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〔一般報告〕

本協会は、社会的要請並びに多くの協議事項等があるため、新型コロナウイル

ス感染症の感染拡大に伴う緊急事態宣言のもと、令和 3年 4月から令和 4年 3月

までの理事会を、Web によるオンライン会議を行うこととして開催した。また、

令和 3年 4 月の第 117 回総会、5月の第 118 回総会、11 月の第 119 回総会、令

和 4年 3 月の第 120 回総会における協議事項は、一般社団・財団法人法第 58 条

第 1 項および第 96 条かつ本協会定款第 26 条に則り、電磁的記録により決議す

ることで成立することとなっていることから、本協会監事監査を経て、電子メー

ルにて送付し、全会一致にて承認を得た。

Ⅰ . 令和 3年度政府補正予算、令和 4年度政府予算について

【1】令和 3年度文部科学省補正予算について

⑴	 令和 3年 12 月 20 日、令和 3年度文部科学省補正予算が成立した。

⑵	 新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況にある学生等の学びを継

続するための緊急給付金を支給するため、「学生等の学びを継続するための緊

急給付金」として 675 億円を計上した。

⑶	 国産ワクチンの実現に向け、世界トップレベルの研究開発拠点を形成する

ため、「ワクチン開発のための世界トップレベル研究開発拠点の形成」として

515 億円を計上した。

⑷	 世界最高水準の研究大学を形成するため、10 兆円規模の大学ファンドを創

設し、研究基盤への長期的・安定的な支援を行うことにより、我が国の研究大

学における研究力の抜本的強化を実現するため、「世界に伍する研究大学の実

現に向けた大学ファンドの創設」として 6,111 億円を計上した。

⑸	 新型コロナウイルス感染症の影響で停滞した研究交流が欧米で再開する中、

我が国においても速やかに世界最先端の研究現場に合流し、トップレベル研究
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チームによる国際共同研究と若手の長期海外派遣を強力に推進するため、「科

研費「国際先導研究」創設による国際共同研究の抜本的強化」として 110 億

円を計上した。

⑹	 大学等における Society5.0 時代を担う人材の育成、イノベーション創出につ

ながる研究、感染症対策や防災・減災、国土強靭化等を進めていくために必要

な教育研究基盤設備等や世界の学術研究を先導する最先端研究設備の整備を支

援するため、「大学における教育研究基盤の強化等」として291億円を計上した。

その内、私立学校分としては 10 億円である。

⑺	 実習の高度化や遠隔医療に関する教育内容の充実を検討する大学に対し、早

期に教育・実習体制を構築するためのシミュレーターやDX設備、感染対策関

連機器等の整備を支援するため、「ウィズコロナ時代の新たな医療に対応でき

る医療人材養成」として 39 億円を計上した。

⑻	 児童生徒学生等の安全・安心の確保、新しい学びに対応した教育環境の向上

とイノベーション創出等に向けた教育研究活動の支援を図るため、学校施設等

における老朽化対策、耐震対策、ZEB化等を推進するため、「学校施設等の整備」

として 2,249 億円を計上した。その内、私立学校分は 82 億円となっている。

【2】令和 4年度文部科学省予算について

⑴	 令和 4年 3 月 22 日、令和 4年度文部科学省予算が成立した。文部科学関係

予算（一般会計）は 5兆 2,818 億円となり、対前年度比 162 億円（0.3%）の減

である。

⑵	 私学助成関係では、私立大学等の運営に必要な経常費補助金を確保し、建学

の精神及び私学の特色を活かした効果的で質の高い教育に取り組む私立大学等

を支援し、また「Society5.0」の実現や地方創生の推進、数理・データサイエンス・

AI 教育の充実等、我が国が取り組むべき課題を踏まえ、自らの特色・強みを

活かして改革に取り組む大学等を重点的に支援するため、「私立大学等経常費

補助」として 2,975 億円（対前年度比同額）が計上されている。そのうち、一
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般補助は 2,766 億円（対前年度比 10 億円（0.4%）増）、特別補助は 209 億円（対

前年度比 10 億円（対前年度比 5.0%）減）となっている。

⑶	 そのうち、特色ある教育研究の推進や、地域社会への貢献、研究の社会実装

の推進など、自らの特色・強みを活かした改革に全学的・組織的に取り組む大

学等を支援するため、「私立大学等改革総合支援事業」（一般補助、特別補助の

内数）として 112 億円（対前年度比 2億円（1.8%）増）を計上した。

⑷	「防災・減災、国土強靭化のための 5か年加速化対策」の 2年目として、校

舎等の耐震改築・補強事業や非構造部材の落下防止対策等の防災機能強化の支

援や、安全・安心な生活空間の確保に必要な基盤的施設等の整備への支援、個性・

特色を生かした教育研究の基盤や人材育成に必要となる設備・装置の整備を支

援する等のための「教育・研究装置等の整備」からなる「私立学校施設・設備

の整備の推進」として 99 億円（対前年度比 1億円（1.0%）減）を計上した。

⑸	 医療ニーズを踏まえた地域医療に関する教育プログラムを構築・実施（地域

ニーズの高い複数分野（総合診療、救急医療、感染症等）を有機的に結合させ

横断的に学ぶことのできる教育の実施により、地域医療のリーダーとなる人材

の育成）するため、支援期間 7年、11 拠点を対象とした「ポストコロナ時代

の医療人材養成拠点形成事業」として、8億円（新規）を計上した。

⑹	 大学入学者選抜における共通テスト改革推進事業、大学入学者選抜改革推進

委託事業（CBT）、大学入学者選抜改革推進委託事業等からなる「ウィズコロ

ナ・ポストコロナ時代の高大接続改革の推進」として 6億円（対前年度比 3億

円（33.3%）減）を計上した。

⑺	 世界トップレベルの大学との交流・連携を実現、加速するための新たな取組

や、人事・教務システムの改革などの体質改善、学生のグローバル対応力育成

のための体制強化など、徹底した国際化に取組む大学を重点的に支援するため、

「スーパーグローバル大学創成支援事業」として 30 億円（対前年度比 3億円

（9.0%）減）を計上した。

⑻	 大学病院を有する大学を中心に複数の大学が連携し、それぞれの強みや特色

を活かして、医療データの利活用を推進できるトップレベルの人材を育成する
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拠点を形成する取組を支援するため、「医療データ人材育成拠点形成事業」と

して 1億円（対前年度比 1億円（50.0%）減）を計上した。

⑼	 医療系学部を有する大学を中心に、保健医療分野における重点 6領域につい

て、民間企業・研究機関・工学系大学等と連携してAI 技術の開発・導入を推

進する医療人材を養成する。また、医療・介護現場における各種データを活用

した機械学習や企業等におけるAI 技術の課題解決への応用を学ぶ等、保健医

療分野でのAI 実装に向けた新たな教育拠点を構築するため、「保健医療分野

におけるAI 研究開発加速に向けた人材育成産学協働プロジェクト」として 2

億円（対前年度同額）を計上した。

⑽	 高度な教育力・技術力を有する大学が核となり、我が国が抱える医療現場の

諸課題等に対して、科学的根拠に基づいた医療が提供できる優れた医療人材の

養成を推進するため、「課題解決型高度医療人材養成プログラム」として 1億

円（対前年度比 2億円（66.6%）減）を計上した。

⑾	 法医学教室で意欲的な取組を行う大学が中心となり、近隣の大学及びその所

在する自治体等と連携し、法医学分野を目指す大学院学生の養成や臨床医・臨

床歯科医の学び直しを行う教育拠点を構築する。また、死因究明等に関する優

れた知識・技能を有する人材を養成するため、「基礎研究医養成活性化プログ

ラム」として 0.4 億円（対前年度比 0.3 億円（42.9%）減）を計上した。

⑿	 大学病院で勤務する医師の労働実態や働き方改革が教育・研究に与える影響

を把握し、より効率的で質の高い医学教育等の実施に向けて、分析・検討を行

うため、「大学病院における医師の働き方改革に関する調査研究」として 700

万円（事業期間 1年間、選定件数 1件）（新規）を計上した。

⒀	 人文学・社会科学から自然科学まで全ての分野にわたり、多様で独創的な「学

術研究」を幅広く支援し、新たに「国際先導研究」を創設し、高い研究実績と

国際ネットワークを有するトップレベル研究者が率いる優れた研究チームの国

際共同研究を強力に推進するとともに、世界と戦える優秀な若手研究者育成等

を図るため、「科学研究費助成事業」として 2,377 億円（対前年度同額）を計

上した。
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⒁	 健康・医療戦略（令和 2 年 3 月 27 日閣議決定）に基づき、日本医療研究

開発機構（AMED）による基礎から実用化までの一貫した研究開発の支援

や、大学・研究機関等を中心とした医療分野の基礎的な研究開発を推進する

（AMED予算額 586 億円（対前年度比 9億円（1.5％）減））。また、「ワクチン

開発・生産体制強化戦略（令和 3年 6 月 1 日閣議決定）」を踏まえ、国家の安

全保障にも関わる問題との認識の下、ワクチン開発のための世界トップレベル

研究開発拠点等の整備・強化・長期継続的な研究開発を行うため、「健康・医

療分野の研究開発の推進」として 863 億円（対前年度比 13 億円（1.5%）減）

を計上した。

【3】令和 3年度厚生労働省補正予算について

⑴	 令和 3年 12 月 20 日、令和 3年度厚生労働省補正予算が成立した。

⑵	 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金を増額することにより、都道

府県が地域の実情に応じて行う、重点医療機関等の病床確保や軽症者等の宿泊

療養施設の確保等を引き続き支援するとともに、緊急的な人材確保を行うため

に、看護職員の派遣等にかかる人材調整の体制整備や看護職の研修等を支援し、

医療提供体制等の強化を図るため、「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援

交付金等による支援」として 2兆 1,033 億円を計上した。

⑶	 医療用物資の需要の急増等に対応するため、医療用マスクやガウン、フェイ

スシールド等の確保等を継続し、医療機関等への迅速かつ円滑な供給体制を確

保する。また、新型コロナウイルス感染症患者に酸素投与を行うための酸素濃

縮装置を、国で借り上げ都道府県に無償貸与すること等により、酸素供給体制

を整備するため、「医療用物資等の確保等」として 467 億円を計上した。

⑷	 新型コロナウイルス感染症のワクチンについて、追加接種を含め全ての希望

する者がワクチンを接種できるよう、自治体に対して接種体制の確保のために

必要な財政支援等を行うため、「ワクチン接種体制の確保等」として 1兆 3,879

億円を計上した。
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⑸	 新型コロナウイルス感染症に係る治験段階にある有力な候補薬について薬事

