートすることになる。また、手

軽に診察ができるため予防医療という面でも効果が期待される。実際に岩手県遠野市や宮

城県栗原市など、高齢化が進んでいる上に医師数が少ない地域では導入が進んでいる。 

③研修カリキュラムの充実 

これは文字通り、特に医師が不足している地域において魅力的な研修カリキュラムを作

成することで研修医の呼び込みを図ることである。例えば、三重県では県内の病院に対す

る臨床研修制度に対する補助金を交付するに当たり、全国初のコンペ方式を導入した。そ

のコンペで秀逸な提案をした病院は補助金を得ることになるので、三重県内の病院では研

修制度が充実したものになった。 

 

4444----2222    診療科偏在の場合診療科偏在の場合診療科偏在の場合診療科偏在の場合    
次に、現在挙げられている診療化偏在の対策として、大学受験時の診療科枠の設定、無過

失保障制度、外国人医師の導入、診療報酬改定などがある。 

①大学受験時の診療科枠の設定 

  これは横浜市立大学を例に挙げて具体的に見ていく。学生は奨学金と引き換えに、本

人・大学・県が県内の医療現場状況や本人の特性等を考慮して、特定の診療科つまり産（婦

人）科・外科・小児科・麻酔科の中で指定専門研修以降勤務する病院を指定する。そして、

そこで専門業務 3 年＋診療業務 6 年の計 9 年を過ごすことで奨学金返済免除となる。こ

の制度では県の実情に合わせて医師を配置できるという利点がある。しかし、これも地域

枠と同じように一定期間後には診療科を自由に乗り換えることができる。 

②無過失保証制度 

無過失保障制度とは医療ミスなどで障害を負った場合、医師に過失がなくても患者に補

償金が支払われる制度である。これにより、患者としては医療ミスに対して長期裁判の必

要性がなくなり、医師としても裁判で時間がとれることがなくなる。産科では 2009年よ

り総額三千万円が受け取れる制度がスタートしているが、医師のモラルハザード問題など

考えるべきことはまだまだある。 
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③外国人医師の導入 

  これは外国から医師を呼び寄せ、医師が不足している診療科での医療を任せることで、

単純に医師の絶対数を増やしていることになる。よって、地域偏在にも効果があるもので

あると言える。しかし、現在は日本の医師免許を持たない外国人医師による日本国内での

診療行為は、医療法により原則禁じられている。例外として、「臨床修練制度」や「医師

免許互換制度」の下での診療のみ可能とされているが、診療行為による対価が得られない、

または外国人の診察しか認めないなどの制限がつく。つまり、この対策は法的に効果を発

揮できないものとなっているのである。 

 

＜考察＞ 

 このように、現在でも様々な対策が練られ実際に行なわれている。ちなみに、上記で触れ

ていない診療報酬改定とは、性質上医師が敬遠してしまう地域または診療科に属する医師の

診療に対する給与の設定を高くすることを指す。これは何年ごとに変更されているもので、

絶えず変化すべきものである。 

しかし、実際にはこれら対策の効果は微弱なもので部分的解決は見込めても、偏在を根本

的に解決することはできていない。また、法的枠組みの不備により効果があげられない対策

が多く、政府がやるべき課題は山積みである。 
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第第第第2222章章章章    問題意識問題意識問題意識問題意識    