承認を見据えて早期実用化の支援を行うとともに、必要な中和抗体薬や経口薬

を確保するため、「治療薬の実用化支援・供給確保等」として 6,075 億円を計

上した。

⑹	 日本医療研究開発機構（AMED）に対し開発資金を補助することで、新型

コロナウイルス感染症の新たな治療薬等に関する研究開発を支援するととも

に、今後流行し得る既知の新興感染症や、未知の感染症（Disease	X）に対し、

迅速に応用可能な基盤技術を含めた治療薬・診断技術・感染予防管理等の研究

開発を推進する。また、治療薬・ワクチン等について、迅速に臨床研究・治験

を立ち上げるための体制整備を進め、緊急時にも遅滞なく臨床研究・治験が実

施可能な環境を構築する。さらに、厚生労働科学研究による感染拡大防止や公

衆衛生危機管理等に係る研究を推進するため、「新興感染症の治療薬等に関す

る研究開発等の推進	」として 145 億円を計上した。

⑺	 国産ワクチン開発企業に対して実証的な研究の費用を補助するほか、開発に

成功した場合のワクチンの買上、ワクチン生産に必要な部素材の国産化の支援

等を行うことで、国産ワクチンの開発を促進するため、「新型コロナウイルス

ワクチン開発支援等」として 2,562 億円を計上した。

⑻	 新型インフルエンザの発生に備えたプレパンデミックワクチンの備蓄や、自

治体が行う風しんの抗体検査事業に対する補助、病原体等の適正な管理体制の

構築等、様々な感染症に対応するため、対策の充実・強化を図るため、「プレ

パンデミックワクチンの備蓄等様々な感染症対策の充実・強化」として	48 億

円を計上した。

⑼	 国民や患者の治験に対する理解を深め参加を促進するため、臨床研究データ

ベースシステム（jRCT）への治験・臨床研究の情報集約に必要なシステム改

修等を行う。また、保健医療福祉分野の公開鍵基盤（HPKI）の普及・啓発、

体制整備を進めるため、「保健医療分野のデータ連携基盤の整備の推進」とし

て 2.9 億円を計上した。

⑽	 特定健診データや薬剤情報等の保健医療情報を医療機関等で確認できる仕組
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みを拡大し、患者本人の意思確認ができない等の救急時の情報閲覧に対応する

とともに、アレルギー情報等、閲覧の対象となる情報の追加に向け必要なシス

テム改修を行う。あわせて、オンライン資格確認の推進に向けたシステム整備

の支援等を行うため、「救急等における保健医療情報の利活用、オンライン資

格確認の推進」として 21 億円を計上した。

【4】令和 4年度厚生労働省予算について

⑴	 令和 4年 3 月 22 日、令和 4年度厚生労働省予算が成立した。一般会計の要

求総額は 33 兆 5,160 億円（対前年度比 3,781 億円（1.1%）増）である。そのうち、

社会保障関係費は 33 兆 1,833 億円（対前年度比 3,984 億円（1.2%）増）である。

いわゆる「16ヵ月予算」の考え方により、令和3年度補正予算と一体的に編成し、

切れ目のない予算処置を行う。

⑵	 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金等による支援、医療用物資等

の確保、医薬品等の安定供給の確保や、新興感染症等の感染拡大時に対応可能

なDMAT体制の整備、「医療のお仕事Key-Net」等を活用した医療人材の確保

等からなる「新型コロナウイルス感染症から国民を守る医療等提供体制の確保」

として 20 億円（対前年度比 8億円（28.6%）減）を計上した。

⑶	 行政検査の実施等の感染拡大防止対策、ワクチン接種体制の確保、水際対策

の強化に向けた検疫所の検疫・検査体制の整備・拡充、IHEATによる保健所

の人員体制強化、地方衛生研究所の機能強化等からなる「検査体制の確保、保

健所・検疫所等の機能強化、ワクチン接種体制の確保」として 112 億円（対

前年度比 3億円（2.8%）増）を計上した。

⑷	 ワクチン開発・生産体制強化戦略等に基づく研究開発の推進、感染症に関す

る危機管理機能やサーベイランス機能の強化に資する研究の推進、アジア地域

における臨床研究・治験ネットワークの充実、薬事規制調和の推進等からなる

「ワクチン・治療薬等の研究開発の促進」として 15 億円（対前年度比 3億円

（25.0%）増）を計上した。
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⑸	 地域医療介護総合確保基金等による地域医療構想の推進、総合診療医の養成

支援、ICT活用やタスク・シフティングの推進、女性医療職等のキャリア支援

等からなる「地域医療構想・医師偏在対策・医療従事者働き方改革の推進等」

として 1,618 億円（対前年度比 107 億円（6.2%）減）を計上した。

⑹	 ドクターヘリの導入促進、ドクターカーの活用による救急医療体制の強化、

BCP策定の支援、広域災害・救急医療情報システム（EMIS）の安定的な運用

等からなる「救急・災害医療体制の充実」として 98 億円（対前年度比 18 億

円（15.5%）減）を計上した。

⑺	 生活習慣病の疾病予防・重症化予防等の先進的なデータヘルス事例の全国展

開、予防・健康づくりの健康増進効果等に関する実証事業の実施、保険者とか

かりつけ医等の協働による加入者の予防健康づくりの実施等からなる「健康寿

命延伸に向けた予防・健康づくり」として 59 億円（対前年度比 3億円（4.8%）

減）を計上した。

⑻	 がん・難病の全ゲノム解析の推進に向けた体制整備、小児・AYA世代のが

ん患者等の妊よう性温存療法のための支援等からなる「がん対策・全ゲノム解

析等の推進」として 74 億円（対前年度比 11 億円（12.9%）減）を計上した。

⑼	 世界最高水準の医療の提供に必要な医療分野の研究開発について、日本医療

研究開発機構（AMED）を通じた基礎から実用化まで一貫した研究支援を行い、

その成果を円滑に実用化するため、「日本医療研究開発機構（AMED）におけ

る新型コロナウイルスに関する研究を含めた研究開発支援」として440億円（対

前年度同額）を計上した。

⑽	 各医療保険制度などに関する医療費国庫負担に要する経費を確保し、その円

滑な実施等を図るため、「安定的で持続可能な医療保険制度の運営確保」とし

て 12 兆 2,046 億円（対前年度比 514 億円（0.4%）増）を計上した。

⑾	 風しん対策の推進、新型インフルエンザ等の感染症対策の推進、AMR（薬

剤耐性）対策の推進、エイズ対策の推進等からなる「感染症対策」として 416

億円（対前年度比 19 億円（4.8%）増）を計上した。

⑿	 医薬品、医療機器、再生医療等製品を安心して使用するための安全対策の強
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化、薬物取締体制の充実等からなる「医薬品等に関する安全・信頼性の確保等」

として 15 億円（対前年度比同額）を計上した。

⒀	 国際機関を通じた国際協力の推進、国際的な感染症に係るワクチン等の開発・

普及事業の推進、抗菌薬の研究開発と診断開発の推進、国際保健政策人材養成

の推進等からなる「国際問題への対応」として 50 億円（対前年度同額）を計

上した。

Ⅱ �. 医師の働き方改革に関する動向について

【1】本協会並びに全国医学部長病院長会議の対応について

⑴	 本協会は医師の働き方改革の議論が始まって以降、平成 30 年 4 月に「医学

部・医科大学の臨床系教員を対象とする専門業務型裁量労働制の適正な導入に

あたって」を作成し、専門業務型裁量労働制の推進を図って来たこと。

⑵	 これと並行して、厚生労働省は医師の労働時間に関する議論を継続して進め

た結果、A水準（時間外労働の上限 : 年 960 時間）、連携 B水準（時間外労働

の上限 : 年 1,860 時間）、B水準、C-1 水準、C-2 水準といった「医師の特別則」

を規定したこと。

⑶	 厚生労働省医政局医事課医師・看護師等働き方改革推進官から、専門業務型

裁量労働制は、例えば、教授、准教授、講師、助教など、雇用契約上、研究が

本来業務とされている者「研究を本来的な業務とする医師」については、一定

の要件を満たす場合には、裁量労働制の適用が可能である（裁量労働制が適用

される場合は、医業に従事する医師ではないため、医師の特例的な上限規制の

適用外）が、例えば、後期研修医、専攻医、医員、診察医、非常勤助手等、登

録診察医、研究医、初期研修医など、雇用契約上、研究が本来業務とされてい

ない者「研究が本来的な業務ではない医師」については、医師の特例的な上限

規制である「医師の特例則」が適用されることの説明があったこと。

　	 更に専門業務型裁量労働制で適用されている時間外労働年 720時間の規制は
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改正できない旨の説明であったこと。

⑷	 今後、「研究を本来的な業務とする医師」は専門業務型裁量労働制の対象と

し、「研究が本来的な業務ではない医師」は変形労働時間制にて労使協定を締

結することが議論の主流となることが予測されることから、今後の議論につい

て、引き続き情報提供を行っていくこととしたこと。

⑸	 専門業務型裁量労働制あるいは変形労働時間制を採用するにあたっては、い

ずれにしても現行以上に医師の増員を始め、事務職員など多くの人員配置が必

須であり、給与・割増賃金等の人件費に充当するための財源確保が課題である

こと。

⑹	 令和 3年 5月 7 日、全国医学部長病院長会議における医師の働き方改革に関

する取組みとして、厚生労働省・文部科学省の担当官を招聘して「第 2回医師

の働き方改革に関するセミナー」を開催したこと。

　【議題は以下の通り】

　①　母性健康管理措置及び母性健康管理指導事項連絡カードについて

　②　医師の勤務実態把握について

　③　医師の働き方改革に関する制度解説等について

　④　総合討論・質疑応答について

⑺	 医師の働き方改革に関して、厚生労働省・文部科学省・全国医学部長病院長

会議において適宜打合せを行ってきたところであるが、正式に「医師の働き方

改革検討委員会」を全国医学部長病院長会議内に設置することとしたこと。

　	 大学病院で勤務する医師の長時間労働の是正並びに働きやすい環境整備など

の医師の働き方改革の実現を目指し、厚生労働省並びに文部科学省と協働して

制度面・財政面・地域医療対策面から具体的な検討を進める予定であること。

⑻	 本委員会委員として、本協会より小山信彌参与、明石勝也総務・経営部会担

当副会長（聖マリアンナ医科大学理事長）、森　正樹理事（東海大学医学部長）

が参画することとしたこと。

⑼	 複数の医療機関に勤務する医師に対しては、副業・兼業先での労働時間を通

算することとなっていること。これにより、大学病院における勤務時間を配慮
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する必要が出てくると共に基本給の設定にも影響が出てくることが予測される