現状分析でも述べたように、現在の日本では医療技術の進歩に伴い高齢化が急速に進んで

いる。昭和 25 年に 411 万人だった高齢者の数は、平成 22 年に 2944 万人と約 8 倍にまで

増加した。これは下の図４からも急速に高齢者数が増加していることが明らかである。さら

に、近年地方における若年層が都市部へ流出していることもあり、地方での高齢化が顕著に

なっている。図５を見てみると 1995 年の全国の高齢世帯割合は 19.5%だったのが平成 22

年には 29.8％、平成 32 年の予想では 35.2％まで増加し、主要都市圏以外の場所では高齢

世帯割合が 35％以上を示す赤色の部分が年々増加している。ここから、地方での高齢化が

今後さらに悪化していくことが予想できる。 

それにも関らず、新医師臨床研修制度の施行により研修医の都市部へ集中、それに伴う大

学病院の関連病院からの医師の引き上げ、民間・公立病院の指導医の引き上げが起こり、地

方の医師が減少している。このまま効果的な対策がなされなければ、さらに都市部に医師が

集中することになり、今後僻地や離島など地方での医師不足問題がより顕著になると考えら

れる。また、外科や産婦人科などの医師数の減少している診療科は、厳しい労働環境、高い

訴訟リスク、そして新医師臨床研修制度のカリキュラムの変更により研修医に敬遠され、さ

らに医師が不足してしまうという悪循環に陥っている。 

今後、地域偏在も診療科偏在も解決しなければならない重大な問題である。しかし、これ

らの問題はそれぞれ異なる原因をもった問題で、これらを同時に解決できるような施策はほ

ぼないと言える。そこで、本稿では地域偏在だけに着目することにした。第 1 章の第 3 節

の小児科医の自殺の事例からわかるように、地域偏在に付随して診療科偏在が起こっている

ケースが多くあるので、前者を先に改善するべきだと考えた。また、厚生労働省は新医師臨

床研修制度を昨年改定した。その目的は、診療科偏在というよりは地域偏在に向けられたも

のだった。現在はそれがどのような結果になるかわからない状態であるので、地域偏在に焦

点を絞ることでその政策を分析することも目的の一つとしたい。 
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図４ 

資料：総務省・統計局「国勢調査」「人口推計」 
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第第第第3333章章章章    先行研究先行研究先行研究先行研究    

第第第第1111節節節節    先行研究の紹介先行研究の紹介先行研究の紹介先行研究の紹介    
1111----1111    「医師の就業場所の選択要因に関する研究」佐野・石橋「医師の就業場所の選択要因に関する研究」佐野・石橋「医師の就業場所の選択要因に関する研究」佐野・石橋「医師の就業場所の選択要因に関する研究」佐野・石橋(2008)(2008)(2008)(2008)    

 政府は医師偏在の現状を受け、平成 19年より交代勤務制の導入や医療補助者の配置、医

学部における奨学金や地元枠の拡充を行った、しかし、これらの政策が医師偏在の解消にど

の程度有効であるかはわからない。そこで、医師が就業場所選択に際しての非金銭的インセ

ンティブについてコンジョイント分析を行なった。その結果、一週当たりの勤務時間が増え

ること、一カ月当たり夜間宿直回数が増えること、診療について相談できる医師がいないこ

と、就業場所が中小都市から僻地へ変わることは医師の就業場所の選択の際に敬遠される要

因であることがわかった。つまり、医師一人当たりの仕事時間がより少なく、医師としての

指導ができる経験豊富な中堅医師がより多数在籍しており、より都市化した地域に立地して

いる病院を医師は就業しやすいと言える。 

 

1111----2222    「ドイツの開業医定員制」「ドイツの開業医定員制」「ドイツの開業医定員制」「ドイツの開業医定員制」    岡嶋岡嶋岡嶋岡嶋((((未発表未発表未発表未発表))))    
ドイツでは 558 の行政区域を医療圏と定め、医師の定員を専門医別に定めた。これは医

師過剰や集中を防ぎ、医療供給を適正に調整することを目的としたもので、現在その定員は

ほぼ満たされている。これにより、開業制限が医師の偏在を防ぐ効果を発揮し、医療供給を

安定させている。また、ドイツは単純な地形をしており、僻地と言えるものがないことも起

因していると考えられる。この政策を日本に当てはめようとした場合、ドイツとの上記以上

の異なる事情を明確化し、細部にわたり検討していく必要がある。 

 

第第第第2222節節節節    本稿の位置づけ本稿の位置づけ本稿の位置づけ本稿の位置づけ    
まず、佐野・石橋(2008)の論文から医師が就業場所を選択する際の非金銭的要因がわかる。

我々の論文ではこれらの要因によって実際に偏在が引き起こされているのかを調べるため、

最小二乗法による回帰分析を行なった。これにより、コンジョイント分析で判明した非金銭

的要因が現在の地域偏在にどこまで影響を与えているのかがわかる。 

 次に、政策を提言するにあたって佐野・石橋(2008)での気付きを活かした上で、他国の事

例を参考するため岡嶋の論文を引用する。日本はドイツと地理的または制度的背景が違うた

めに、ドイツで成功を収めた制度をそのまま用いることができないと書かれてある。しかし

我々は、それを部分的に応用することで現行の日本の制度を補助することができるのではな

いかと考えた。 
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第第第第4444章章章章    分析分析分析分析    

第第第第1111節節節節    偏差値マップ偏差値マップ偏差値マップ偏差値マップ    
 現状分析で都道府県ごとに医師偏在があることを示したが、現実社会において人の行動範

囲を各都道府県内全域と考えるのは無理があるし、都道府県内における医師偏在がこれでは

考慮することができてない。一方、市町村単位では、現代の車・電車社会においては単位が

小さすぎる。そこで、自然的条件及び社会的条件を考慮して都道府県ごとに設定された、特

殊な医療を除く一般的な医療サービスを提供する医療圏である「二次医療圏１１１１」を単位とし

て医師偏在の存在を確かめていく。 

 分析の方法としては、二次医療圏ごとの人口 10万人当たり医師数を二次医療圏ごとに偏

差値化するといったものである。人口のデータは総務省の『国勢調査』（平成 17 年度）の

市町村別人口データを、医師数のデータは厚生労働省の『医師・歯科医師・薬剤師調査』（平

成 20 年度）の医療施設従事医師数、診療科名（主たる）・従業地による二次医療圏・市区

町村別データを用いた。偏差値の求め方は以下のようにする。 

 

 

 

 

 

 

そして、このデータをマップに表すことで視覚的に医師偏在を示すことにする。偏差値を

以下の 6段階に分ける。 

 ①40.0～44.9 ②45.0～49.9 ③50.0～54.9 ④55.0～59.9 ⑤60.0～64.9 ⑥65.0～ 

 この区分をもとに、①から⑥へ向けて寒色から暖色になるマップを作製した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
１１１１ 医療法第 30条の 4第 2項 10号で規定。特殊な医療を除く一般的な医療サービスを提供する医療圏で、
「地理的条件等の自然的条件及び日常生活の需要の充足状況、交通事情等の社会的条件を考慮して、一体
の区域として病院における入院に係る医療を提供する体制の確保を図ることが相当であると認められる
ものを単位として設定すること」（医療法施行規則第 30条の 29第 1項）と規定されている。 
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北海道・東北地方 

関東地方 

中部地方 

近畿地方 
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中国・四国地方 

九州地方 

沖縄地方 
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 これらのマップからわかることは、まずは北海道・東北地方や九州地方などは比較的寒色

の二次医療圏が多いが、関東地方や中部地方は比較的暖色が多くみられることである。つま

り、都道府県間に医師の数に偏りがあることがわかる。そして、各都道府県内においても医

師数に偏在があることがわかる。例えば、北海道を見てみると札幌周辺は比較的暖色が多い

といえるが、東側や北側の医療圏は寒色がほとんどである。また、関東地方では⑥65.0～の

偏差値を持つ医療圏に①40.0～44.9の偏差値をもつ医療圏が隣接している。 

 このように、医師数には都道府県間だけではなく、都道府県内にも格差が生じているとい

うこと視覚的にはっきりとわかる。 

 