こと。

⑽	 令和 3年 6月 28 日、文部科学省・厚生労働省・全国医学部長病院長会議は、「医

師の働き方改革に関する打合せ」を開催し、続いて、令和 3年 7月 7日、全国

医学部長病院長会議「令和 3年度第 2回医師の働き方改革検討委員会」を開催

したこと。

⑾	 医師の働き方改革に関して、主に「宿日直回数の制限」、「助教の専門業務型

裁量労働制適用拡大」等を検討課題として議論を行ったこと。

　	 国公私立大学医学部・医科大学の各医師に医師の働き方改革について認識し

ていただくため、継続してセミナーを開催していくこととしたこと。

⑿	 令和 3年 7 月 27 日、全国医学部長病院長会議「第 3回医師の働き方改革セ

ミナー」が開催されたこと。

　【同セミナーの内容は以下の通り】

　①　昭和大学における各附属病院での勤務制度変更への取組みついて

　②　医師の働き方改革に向けた熊本大学病院の取組みについて

　③	　厚生労働省医政局「2024 年 4 月に向けたスケジュールと各種労働時間制

度等の紹介」について

　④	　厚生労働省労働基準局「全国医学部長病院長会議働き方改革検討委員会か

らの質問に対する回答」について

　⑤　厚生労働省労働基準局「医療機関における宿日直許可」について

　⑥	　全国医学部長病院長会議医師の働き方改革検討委員会「医師の働き方改革

に関するアンケート調査結果」について

　⑦　総合討論・質疑応答

⒀	 令和 3年 10 月 8 日、全国医学部長病院長会議は「令和 3年度第 3回医師の

働き方改革に関する検討委員会」を開催したこと。同会議が大学病院医師の労

働と研鑽に関する考え方と取りまとめ【案】の説明があったが、各委員間での

意見調整ができず継続審議となったこと。

⒁	 厚生労働省から「これまでの医師の働き方改革の推進に関する検討会での議
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論内容」に関して、追加的健康確保措置の運用、医師の労働時間短縮等に関す

る大臣指針、医師の日直義務の例外、C-2 水準の対象分野と技能の考え方につ

いての説明があったこと。

⒂	 文部科学省は令和 4年度予算概算要求において、「大学病院の医師の働き方

改革に関する調査研究」に関する予算を確保し、令和 4年度 1件、2,000 万円

を新規に要求した旨の説明があったこと。

⒃	 令和 3年 12 月 10 日、全国医学部長病院長会議は、第 4回医師の働き方改革

検討委員会（委員長 : 横手幸太郎千葉大学医学部附属病院長）を開催し、「第 4

回医師の働き方改革セミナー」（令和 4年 2 月 8 日開催）に関するテーマの検

討を行ったこと。

⒄	 同会議では令和 3年 12 月 10 日付にて「大学病院医師の労働と研鑽に関する

考え方について」を公表し、各大学に周知したところであること。これに併せ

て、「医師の働き方改革に関するQ&A」を取りまとめたこと。

⒅	「第 4回医師の働き方改革セミナー」では、事例報告として勤務管理用スマ

ホアプリの開発と臨床研究の実施をテーマとして、順天堂大学から講演をいた

だく予定としたこと。

⒆	 厚生労働省「第 16 回医師の働き方改革の推進に関する検討会」（令和 3年

10 月 14 日開催）において、卒後 6年目以降の医師向けの時間外労働上限「集

中的技能向上水準」（C-2 水準）の対象分野の考え方や、技能等に関する審査

の運用について方針を示したところであり、これと並行して、勤務医に対する

医師の働き方改革の周知に資する情報発信内容の検討並びに医療現場におい

て医師の働き方改革につながる行動変容を促す上での課題の抽出を行うため、

「勤務医に対する情報発信に関する作業部会」（座長 : 馬場秀夫熊本大学病院長）

を設置し、議論を進めている状況であること。

⒇	 令和 4年 2月 8 日、全国医学部長病院長会議は「第 4回医師の働き方改革セ

ミナー」を開催したこと。

		 同会議医師の働き方改革検討委員会（委員長：横手幸太郎千葉大学医学部附

属病院長）が取りまとめた「大学病院医師の労働と研鑽に関する考え方につ
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いて」（令和 3年 12 月 10 日公表）並びに医師の宿日直回数並びに自己研鑽計

画の手続き等に関する「医師の働き方改革に関するQ&A」（令和 3年 12 月 24

日公表）に関する情報共有を行ったこと。

		 医師の働き方改革の施行に向けて、厚生労働省医政局医事課医師養成等企画

調整室長から説明を受けたこと。同会議としては、地域医療確保暫定特例水準

（連携 B水準・B水準）集中的技能向上水準（C水準）の指定に関連して、医

療勤務環境改善支援センターにおける評価者を確保するため、各大学に評価者

の選定依頼を行ったところであること。

		 医師の働き方改革への取組みに関して、順天堂大学から「医師勤怠管理 ICT

基盤構築」に向けた事例紹介を受けたこと。

		 同会議が実施した「医師の働き方改革に関するアンケート調査結果（速報版）」

によると、学内・院内での医師の働き方改革に関する周知は進んでいるが、理

解に大学間の温度差があることから更なる啓蒙が必要であること。

【2】	厚生労働省「医師の働き方改革の推進に関する検討会」（座長 : 遠藤久夫学習院

大学経済学部長）に関する動向について

⑴	 令和 3年 7 月 1 日、厚生労働省「第 12 回医師の働き方改革の推進に関する

検討会」が開催されたこと。

⑵	 厚生労働省から「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進

するための医療法等の一部を改正する法律」（令和 3年 5月 28 日成立）（以下、

改正医療法）について、医師の働き方改革に関して、「長時間労働の医師の労

働時間短縮及び健康確保のための措置の整備等」の措置を講じることの説明が

あったこと。

⑶	 以下の項目を主な議題として議論を行ったこと。

　1）医師の働き方改革の地域医療への影響に関する調査結果について

　①	　大学病院は待機を含む（労働時間に含む）、副業・兼業先では待機を除く

（労働時間に含まない）とした場合に連携B・B・C水準（年 1,860 時間）を
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超過する医師の割合は 10.4% となっていること。

　②	　時間外労働の上限規制に向けた勤務体制の整備に際して、現状の労働時間

の適切な把握が急がれること。医師、他の医療職、病院、地域の全てに効果

的な「働き方」の実現のために、まず勤務実態の把握に早期に取り組む必要

があること。

　2）勤務医に対する情報発信に関する作業部会について

　①	　医療現場における医師の働き方改革を推進するため、世代、診療科、勤務

地域等の違いを考慮し、医師の情報選択行動の特性に合わせた効果的な情報

発信が求められること。

　②	　これを受け、これまで検討会で議論されてきた医師の働き方改革の内容を

広く勤務医に伝えるための方法論について作業部会を開催し、当事者や情報

発信の専門家等の参集を得て検討を行うこと。

　3）医師労働時間短縮計画作成ガイドラインの修正案について

　①	　時間外・休日労働が年960時間を超える医師が勤務する医療機関に対して、

令和 5年度末までに労働時間短縮計画の作成を努力義務とすることの修正を

行ったこと。

　②	　これに加えて、連携 B・B・C水準の指定を受けることを予定している医

療機関は、当該指定申請に当たり、各都道府県の医療機関勤務環境評価セン

ターによる第三者評価を受審する前までに令和 6年度以降の計画の案（取組

実績と令和 6年度以降の取組目標を記載）を作成することとしたこと。

⑷	 本検討会で示された「勤務実態把握のための調査項目」並びに「医師労働時

間短縮計画策定ガイドライン（案）」については、労働時間の把握や令和 5年

度末までの間の医師労働時間短縮計画の作成（努力義務）の参考となることか

ら、各大学において内容を確認し活用していただきたいこと。

⑸	 令和 3年 8 月 4 日、厚生労働省「第 13 回医師の働き方改革の推進に関する

検討会」が開催された。

⑹	 追加的健康確保措置（連続勤務時間制限・勤務間インターバル規制等）の運

用に関する基本的な考え方と論点の整理が行われたこと。
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　	 厚生労働省は、連続勤務時間制限・勤務間インターバル規制の基本的なルー

ルとして、「始業から 24 時間以内に 9時間の連続した休息時間（15 時間の連

続勤務時間制限）」「始業から 46 時間以内に 18 時間の連続した休息時間（28

時間の連続勤務時間制限）」を適用し、これを踏まえて一定の要件下で例外的

に代償休息の付与を認める方向性を示したこと。

⑺	 厚生労働省から「B水準」・「連携B水準」・「C水準」が適用される医師（C-1

水準適用の臨床研修医は除く）の勤務シフトのイメージに関する資料提示があっ

たが、委員より医師の勤務シフトの作成作業は非常に複雑になることから、厚

生労働省がアプリケーションを開発してサポートすべきとの意見があったこと。

　	 これに対して、厚生労働省は今後、慎重にアプリケーションの開発を行いた

い旨の見解を示したこと。

⑻	 令和 3年 8月 23 日、厚生労働省「第 14 回医師の働き方改革の推進に関する

検討会」が開催された。

⑼	 厚生労働省は「C-2 水準」の対象分野と対象技能に関する考え方を提示し、

以下の通り整理したこと。

　	 対象分野は、日本専門医機構（理事長 :寺本民生帝京大学臨床研究センター長）

の定める基本領域（19 領域）で、高度な技能を有する医師を育成することが

公益上特に必要と認められる医療の分野とすること。

　	 対象技能は、医学研究や医療技術の進歩により新たに登場した保険未収載の

治療・手術技術（先進医療を含む）、基本領域の専門医取得段階ではそのレベ

ルまで到達することが困難な技能のいずれかに該当すること。

⑽	 都道府県の医療機関勤務環境評価センター（以下、評価センター）における

各医療機関の評価受審スケジュール（案）が提示され、令和 6年 4月からの時

間外労働の上限規制適用に向けて、一斉に評価センターによる評価を受審する

必要があること。そのため、令和4年度・5年度中に書面評価を受審し、「B水準」・

「連携B水準」・「C水準」の指定を受ける準備を進めなければならないこと。

⑾	 令和 3年 9月 15 日、厚生労働省「第 15 回医師の働き方改革の推進に関する

検討会」が開催された。卒後 6年目以降の医師向けの時間外労働上限「集中的
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技能向上水準」（C-2 水準）の対象となる「高度技能」の範囲に関する議論が