第第第第2222節節節節    回帰分析回帰分析回帰分析回帰分析    
ここでは、佐野・石橋(2008)の論文における分析により証明された医師の就業地選択要因

が、地域偏在を引き起こしているのかを最小二乗法を用いて検定する。なお、不均一分散が

発生していたため、頑健な標準誤差を用いた推定を行なった。セグメントとしては偏差値マ

ップと同じく 2 次医療圏を採用した。データは総務省統計局・政策統括官・統計研修所の

「統計でみる市区町村のすがた 2010」の基礎データを用いた。このデータでは、測定された

年次が変数ごとに多少異なっているので正確な分析にはならない。しかし、代替となるデー

タベースが見当たらなかったので、このことを留意した上で検定を行なった。 

 

2222----1111    導入導入導入導入    
被説明変数は偏差値マップで用いた人口 1000人あたりの医師数とした。 

 そして、説明変数は以下の 6つである。 

①老年人口÷人口（高齢者割合） 

高齢になるにつれて病気にかかる確率が高くなる上に、合併症を引き起こしやすくな

る。また、注意力低下の観点から単純に事故に遭遇する確率が高くなる。つまり、高齢者

が多くなればなるほど医者の需要が高まる。ここでは、被説明変数が人口 1000人当たり

の医師数であるので、老年人口÷人口を高齢者割合としこれを説明変数とした。通常なら

ば係数は正になることが期待される。しかし、地域偏在の原因の一つに医師一人当たりの

仕事時間の増大があげられているので、ここでは負になると予想される。 

②第三次産業従業者数÷従業者数（都市化指標） 

都市化が進んでいる地域では研究や設備投資が盛んであり、優秀な指導医が集まりやす

いと考えられる。また、佐野・石橋(2008)を見てもわかるように設備が充実していて、指

導してくれる中堅医師が多い病院に医師が集まりやすいとある。そこで、第三次産業従業

者数÷従業者数を都市化指標として説明変数に採用した。なぜならば、都市化が進めば進

むほどサービス業就業の需要が高まり、その従事者が多くなるからである。この係数は正

になると予想される。 

③課税対象所得（一兆円） 

  課税対象所得が高ければそれだけ医療費を気にせずに医師に掛かることができ、高額な

高度医療を受けることができる。よって、需要の増加要因と考えられるので、この係数は

正になると予想される。 

④一般病院数（施設） 

近年の規制改革で病院に対する補助金が少なくなるなど特に金銭面において病院経営

が難しくなった。それにより、赤字経営をしていた多くの病院は廃院に追い込まれた。な

ので、今も存在している病院というのはとても経営状態の良い病院か、破綻寸前でも国民
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の最低限のニーズを満たすために国の補助などで何とか経営を続けている病院だけであ

ると考えられる。経営状態悪化により廃院しそうだった病院のために、市民が署名を集め

て補助金で何とか破綻させないようにした事例があるくらいだ。つまり、最低でも今ある

一般病院数に応じた医師数が必要になると言える。よって、この係数は正になると期待す

る。ただし、この変数では病院の規模は加味できないので、単純に符号から上記の関係を

断定することはできないと思われる。 

⑤可住地面積（1000km2） 

可住地面積が広くなると一つの病院が診るべき患者の範囲は広くなる。そうすると、特

に救急医療においては満床だからといって他の病院に回すということができない。よっ

て、可住時面積が広い分、病院に勤務する医師数を増やし、すべての救急患者に対して治

療を行える状態にしておかなければならない。ここで、可住地面積が広いならば病院数は

必然的に増えるだろうという意見があるかもしれない。 

しかし、図６は縦軸が一般病院数、横軸が可住地面積の散布図であるが、視覚的に有意

な関係は見られない。そこで、これも説明変数の一つにした。この係数は正になると期待

するが、高齢者割合と同じ理由で負になっていると予想される。 

⑥偏差値が 100以上を示した医療圏を１としそれ以外を０としたダミー変数 

  偏差値が 100以上の医療圏は一つだけで、それを除くと偏差値が 75以下のものしかな

かったので明らかにはずれ値である。よって、係数に不当に影響を与えるものと判断しダ

ミー変数を置くことにした。 

 

 

 

 

 

図６ 
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結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊は１０％有意、＊＊は５％有意、＊＊＊は１％有意である。 

 

 

 

 