行われたこと。

⑿	 厚生労働省から C-2 水準の対象分野の考え方、C-2 水準の対象技能となり得

る技能の考え方が提示されたこと。主な対象技能として、「我が国の医療水準

を維持発展していくために必要とされる、医学研究や医療技術の進歩により新

たに登場した、保険未収載の治療・手術技術（先進医療を含む）」または「良

質かつ安全な医療を提供し続けるために、基本領域の専門医取得段階ではその

レベルまで到達することが困難な技能」とする案が示されたこと。

　	 しかし、委員からは高度技能を修得する医師養成の場が分散してしまうとの

懸念が示され、改めて議論することを決定したこと。

⒀	 都道府県の医療機関勤務環境評価センターによる評価結果の公表の在り方に

関する議論が行われたこと。

　	 前回厚生労働省から示された評価結果として公表する「S、A〜 D」による

5段階評価については、委員より「医療機関のランキングのようだ」などの懸

念を受けたことから撤回し、「十分」、「改善の必要あり」等の文言で評価する

方法が提案され、了承されたこと。

⒁	 令和 3 年 10 月 14 日、厚生労働省「第 16 回医師の働き方改革の推進に関す

る検討会」が開催された。厚生労働省は、卒後 6年目以降の医師向けの時間

外労働上限「集中的技能向上水準」（C-2 水準）の対象分野の考え方や、技能

等に関する審査の運用について方針案を示したこと。

⒂	 対象分野は、日本専門医機構が定める基本領域（19 領域）を基本とすること。

主な対象技能としては、「我が国の医療水準を維持発展していくために必要と

される、医学研究や医療技術の進歩により新たに登場した、保険未収載の治療・

手術技術（先進医療を含む）」または「良質かつ安全な医療を提供し続けるた

めに、基本領域の専門医取得段階ではそのレベルまで到達することが困難な技

能」とする案が示されたこと。

　	 技能習得にやむを得ず長時間労働が必要となる業務の考え方として、以下 1）

から 3）の 1つ以上に該当するものと整理したこと。
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　　1）診療の時間帯を選択できない現場でなければ修得できない

　　2）同一の患者を同一の医師が継続して対応しなければ習得できない

　　3）その技能に関する手術・処置等が長時間に及ぶ

⒃	 上記の方針案は了承されたが、複数の構成員から B水準との区別が難しく、

C-2 水準が令和 17 年度末に廃止される B水準の抜け道になるとの懸念を示す

意見が出たこと。これを受け、厚生労働省は令和 4年度から具体的な書面評価

が開始されることなどを踏まえ、C-2 水準の仕組みについて、学会関係者や全

国の医療機関等へ周知徹底を図っていくこととしたこと。

⒄　それぞれの医療現場において医師の働き方改革を進め、現場の勤務医に対す

る周知を行うため、「勤務医に対する情報発信に関する作業部会」（座長：馬場

秀夫熊本大学病院長）を設置し、議論を進めているところであること。

⒅　C-2 水準の審査については、特定の高度な技能の教育研修環境を審査するこ

とから、各学会で審査基準並びに審査体制を検討しているところであること。

Ⅲ . 新型コロナウイルス感染症に関する対応について

【1】	国公私立大学「新型コロナウイルス感染症患者受入総数」について

⑴	 国立大学 44 病院、公立大学 14 病院、本協会加盟大学 79 病院の新型コロナ

ウイルス感染症患者受入れ総数（令和 4年 1月 31 日現在）は 45,401 名である

こと。

⑵	 内訳として、本協会加盟大学 79 病院は、45,401 名の内 29,793 名（65.6%）

を受入れていること。国立大学は〔44 病院〕で 9,812 名（21.6%）、公立大学〔14

病院〕は 5,796 名（12.8%）の受入れとなっていること。

⑶	 更に、新型コロナウイルス感染症患者受入れ総数の推移では、本協会加盟大

学の受入れについては、令和 3年 12 月 31 日現在の患者受入れ総数 26,963 名

と比較すると 2,830 名増加していること。

⑷	 これらのデータは本協会加盟大学に於いて、新型コロナウイルス感染症が我
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が国に発生以降、国策に準じて国民医療の保全・充実に誠意をもって対応し貢

献していることを示していること。

【2】	協会加盟大学（本院・分院合算）における新型コロナウイルス感染症患者症例

別受入れ総数について

⑴	 加盟 29 大学（本院・分院合算）における令和 2年 3 月から令和 4年 1 月ま

での新型コロナウイルス感染症患者症例別受入れ総数は、29,793 名となって

いること。

⑵	 その他、本協会加盟大学附属病院 79 病院における「新型コロナウイルス感

染症患者症例別受入れ総数」、加盟 29 大学（本院・分院合算）における「新型

コロナウイルス感染症重症患者の受入れ総数」は 5,820 名となったこと。本院

29 病院〔関西医科大学は関西医科大学総合医療センター（大阪府守口市）に

於いて重症患者を受入れているため、本院として置き換えた。〕における「新

型コロナウイルス感染症重症患者受入れ総数」は 3,944 名となったこと。

【3】	加盟大学附属病院における各種統計調査について

⑴	 本協会「加盟大学附属病院における各種統計調査（新型コロナウイルス感

染症発生前の 2019 年 4 月〜 9月と 2021 年 4 月〜 9月の比較）」結果を取りま

とめたこと。2021 年 4 月分データより、新型コロナウイルス感染症発生前の

2019 年の数値との比較を行っていくこととしたこと。

　	 本協会加盟大学附属病院（本院 29 病院・分院 55 病院）の 84 病院から回答

があり、回答率は 100%であること。

⑵	 本院 29 病院の平均では、2021 年 4 月から 9月の外来患者延数は 283,219 名

となり、2019 年 4 月から 9月の 306,731 名から 23,511 名減（前々年同期間比

▲ 7.7%）となっていること。

⑶	 2021 年 4 月から 9月の入院患者延数は 139,854 名となり、2019 年 4 月から
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9月の153,270名から13,416名減少（前々年同期間比▲8.8%）となっていること。

⑷	 2021年4月から9月の手術件数は8,914件となり、2019年4月から9月の8,668

件から 246 件増（前々年同期間比+2.8%）となっていること。

　	 また、同様に救急受入件数は 6,596 件となり、8,425 件から 1,829 件減少（前々

年同月比▲ 21.7%）となっていること。

⑸	 本院 29病院と分院 55病院を合わせた 84病院の医業収支の総額については、

2021 年 4 月から 9月の医業収入は約 9,544 億円となり、2019 年 4 月から 9月

の約 9,098 億円と比較して約 446 億円の増額（前々年同期間比+4.9%）となっ

ていること。

　	 医業費用は約 9,154 億円となり 2019 年 4 月から 9 月の約 8,687 億円と比較

して約 467 億円の増額（前々年同期間比+5.4%）となっていること。

　	 従って、2021 年 4 月から 9月に於ける医業収支は約 390 億円の黒字であっ

たが、2019 年 4 月から 9月の約 411 億円と比較して、黒字額が約 21 億円の減

額となったこと。

【4】	新型コロナウイルス感染症に関する緊急包括支援交付金等の交付状況について

⑴	 全国医学部長病院長会議は、令和 3年 6月 30 日までを調査対象期間として、

「新型コロナウイルス感染症に関する緊急包括支援交付金」に関する調査を実

施し、本協会加盟大学分を抜粋して取りまとめを行ったこと。令和 3年 6月末

時点において申請（要求）金額の内 98.0% が決定しており、前回調査（3月末

時点）の 92.1% に比べ、決定額は増加したこと。

⑵	 医療従事者慰労交付金を除いた総計では、「要求額」に対する「決定額 +協

議中額」の交付率が 96.7% となっており、実際に各大学に入金された「受給率」

は 95.4% であること。

⑶	 国公私立大学病院（本院 82 病院、分院 56 病院）における令和 2年度の医業

収支は 1,992 億円の赤字となったこと。

⑷	 新型コロナウイルス感染症患者受入れに伴う国からの同交付金受給額は
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2,332 億円となったこと。

⑸	 同交付金の交付状況に関しては、各都道府県所管部局にご確認をいただきく

こととしたこと。

Ⅳ . 本協会「新型コロナウイルス感染症による影響度調査結果」について

⑴	 本協会が継続して実施している「新型コロナウイルス感染症による影響度調

査」の令和2年度分データ（令和2年4月分〜令和3年3月分）がまとまったこと。

本協会加盟大学附属病院（本院29病院・分院55病院）の84病院から回答があり、

回答率は 100%であったこと。

⑵	 令和 2年 4月から令和 3年 3月までの新型コロナウイルス感染症患者の受入

れ件数は、加盟 29 大学（本院・分院合算）の合計で 12,382 件となったこと。

また、接触者外来・発熱外来等におけるPCR検査人数は合計で493,032名となっ

たこと。

⑶	 本院 29 病院の平均では、令和 3年 3 月の外来患者延数は 52,696 名となり、

令和 2年 3月の 48,704 名から 3,992 名増（前年同月比+8.1%）であったこと。

　	 令和 3年 3 月の入院患者延数は 24,242 名となり、令和 2年 3 月の 25,360 名

から 1,118 名減少（前年同月比 -4.4%）となったこと。

　	 令和 3年 3月の手術件数は 1,627 件となり、令和 2年 3月の 1,561 件から 66

件増（前年同月比+4.2%）となっていること。また、同様に救急受入件数は 1,627

件となり、令和 2年 3 月の 1,561 件から 66 件増（前年同月比 +4.2%）となっ

たこと。

⑷	 本院 29 病院の総計では、令和 2年 4 月から令和 3年 3 月までの外来患者延

総数は1,553万 7,852名であり、前年同期間の1,746万 2,379名から192万 4,527

名減少（前年同期間比 -11.0%）となったこと。

　	 同じく、入院患者延総数は 787 万 6,284 名であり、前年同期間の 880 万 7,445

名から 93 万 1,161 名減少（前年同期間比 -10.6%）となったこと。

　	 手術件数総数は 46 万 4,203 件であり、前年同期間の 51 万 8,491 件から 5万
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4,288 件減少（前年同期間比 -10.5%）となったこと。

　	 救急受入件数総数は 34 万 4,636 件であり、前年同期間の 47 万 7,456 件から

13 万 2,820 件減少（前年同期間比 -27.8%）となったこと。

⑸	 本院 29 病院と分院 55 病院を合わせた 84 病院の医業収支の総額について、

令和 2年 4 月から令和 3年 3 月までの期間（令和 2年度）に於ける医業収入

は約 1兆 7,730 億円となり前年同期間約 1兆 8,426 億円と比較して約 696 億円

の減収（前年同期間比 -3.8%）であったこと。医業費用は約 1兆 7,909 億円と

なり前年同期間約 1兆 7,879 億円と比較して約 30 億円の増額（前年同期間比

+0.2%）であったこと。

　	 従って、令和 2年 4月から令和 3年 3月までの期間（令和 2年度）に於ける

医業収支は約 179 億円の赤字であり、前年同期間の約 547 億円の黒字と比較

した場合は、医業収支差は約 726 億円のマイナスとなっており、本協会加盟

大学附属病院は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が我が国に発生以降、

高度先進医療を行う本来の使命を維持しつつ、手術件数の抑制、一般入院患者

数の調整を行い、誠意を持って国民医療の保全・充実に努力を注いできたもの

の、厳しい経営状況にあること。

⑹	 令和 3 年 4 月以降も本調査を継続すると共に、令和 3 年度データは新型コ

ロナウイルス感染症発生前の令和元年度数値との比較を行っていく予定であ

ること。

Ⅴ �.�全国医学部長病院長会議「新型コロナウイルス感染症に関する大学病院の経営状

況調査結果」について

⑴	 同会議が継続して実施している「新型コロナウイルス感染症に関する大学病

院の経営状況調査」（令和 3年 3月度）の結果がまとまったこと。

⑵	 調査対象病院数は、国立大学病院 43 病院・公立大学病院 9病院（分院 1病

院を含む）・私立大学病院 86 病院（分院 55 病院を含む）の 138 病院であること。

⑶	 令和 3年 3月に入り第 3波の新型コロナウイルス感染症患者は減少しつつあ
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る中で、病院稼働日数増加の影響もあり、外来・入院延患者数、手術件数とも

に上向きとなったが、医薬品費等の費用が増加となり、令和 3年 3月末時点に

おける収支は 262 億円のマイナスとなったこと。これに伴い、令和 2年度の

医業収支はマイナス 2,619 億円となっており依然厳しい経営状況にあること。

⑷	 現在も感染拡大は続いており、今後大学病院が通常の重症患者の医療を維持

しつつ新型コロナウイルス感染症重症患者の受入れを中心とした感染拡大対応

の役割を果たしていくためには、医療連携体制の構築や一層の財政支援が望ま

れること。

Ⅵ ��.�自由民主党「第 7回私立医科大学問題勉強会」（会長 : 河村建夫衆議院議員）� �

（令和 3年 5月 25 日開催）について

⑴	 令和 3年 5 月 25 日の午前 7時から、会長を河村建夫衆議院議員、座長を鴨

下一郎衆議院議員、事務局長を松野博一衆議院議員が務める自由民主党「第 7

回私立医科大学問題勉強会」を開催したこと。

⑵	 冒頭、河村建夫勉強会会長並びに協会を代表して小川　彰会長から挨拶があ

り、その後、座長である鴨下一郎衆議院議員の司会により、新型コロナウイル

ス感染症に対応してきた私立医科大学の現状と課題に特化して積極的に議論を

進め、忌憚のない意見交換を行い、理解を深めていただいたこと。

　【国会議員の出席者は以下の通り。】（敬称略）※令和 3年 5月 25 日現在

　　会長　　　　　河村　建夫　　衆議院議員

　　座長　　　　　鴨下　一郎　　衆議院議員

　　副会長　　　　塩谷　　立　　衆議院議員

　　副会長　　　　遠藤　利明　　衆議院議員

　　事務局長　　　松野　博一　　衆議院議員

　　事務局次長　　三ツ林　裕巳　衆議院議員

　　事務局次長　　大隈　和英　　衆議院議員

　　事務局次長　　自見　はなこ　参議院議員
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⑶	 国公私立大学の「新型コロナウイルス感染症患者受入れ総数」、新型コロナ

ウイルス感染症による影響度調査（2021 年 1 月分追加データ）を基に、本協

会加盟大学附属病院の現状を丁寧に説明したこと。

⑷	 シームレスな医師養成に向けて共用試験が公的化されたこと。公的化に際し

て、各大学の基盤整備に対する支援と共に、認定資格の取得や臨床実習担当専

任教職員の配置などの支援を文部科学省にお願いしたいこと。また、試験時の

感染対策に関する支援等について説明しお願いしたこと。

⑸	 医療法において、大学病院を新たに「教育病院」として位置付けていただき、

従前より課せられている教育・研究・診療の役割を果たすためにも、経済的基

盤を含めた環境的諸条件の改善を行っていただきたい旨を述べたこと。

⑹	 全国医学部長病院長会議（AJMC）がとりまとめた国公私立大学の「新型コ

ロナウイルス感染症に関する大学病院の経営状況調査（2月度）」の結果を説

明すると共に大学病院が重症症例を多数受け入れるためには、医療機関の役割

をさらに明確化し、滞りなく中等症の受入れ病院への搬送・転院ができるよう

医療資源の更なる効率的運用を検討していただきたい旨を述べたこと。

⑺	 医師の働き方改革に関して、宿日直の回数が「許可の対象となる宿直又は日

直の勤務回数について宿直勤務については週 1回、日直勤務については月 1回

を限度とすること。」と定められていることについて、その影響を踏まえて厚

生労働省に確認をしていただくこととなったこと。

⑻	 意見交換の後、本協会は新型コロナウイルス感染症に対応した諸施策の充実

を要望したこと。（46 ページ参照）

　【主な内容は以下の通り】

　①	　新型コロナウイルス感染症が発生以降、本協会加盟大学附属病院は 1万 2

千名以上の患者を受入れ、その内重症者は 2,801 名（協会加盟大学 29 大学

84 病院 : 令和 3年 4月 30 日時点）となっていること。

　　	また一方、本協会加盟大学附属病院は、国民医療安定のため高度先進医療を

行う本来の使命を維持しつつ、外来診療や手術の抑制、一般入院患者数の調

整を行いながらも救急医療を維持し、誠意をもって最大限の努力を注いでい
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ること。

　②	　本協会加盟大学附属病院は、国が進める新型コロナウイルス感染症に対応

した病床の充実（増床）に積極的に協力して来たことにより経営が逼迫して

おり、医業収支は令和 2年 4月から令和 3年 1月までの累計でみた場合、対

前年同期間比約 667 億円の赤字となっていること。

　　	　更に、現状に於いては新型コロナウイルス感染症患者の急増により、一層

厳しい経営状況となることが予測されること。

　③	　令和 3年度においても、国の進める国民医療の安定を目的とした医療施策

に対応し、継続して努力を尽くしている本協会加盟大学附属病院に対して、

令和 2年度補正予算における「新型コロナウイルス感染症に係る緊急包括支

援交付金」と同様の支援交付をお願いするものであること。

Ⅶ �.�自由民主党「第 16 回大学病院を支援する議員連盟総会」（会長 : 河村建夫衆議院

議員）（令和 3年 5月 25 日開催）について

⑴	 令和 3年 5月 25 日の午前 9時から、自由民主党「第 16 回大学病院を支援す

る議員連盟」（以下、議連）総会が、衆議院第一議員会館大会議室にて開催さ

れたこと。

　	 当日は国会議員が 30 名、文部科学省・厚生労働省が各 10 名の出席があった

こと。

⑵	 本協会は勉強会と同様に資料に従って説明を行い、議連に対して要望書を提

出したこと。（48 ページ参照）

⑶	 新型コロナウイルス感染症に関する現状と課題について、国立大学病院長会

議（会長 : 横手幸太郎千葉大学医学部附属病院長）並びに本協会から現状と課

題を述べた後、文部科学省並びに厚生労働省による大学病院に対する新型コロ

ナウイルス感染症への対応状況の報告があったこと。

⑷	 その後、国会議員からの質問に答える形で討議が行われ、議連は「大学病院

における新型コロナウイルス感染症対策の強化に関する決議」を取りまとめ、
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議連としての承認がなされたこと。（50 ページ参照）

　【決議の主な内容は以下の通り】

　①	　新型コロナウイルス感染症の終息時期がまだ見通せない中で、新型コロナ

ウイルス感染症の克服に向けて、大学病院が今後もその機能を果たしていく

ためには、患者はもとより医療従事者の安心・安全の確保や、長期化にも対

応できるよう大学病院の機能強化を図ることが急務であること。

　②	　「新型コロナウイルス感染症患者の受入れ体制の確立」、「新型コロナウイ

ルス感染症対応に伴う大学病院に対する支援」、「アフターコロナ時代に対応

していくための大学・大学病院に対する支援」について対応を講ずるべきで

あること。

⑸	 本決議の取り扱いは、議連の会長である河村建夫衆議院議員に一任すること

となり、議連として財務省・文部科学省・厚生労働省等の関係各方面に対して、

働き掛けが行われることとなったこと。

Ⅷ �.�自由民主党「医師養成の過程から医師偏在是正を求める議員連盟」（会長 : 河村

建夫衆議院議員）（令和 3年 6月 15 日開催）について

⑴	 本議連に於いて、厚生労働省から「良質かつ適切な医療を効率的に提供する

体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」（令和 3年 5 月

28 日成立）（以下、改正医療法）を踏まえたシームレスな医師養成に向けた改

革案が示されたこと。

⑵	 改正医療法では「医師国家試験の受験資格における共用試験合格の要件化」

並びに「医学生が臨床実習において行う医業の法的位置づけの明確化」が行わ

れること。

⑶	 これらの方針に伴い、厚生労働省は医道審議会医師分科会（分科会長 : 中谷

晴昭千葉大学理事・副学長）のもとに「共用試験部会」（仮称）を立ち上げる

こととしたこと。

　	 同部会に於いて共用試験の実施時期、出題基準、合格基準等の具体的な実施
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方法が検討される予定であること。