2222----2222    考察考察考察考察    
この分析は全ての変数が統計的に有意である。係数を予測と比較してみると、高齢者割合・都

市化指標・一般病院数・可住地面積は予測通りで、課税対象所得だけが予測とは異なっている。

これが推測に反して負になってしまったのは、この医療市場において需要超過または供給超過が

起こっていて、ショートサイドの部分が観測されているためではないかと考える。これを正確な

ものとするためには山田(1994)のように不均衡モデルを用いる必要があるのかもしれない。これ

は我々の今後の課題である。 

しかし、ここではこのままの数値を扱うとする。高齢者割合と可住地面積の係数は負であるの

で、医師一人当たりの仕事時間の増大が地域偏在の原因の一つとなっていることが言える。また、

都市化指標が負なので、都市と僻地を比べたときの医療環境の違いが地域偏在に影響を与えてい

るようだ。よってこの分析から、医師一人当たりの仕事時間の差や都市化度合により地域偏在が

引き起こされていると言える。これらの対策としては例えば、医師一人当たりの仕事を減らすた

めに人件費には目をつぶり医師自体やコ・メディカルスタッフを増やすこと、都市化度合による

偏在に対しては僻地での医療点数を上げることが挙げられる。しかし、このような対策は社会保

障費を増やすことである。ただでさえ支出が歳入を上回っている現状で、社会保障費を増やすと

いう政策はあまりに現実味がなさすぎる。そこで、我々はこの日本の現状においてはある程度の

強制配置を用いる他ないと考えた。 
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第第第第5555章章章章    政策提言政策提言政策提言政策提言    

ここまで都道府県ごと、さらに二次医療圏ごとにも医師偏在があることを見てきたが、こ

うした状況を解消する方法として 3つの政策が有効性を持つと考えられる。 

 労働環境の整備、診療報酬改定、新医師臨床研修制度の改善である。労働環境の整備とは

病院における医師以外の人員、つまり看護師やコ・メディカルスタッフを増員し、医師の診

察以外の仕事を少なくすることである。しかし、労働環境の整備に関してはこれらの人員に

も不足が起こっているので、医師不足とはまた異なった大きな問題として対処しなければな

らない。診療報酬改定に関してはこれまでより多くの社会保障費がかかることになるので、

現在の日本の財政状況を考えるとあまり現実的とは言えない。そこで、我々は新医師臨床研

修医制度の改善について考えていきたい。 

第第第第1111節節節節    新医師臨床研修制度の改定新医師臨床研修制度の改定新医師臨床研修制度の改定新医師臨床研修制度の改定    
 新医師臨床研修医制度によって医局の人事権が弱まり地域偏在の原因になっているとあ

った。そこで、地域ごとに研修医の上限を設け、研修医が医師の不足している地域に集まる

ようにする。研修医は研修先の病院にそのまま就業することが多いので、これにより偏在が

緩和されることが期待される。これは言い換えると研修医の強制配置である。厚生労働省で

はこうした政策を 2009年に行っており、現在はその効果を待つ段階にある。図 7がその詳

細に当たる。上限の設定方法の際には人口・医師養成状況・地理的条件を考慮しているよう

だ。しかし、これだけでは地域偏在を解消するに至らないと考えられる。この章の第 2 節

のフランスの例を見てもらえばわかるが、医師は自らの能力を高めたいがために特に研修先

の病院が地方の病院であれば、その地を離れて都市部に集まるという傾向がある。よって、

研修医を強制配置するだけでは偏在の解消にはならない。寧ろ、ただ闇雲に地方の病院に研

修医を配属することは、研修医の医療経験を乏しくすることであり、優秀な医師を育てると

いう観点からは賛成できるものではないと言われている。 
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図７ 

厚生労働省より 

 

第第第第2222節節節節    政策提言政策提言政策提言政策提言    
政策を提言する前に、ドイツ・フランスの偏在に対する政策を見ていく。 

 

2222----1111    事例研究事例研究事例研究事例研究    
ドイツでは 1993年より医師定員制が施行されて実際に一定の成果をあげている。ドイツ

でも日本と同様に医療圏を定めており、行政区域を地誌（人口密度、都市型、農村型、その

組み合わせなど）によって 10分類している。医師の定員を定めるにあたってはその医療圏

を基礎にして、住民構成や医療のニーズを考慮した上で、家庭医をはじめとする各種専門医

の対人口割合を算出している。定員の 110％を超える地域では保険医として開業できないと

いう厳しい制限はあるが、3年ごとに各種専門医の定員見直し、また、必要に応じて 3年を

待たずに許可される場合があるという柔軟性を持った制度である。ここで特徴的なのが、ド

イツでは定員を巡る自由競争が行われている点である。 

次に、フランスでも医師定員制が行われていたのだが、これは研修医を対象としたもので

あった。地域や診療科ごとに必要医師数を割り出して各病院の研修医の数を決定するのであ

るが、研修終了後に人気のある南仏へ医師が集まるなど、研修終了後の医師過疎地域離れを

防ぐことはできなかった。そこで、政府は医師過剰地域に行く新規開業医を、非保険医にす

るという法案を通そうとした。これは若い医師を地方へ強制配置することに他ならなかっ

た。最終的に、この法案はデモにより廃案となった。この事例をドイツのものと比較すると、
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ドイツが自由競争であったのに対して、フランスは政府による計画配置であったので、フラ

ンスにおいて反発が起こったのだと推測される。 

 

2222----2222    政策提言政策提言政策提言政策提言    
こうした 2 カ国の定員制を参考にして、本稿では二次医療圏ごとの開業医定員制度を提

言する。日本における偏在解消のために、第 1 節の制度改定には何が足りないかと言われ

れば、それは佐野・石橋(2008)で言われているような指導できる中堅医師の存在であると考

えられる。研修医が多く配属されるようになることは、診察の合間に指導を行なう中堅医師

にとって負担の増加に他ならない。ただでさえ、地方から都市部へ転院する以外にも勤務医

が開業するということが問題となっている現状で、地方の中堅医師の仕事を増加させること

の結果は目に見えている。また、研修医側からしても研修先で十分な指導がなされなければ、

地方の病院に失望し都市部の病院での就業を求めるようになる。そこで、地方において中堅

医師を増加させること、または最低でも現状を維持することが必要になってくる。地方の中

堅医師を増加させるにはフランスのような計画配置を実施することが望ましい。しかし、こ

れはフランスにおいて反発が起こった政策であり、日本国憲法第 22 条第 1 項１１１１より日本に

おいて計画配置はできない。 

よって、現状維持という消極的な形にはなってしまうが、開業医に上限を定めることで中

堅医師の流出を防ぐということが有効な手立てである。その上限は本稿の第 4 章の第 2 節

の説明変数を用いて我々の課題として挙げた不均衡モデルによる推定から算出すべきだと

考える。そして、ドイツと同様に 3 年ごとの上限見直し、需要に沿った柔軟な対応を制度

として取り入れることで、ドイツで成功を収めたような定数を巡る自由競争となるようにす

る。このようにすることで、2009 年の新臨床研修医制度の改定と相まって二つの効果が期

待できる。一つは指導できる中堅医師がいないことによる研修医の失望が緩和され、研修先

の病院に対する就業率が高まること。もう一つは今後都市部に若い医師が集中したとしても

そのほとんどが勤務医になるので、いずれ都市部での医師数が飽和状態に近づき、地方への

派遣が復活することになる。したがって、即効性はないかもしれないが昨年に研修医に上限

を定めていることを加味すると、この政策が最も実現可能性が高く、長期的には地域偏在を

解消する効果をもつものである。 

 この二次医療圏ごとの開業医定員制度と新臨床研修医制度の改定で、中堅医師の確保と新

人医師の確保の二つを実現することができ、長期的には地方に安定的な医師を供給すること

が実現されるだろう。 

                                                      
１１１１ 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 
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