⑷	 医療系大学間共用試験実施評価機構（CATO）は、同部会の動向を注視し、

適正・公正な試験を実施するために臨床技能を評価するOSCEに関しては「認

定評価者の養成」、「認定標準模擬患者の育成」に一層努め体制整備を進めてい

く方針としたこと。

Ⅸ �.�全国医学部長病院長会議「新型コロナウイルス感染症第 5波が大学病院診療に与

える影響（声明）」（令和 3年 8月 10 日）について

⑴	 全国医学部長病院長会議は、新型コロナウイルス感染症第 5波に伴う令和 3

年 8月 10 日時点の通常診療への影響を緊急に調査したこと。

　	 緊急調査によると、「集中治療受入れ制限」「救急受入れ制限」「手術制限」

等により、ほぼ半数の大学病院において通常診療への影響が出ていることが明

らかとなったこと。

　	 更に感染拡大に伴い、医療従事者への影響も懸念され、ワクチンを 2回接種

した後の感染事例が散見されていることから、既に診療維持に与える影響が出

始めていること。

⑵	 これらを踏まえ、同会議から国民に対するメッセージとして、危機意識を共

有していただきたい旨の声明を公表したものであること。

Ⅹ �.�厚生労働省「医療従事者の需給に関する検討会医師需給分科会」（座長 : 片峰　

茂長崎市立病院機構理事長）に関する動向について

⑴	 令和 3年 6 月 4 日、医療従事者の需給に関する検討会第 38 回医師需給分科

会が開催されたこと。

⑵	 本分科会では、継続して医学部臨時定員増に係る方針が議論されてきており、

当初、大学医学部の定員設定に向けた準備期間を十分にとる観点から、令和 2

年 4月までを目途に、医師需給推計の結果を踏まえ、令和 4年以降の医師養成
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数の方針を示す予定としていたこと。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大

の影響により、令和 2年 4月までの間に十分な議論を行うことができなかった

こともあり、令和 4年度並びに令和 5年度も暫定的に現状の医学部定員を維持

することとなったこと。

⑶	 医学部の定員については、医師の需給推計を踏まえ、段階的に臨時定員を含

む総定員を減員する方向で検討を進めているが、全国知事会（会長 : 飯泉嘉門

徳島県知事）による新型コロナウイルス感染症による医師不足を指摘する要望

もあり、議論が先延ばしとなったこと。

⑷	 令和 3年 8月 27 日、医療従事者の需給に関する検討会第 39 回医師需給分科

会が開催されたこと。

⑸	 厚生労働省から、令和 5年度医学部定員と歯学部振替枠の考え方が提示され、

同分科会は大筋で了承したこと。

　【主な内容は以下の通り】

　①	　令和 5年度の医学部定員については、歯学部振替枠を除き令和 4年度と同

様の方法で設定すること。

　②	　歯学部振替枠は廃止し、地域の医師確保・診療科偏在対策に有用な範囲に

限って、地域枠臨時定員として活用すること。当該枠は総合診療科、救急救

命科、内科等、社会的なニーズに対応する枠「診療科指定の地域枠」として

設定すること。

⑹	 第 5 次中間とりまとめ（案）に関する議論の中で、特に、医師養成過程にお

ける地域・診療科偏在対策については、「地域における医師の確保を図るために、

定員数が安定している恒久定員内で措置することが望ましい」とされているた

め、都知事や県知事等が大学医学部に対して強制的に要請することのないよう

自治体や大学の状況を勘案して進めていただきたい旨の意見があったこと。

　	 また、キャリア形成プログラムについては、地域での従事要件を定める等の

措置を取ってきたが、地域医療に従事する医師を増やす取組み並びに学生時か

ら地域医療に貢献・従事したいという意識を涵養・醸成させる取組みを積極的

に進めて行くことが重要であることの確認が行われたこと。
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⑺	 厚生労働省は、令和 4年 1 月 12 日に「医療従事者の需給に関する検討会」

と下部組織の「医師需給分科会」を合同で開催し、同分科会の第 5次中間取り

まとめ（案）の議論を行ったこと。

⑻	 議論の中で、構成員から現在進めている医師の働き方改革が需給推計にも大

きな影響を及ぼすこと並びに同改革に伴う現場の問題点が十分反映されていな

いことの懸念が多く示されたことから、最終的には座長預かりとなり、令和 3

年度内に正式にまとめることとなったこと。

⑼	 特に医師需給推計は令和 2年度に最新の推計が公表されているが、その後提

示された医師の時間外労働の規制を受けた関係から、地域医療の実態を十分に

把握した上で需給推計を再度行う必要があることの意見があったこと。

⑽	 本検討会・分科会ではこれまで地域枠等を中心とした医学部の臨時定員増の

見直しに関する議論を行ってきたが、中間取りまとめ（案）が座長預かりとなっ

たため結論を得ることができず、令和 4年度・令和 5年度の医学部定員につい

ては変更がないこと。

　	 今後、令和 6年度以降の医学部定員については、「第 8次医療計画等に関す

る検討会」（座長 : 遠藤久夫学習院大学経済学部長）等における議論の状況を

踏まえて検討される予定であること。

⑾	 今後の医師偏在対策等に関する提言として、大学医学部の地域枠設定の安定

した運用の観点からは、地域枠を恒久定員内で措置することが望ましく、自治

体や大学の状況や考えを十分に踏まえながら、各都道府県の医学部定員内に必

要な数の地域枠を確保し、地域における医師の確保を図ることが重要であると

の確認を行ったこと。

⑿	 臨床研修制度における偏在対策は医道審議会（会長 : 楠岡英雄国立病院機構

理事長）医師分科会（分科会長 : 中谷晴昭千葉大学理事・副学長）医師臨床研

修部会（部会長 : 國土典宏国立国際医療研究センター理事長）、専門医制度に

おける偏在対策は同分科会医師専門研修部会（部会長 : 遠藤久夫学習院大学経

済学部長）及び日本専門医機構（理事長 : 寺本民生帝京大学臨床研究センター

長）において引き続き検討が進められることが必要であるとの提言を行ってお



－ 29 －

り、今後の動向を注視していくこととしたこと。

Ⅺ �. 厚生労働省「医道審議会医師分科会医師臨床研修部会」（部会長 : 國土典宏国立国

際医療研究センター理事長）に関する動向について

⑴	 令和 3年 9 月 24 日、厚生労働省「令和 3年度第 1回医道審議会医師分科会

医師臨床研修部会」が開催され、特に「国際医療福祉大学の留学生の臨床研修

に係る対応」に関する議論があったこと。

⑵	 国際医療福祉大学医学部は、令和 5年 3月に第 1期生（約 140 名）が卒業し、

同年 4月から臨床研修に進む予定となっていること。第 1期生のうち 20 名が

留学生であり、国際医療福祉大学成田病院（千葉県）を基幹型臨床研修病院と

して、臨床研修を実施する方針を踏まえ、千葉県から国に対して「外国人留学

生により加算された定員」の創設など、国家戦略特区の趣旨に鑑み、弾力的な

扱いをお願いしたい旨の要望がなされていること。

⑶	 これに対応して、厚生労働省は「例えば」として、留学生が国際医療福祉大

学成田病院において確実に臨床研修を受けることができるよう、令和 5年度の

都道府県別の募集定員上限を定める際、必要な定員を千葉県に加算すると共に、

当該定員に係る研修医の募集及び採用の決定は、医師臨床研修マッチング前に

行うことを検討してはどうかとの方向性を提案したこと。

⑷	 しかしながら、国際医療福祉大学における医学部新設の経緯として、「国家

戦略特別区域における医学部新設に関する方針」（平成 27 年 7 月 31 日内閣府・

文部科学省・厚生労働省決定）に基づき認可された大学であり、留学生を別枠

とすることに対して、委員から様々な懸念の声が続出したため、継続審議となっ

たこと。

⑸	 関連して、文部科学省が令和 3年 3 月 26 日に令和 2年度の「設置計画履行

状況等調査の結果」を公表しており、本調査結果において文部科学省が是正を

求めた 5校のうち、国際医療福祉大学が指摘を受けていること。

　	 主な内容として、教員の辞任や異動が多いため、詳細な原因分析や効果的な
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改善策について検討の上で運営することが求められており、このような状況で

臨床研修が実施できるのか懸念があるとの意見が出されたこと。

⑹　令和 4年 1 月 26 日、令和 3年度第 3回医師臨床研修部会が開催され、令和

5年度の臨床研修医の都道府県別募集定員の上限が了承されたこと。これまで

の算出方法に加えて、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響を踏ま

えた募集定員上限の加算方法並ぶに医師偏在対策のための加算方法が提示さ

れ、これを了承したものであるとのこと。

⑺	　外国人留学生への対応については、将来的に帰国するなどの条件にあてはま

る場合、各都道府県の募集定員とは関係なく受け入れられるとする厚生労働省

案で合意したこと。

⑻	　令和 4年度から開始される地域医療への従事を重視する研修医を対象とした

地域重点プログラムの採用状況も明らかにされたこと。同プログラムは計 15

病院に設置され、募集定員の総数 21 名の内 9名の採用が決定したこと。また、

基礎研究医プログラムの採用状況についても報告があったこと。

Ⅻ �. 文部科学省「医学教育モデル・コア・カリキュラム改訂に関する連絡調整委員会」

（委員長 : 永井良三自治医科大学学長）に関する動向について

⑴	 文部科学省は、令和 4年度の冬頃までに医学教育モデル・コア・カリキュラ

ム及び歯学教育モデル・コア・カリキュラム（以下、「モデル・コア・カリキュ

ラム」）の改訂を行う予定として、令和 3年 8月 18 日に「医学／歯学教育モデ

ル・コア・カリキュラム改訂に関する連絡調整委員会（第 1回）（以下、連絡

調整委員会）を設置し、開催したこと。

⑵	 これに伴い検討体制を変更し、モデル・コア・カリキュラムの改訂に向けた

調査や改訂原案の作成等を行う組織として「医学教育チーム」（日本医学教育

学会へ委託）並びに「歯学教育チーム」（日本歯科医学教育学会へ委託）並び

に「歯学教育チーム」（日本歯科医学教育学会へ委託）を設置したこと。両チー

ムから改訂原案の提示を受け、本委員会において改訂方針並びに素案等に関す
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る議論を行い決定していくこと。

⑶	「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療

法等の一部を改正する法律」（令和 3年 5 月 28 日成立）に基づき、「医師国家

試験の受験資格における共用試験合格の要件化」（令和 7年 4 月 1 日施行）並

びに「医学生が臨床実習において行う医業の法的位置づけの明確化」（令和 5

年 4月 1日施行）が行われていくこと。

⑷	 これに伴い、シームレスな医師養成に向けて共用試験のあるべき姿を検討し、

モデル・コア・カリキュラムに反映していただきたい旨を述べたこと。

⑸	 令和 3年 10 月 21 日、文部科学省は連絡調整委員会（第 2回）を開催したこと。

当日は、モデル・コア・カリキュラムの改訂に向けた調査、改訂原案の作成等

を行う組織である「医学教育チーム」（日本医学教育学会へ委託）から、モデル・

コア・カリキュラムのキャッチフレーズ（案）と基本方針（案）が提示された

こと。

⑹	 また、「医師・歯科医師として求められる基本的な資質・能力（案）」が提示

され、「総合的に患者・生活者をみる姿勢」を涵養する能力、「情報・科学技術」

を活かす能力を求めていくことについての項目を追加したこと。

⑺	 モデル・コア・カリキュラムに「医学・医療における倫理観」並びに「医師

としての基本的な診療能力」をどのように盛り込むかという点が議論となった

こと。

⑻	 求められている「総合診療能力」に関しては、自身の専門領域にとどまらず、

合併症があっても必要に応じて該当する専門診療科と連携して、患者を総合的

にみる姿勢を涵養していくことが重要であり、そのような資質・能力をもった

医療人が養成されることで、診療科及び地域の偏在対策に資するとしたこと。

⑼	 モデル・コア・カリキュラムのキャッチフレーズ（案）には、「変化し続け

る未来の社会や地域を見据え、多様な場や人をつなぎ活躍できる医療人の養成」

を目指していくことを盛り込み、継続して議論していくこととなったこと。
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XⅢ�.�日本病院団体協議会（令和 3年度議長 : 斉藤正身日本リハビリテーション病院・

施設協会会長）に関する動向について

⑴	 令和 3年 4月 15 日、財務省が財政制度等審議会財政制度分科会（分科会長：

榊原定征東レ株式会社社友　元社長・会長）を開催したこと。

　	 新型コロナウイルス感染症が収束するまでの間、緊急包括支援交付金等の支

払いに代えて診療報酬の概算払いを求める考え方を示したこと。

⑵	 新型コロナと医療機関の支援について、対応が必要な都道府県知事の同意を

得て、1）一定程度コロナ患者を受け入れること、2）医療従事者の処遇維持・

改善を条件に、前年同月あるいは前々年同月水準のいずれか多い方の診療報酬

総額を基準として同水準が維持されるよう報酬を支払う案となっていたこと。

　	 例えば、対前年同月ないし対前々年同月比で保険点数が 2割減り 8/10 となっ

た場合に、1点単価を 12.5 円に補正することとすれば、診療行為への対価性を

保持したまま、対前年同月ないし対前々年同月水準の診療報酬を支払うことは

可能であるとしたこと。

⑶	 本案に対しては、日本病院団体協議会第 196 回代表者会議（令和 3年 4 月

16 日開催）並びに第 186 回診療報酬実務者会議（令和 3年 4月 21 日開催）に

おいて意見交換を行い、声明を取りまとめたこと。（45 ページ参照）

　【主な内容は以下の通り】

　①	　新型コロナウイルス感染症については、患者を受け入れる病院だけでなく、

感染回復後の患者を受け入れている後方病院、そして感染症以外の傷病の受

け皿になっている病院、外来患者の検査を担う病院等が地域で連携をとりな

がら対応しているのが現状であり、全ての病院に対する適切な支援策が必要

であること。

　②	　また、新型コロナウイルス感染症の拡大、そして蔓延により、感染防止に

配慮した新たな診療体制構築のための費用も発生していること。過去の実」

績に基づいた診療報酬の補てんだけでは到底賄いきれないため、病院の減収

分の補てんだけでなく、新型コロナウイルス感染症によって影響を受けた全
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ての病院を支援する対策が必要であること。

　③	　今後、支援金制度の更なる充実や診療報酬における加算等の継続が必要で

あること。また、患者の減少やクラスター発生により減収となった医療機関

に対しては、災害発生時と同様の対応を求め、更なる支援体制の構築が必要

であること。

⑷	 令和 3年 8月 27 日、厚生労働省医政局の担当官から、「新型コロナウイルス

感染症に対応する医療機関等への支援策」に関する説明を受けたこと。

⑸	 主に、医療従事者を派遣する派遣元医療機関等への補助が拡充されること、

これらの補助の拡充を含め、緊急包括支援交付金による医療提供体制拡充のた

めの必要な支援を令和3年10月以降も当面継続して実施することの説明があっ

たこと。

　	 また、新型コロナウイルス感染症患者の診療に係る評価として、感染症患者

の入院加療について救急医療管理加算を 4倍とすること、中等症Ⅱの診療に係

る評価として救急医療管理加算を 6倍に引き上げること。

⑹	 日本病院団体協議会は、「看護職員等処遇改善事業補助金」の対象職種に

薬剤師を追加することについての要望書を厚生労働省医政局長宛に提出した

こと。（86 ページ参照）

⑺	 本補助金は、看護補助者、理学療法士・作業療法士等のコメディカルの処遇

改善にも柔軟に適用できるとしているが、病院はチーム医療で対応しているこ

とから薬剤師にも対象としてほしいとしたこと。

⑻	 日本病院団体協議会の令和 4年度議長・副議長について第 204 回代表者会議

（令和 3年 12 月 17 日開催）において、本協会小山信彌参与が推薦され、全会

一致で承認されたこと。また、第 206 回代表者会議（令和 4年 2月 25 日開催）

において、副議長として山本修一地域医療機能推進機構理事を推薦し、全会一

致にて承認されたこと。
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XⅣ �.�プロポフォール製剤等（麻酔薬、鎮静剤等）の安定的供給に関する要望書提出（令

和 3年 6月 18 日）について

⑴	 新型コロナウイルス感染症重症患者に対応するために必要であるプロポ

フォール製剤等（麻酔薬、鎮静剤等）の不足が生じている事例が報道されたこと。

⑵	 今後の重症患者増に対応するためには、同製剤等の安定的な供給が何よりも

重要であり、従前より国民が求めている本来の使命である高度医療の提供並び

に地域医療の中核病院としての役割を維持していくためにも、重点的に新型コ

ロナウイルス感染症に対応している病院に於いてプロポフォール製剤等の供給

が滞らないよう配慮していただきたい旨の要望書を厚生労働省の田村憲久大臣

並びに迫井正深医政局長宛に提出したい旨を第 340 回理事会（令和 3年 6 月

10 日開催）に提案し、了承を得たこと。

⑶	 第 340 回理事会（令和 3年 6 月 10 日開催）に於いて提出することが了承さ

れた「プロポフォール製剤等の安定的供給に関する要望書」について、調整を

行い令和 3年 6月 18 日に厚生労働省に提出したこと。（51 ページ参照）

⑷	 提出先は、田村憲久厚生労働大臣と迫井正深医政局長としたこと。当日は迫

井医政局長と面談し、要望内容の説明を行った結果、以下の通り見解が示され

たこと。

　①　本要望内容に関しては十分に理解していること。

　②	　プロポフォール製剤自体に世界的な需要が高まっていることから、国内で

の供給が追い付いていないこと。

　③	　現在もドイツの製薬会社に要請はしているが、引き続き折衝を行っていく

ものであること。

　④	　新型コロナウイルス感染症に対するワクチンが世界的に接種可能となって

いることから、今後新型コロナウイルス感染症の拡大が落ち着くことを期待

していること。
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XⅤ�. 文部科学省における学校法人ガバナンス改革に関する動向について

⑴	 令和3年3月19日に文部科学省「学校法人のガバナンスに関する有識者会議」

（座長 : 能見善久東京大学名誉教授）が、「学校法人のガバナンスの発揮に向け

た今後の取組の基本的な方向性について」（報告書）を公表したこと。

⑵	 これを受け、「学校法人ガバナンス改革会議」（座長 : 増田宏一日本公認会計

士協会相談役）（以下、改革会議）が設置され、「経済財政運営と改革の基本方

針 2021」（令和 3年 6 月 18 日閣議決定）に基づく学校法人のガバナンスの在

り方等についての検討を行い、学校法人制度の改正に向けた抜本改革案の全体

像を令和 3年内に取りまとめて、文部科学大臣に報告することとなったこと。

⑶	 改革会議は「新たな学校法人ガバナンスの全体像及びその最高監督・議決機

関としての評議員会の姿を早急に明示する必要がある。」との認識を示してい

るが、日本私立大学協会（会長 : 小原芳明玉川大学理事長・学長）並びに日本

私立大学連盟（会長 : 田中愛治早稲田大学総長）は、諮問機関として機能して

いる評議員会機能の変革（議決機関化及び監督機能強化）は慎重に行うべきと

の見解と懸念を公表したこと。

　	 また、改正私立学校法（令和元年法律第 11号）附則第 13条において、「政府は、

この法律の施行後 5年を目途として施行状況の検討を加え、必要があるときは

所用の措置を講ずる」と明記しているにもかかわらず、早急な見直しに強い違

和感を示したこと。

⑷	 また、評議員については、「理事会・理事による評議員選任・解任は認めない」

並びに「最低員数（3名以上）を定める」といった取扱いに関する検討を行っ

ており、令和 3年 12 月には最終的な取りまとめを行うとしたこと。

⑸	 本件については日本私立大学協会並びに日本私立大学連盟に加盟していない

大学もあることから、情報を共有すると共に本協会においては三役会を中心と

して、加盟大学の理事会と評議員会の立場・構成等を確認した上で、「意見書」

を取りまとめる予定としたこと。

⑹	 令和 3年 12 月 3 日、改革会議は学校法人ガバナンスの抜本的改革と強化の



－ 36 －

具体策を公表したこと。

　	 これまで同会議等の専門家による審議を重ねた結果、理事に対する監督・け

ん制を重視し、評議員会を最高監督・議決機関に改めるなどの提言を得た一方

で、教育研究への影響などについて、私学関係者から強い懸念が寄せられたこ

と。

⑺	 これを受け、末松信介文部科学大臣は令和 4年 1月 7日、私立学校ガバナン

ス改革に関する対応方針の一つとして、文部科学省大学設置・学校法人審議会

内に「学校法人制度改革特別委員会」を設置することを公表したこと。

⑻	 同委員会の設置により、評議員会・評議員の在り方等にについて関係者の合

意形成を丁寧に図るとしたこと。

⑼	 令和 4年 2月 9 日、文部科学省は第 2回学校法人制度改革特別委員会を開催

し、私立学校法改正に向けた論点を提示し、理事長の諮問機関である評議員会

を最高監督・議決機関にするとしたガバナンス改革会議の結論を採用せず、評

議員会の監督機能の強化を目指す方向で議論を進めていくこととしてはどうか

との提案が示されたこと。

⑽	 令和 4年 2 月 22 日、文部科学省は第 3回学校法人制度改革特別委員会を開

催し、審議を進める方針を覚書として提示したこと。その中で、現行の私立学

校法は「寄附行為に定める」とする部分が多いとして見直しを進め、理事会、

評議員会、監事それぞれの役割・権限をできるだけ法文化する方向性が示され

たこと。

⑾	 この議論を受け、大学法人では基礎的変更（合併・解散など）の重要事項に

限り、理事会の決定とともに評議員会の決議（承認）を要することで合意した

ものの、他の法文化する事項についてはさらに検討を重ねることとなったこと。

⑿	 令和 4年 3月 9 日、文部科学省は第 4回学校法人制度改革特別委員会を開催

し、覚書の修正版をもとに議論が進められたこと。問題のある理事長・理事の

解任がやむを得ない場合、評議員会が解任できるようにするため、客観的な解

任事由 ( 解職に相当する理由 ) を法定するとの案で合意が図られたこと。

⒀	 理事会が最終意思決定を担う枠組みを維持しつつ、正常に機能しない場合、



－ 37 －

評議員会に理事長らを解任する権限を認めるとすることとして、特別委員会の

論議を最終的に集約して、私立学校法改正案を作成し、早期の国会提出を目指

すこととなったこと。

⒁	 その後、3月 17 日開催の第 5回特別委員会、3月 22 日開催の第 6回特別委

員会を経て、文部科学省は、3月 29 日に学校法人制度改革特別委員会報告書

を取りまとめて公表したこと。

⒂	 学校法人の意思決定機関である理事会へのチェック機能を強化するため、理

事長の諮問機関である評議員会に、不正のあった理事の解任請求権を与える内

容となったこと。また、解散、合併の際は評議員会の決議が必要としたこと。

また、理事会・評議員会が互いを監督できるよう、理事と評議員の兼任は認め

ないとしたこと。

ＸⅥ �.�日本医師会「医業税制検討委員会」（委員長 : 品川芳宣筑波大学名誉教授）� �

に関する動向について

⑴	 日本医師会の医業税制検討委員会は「令和 4年度医療に関する税制要望」を

取りまとめ、令和 3年 8 月 25 日に厚生労働省に提出したこと。今後、自由民

主党の税制調査会等に要望を行うこととしたこと。

⑵	 医業経営に関しての主な事項として、「社会保険診療等に係る消費税につい

て、一定の医療機関においては従前通り非課税のまま診療報酬上の補填を継続

しつつ、消費税負担の大きな医療機関においては軽減税率による課税取引に改

めることを含め、検討すること。」を要望したこと。

　	 これは、医療機関の規模によって消費税負担に大きな差があり、診療報酬に

よる補填の精緻化には限界があることを踏まえて「切り分けて対応できるよう

な制度作りを考える必要がある」としたものであること。

⑶	 所得税に関する事項としては「新型コロナウイルス感染症に対応する医療機

関・医療従事者に対する税制措置」を要望しており、本検討委員会に対する意

見として、本協会総務・経営部会担当副会長である明石勝也委員が新型コロナ
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ウイルス感染症に最前線で対応している勤務医の所得税減税を主張していただ

きたい旨を述べたこと。

XⅦ �. 日本医学教育評価機構（JACME）（理事長 : 寺野　彰協会相談役、獨協学園名誉

理事長）に関する動向について

⑴	 COVID-19 パンデミック下における医学教育分野別評価について、令和 3年

度評価計画を下記の通り検討し、令和 2年度に引き続きWeb 方式で行うこと

としたこと。

　　（具体的な検討内容）

　①　受審年度・受審日程を状況に応じて柔軟に対応すること。

　②	　評価員は評価実地大学に赴かず、東京からWeb システムにて対応するこ

と。（2020.9 から実施開始済）

　③	　世界医学教育連盟（WFME:World	Federation	for	Medical	Education）と

今後の実地調査の方法について協議中であること。

⑵	 医学教育分野別評価認定大学について、令和 3年 10 月 1 日現在での認定済

み大学は、1巡目が 58 大学、2巡目が 2大学となったこと。受審済み大学で認

定に至っていない大学は、現在、評価報告書（案）及び認定結果通知書（案）

等の審議中であること。

XⅧ �. 加盟大学附属病院（DPC対象病院）における令和 3年度医療機関別係数（令和

3年 10 月 1日時点）について

⑴	 本協会は、加盟大学附属病院（DPC対象病院）を対象として令和 3年 10 月

1 日現在の「医療機関別係数」の状況を調査したこと。

⑵	 本協会加盟大学附属病院（本院 29 病院）の医療機関別係数の平均値は、令

和 3年 4月は「1.6173」であったが、令和 3年 10 月以降は「1.6243」（+0.007）

となり、係数が上昇したこと。
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⑶	 要因として、各病院において令和 2年度診療報酬改定で新設された地域医療

体制確保加算や医師事務作業補助体制加算等の機能評価係数Ⅰの高い加算を算

定した等の対応が挙げられること。

⑷	 引き続き加盟各大学附属病院が算定を考慮する係数としては、上記加算のほ

か急性期看護補助体制加算並びに看護職員夜間配置加算等があること。

XⅨ �. 令和 4年度診療報酬改定に関する要望書の提出について

⑴	 本協会を含む 15 病院団体が加盟する日本病院団体協議会は、令和 3年 4 月

16 日、厚生労働省保険局長宛に「令和 4年度診療報酬に係る要望書【第 1報】」

を提出したこと。（42 ページ参照）厚生労働省の対応者は井内　努保険局医療

課長であったこと。

　【主な要望内容は以下の通り】

　①　適切な入院基本料の設定について

　②	　働き方改革、多職種協働、タスクシェア・タスクシフトを進めるための診

療報酬上の評価、基準緩和について

　③	　地域における医療機能の分化・連携を推進するための診療報酬上の評価に

ついて

　④　医療における ICTを推進するための診療報酬上の評価について

　⑤　救急医療の充実と評価について

　⑥　食事療養の見直しについて

⑵	 説明の後、井内課長からは総論として財源確保の問題があるため、各病院団

体からの更なる働き掛けが必要であることが述べられたこと。

⑶	 また、要望の各項目は今後の改定の重要なポイントとなることから、今後、

厚生労働省中央社会保険医療協議会（会長 : 小塩隆士一橋大学経済研究所教授）

において、議論していくことの方針が示されたこと。

⑷	 令和 4年度診療報酬改定に向けて、本協会病院部会の薬剤部長会議（代表幹

事 : 工藤賢三岩手医科大学附属病院薬剤部長、山田成樹藤田医科大学病院薬剤
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部長）・栄養研究会（運営委員長 :芦川美希帝京大学医学部附属病院栄養部課長）・

医療事務研究会（代表世話校運営委員 : 間宮秀明北里大学病院医事 3課長補佐）

を中心として 2回（令和 3年 5月 31 日・6月 28 日）に亘って打合せ会を開催し、

要望事項をまとめたこと。

⑸	 令和 3 年 7 月 26 日に厚生労働省保険局医療課に提出したこと。（59 ページ

参照）

　【主な要望事項は以下の通り】

　1）大学病院における薬剤管理部門の基盤整備に関する項目

　①　入退院管理センターでの持参薬の確認業務に対する評価の新設について

　②　手術室の薬剤師配置における薬剤業務実施加算の新設について

　③　高額医薬品管理加算の新設について

　④	　院内における使用ガイド付き医薬品集フォーミュラリー実施加算の新設に

ついて

　2）大学病院における栄養部門の基盤整備に関する項目

　①　大学病院における病棟管理栄養士の評価の充実について

　②	　多様化する栄養ニーズに的確に対応するための特別食加算の評価の拡大に

ついて

　3）大学病院における診療報酬上の基盤整備に関する項目

　①　同日複数科受診の算定について

　②　地域医療体制確保加算の要件緩和について

　③　新型コロナウイルス感染症への対応（臨時的取扱いの継続）について

⑹	 本協会を含む 4団体（全国医学部長病院長会議、国立大学病院長会議、全国

公立大学附属病院長・事務長会議、日本私立医科大学協会）は、令和 3年 8月

16 日、厚生労働省保険局長宛に「令和 4年度診療報酬改定に関する重点要望

事項」を提出したこと。（71 ページ参照）

　【主な要望事項は以下の通り】

　①　新型感染症等にも対応できる診療報酬体制への見直しについて

　②　医師の負担軽減に資するための診療報酬改定について
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　③　地域医療体制確保加算の施設基準の緩和について

　④　がんゲノムプロファイリング検査の算定方法の見直しについて

　⑤	　入院時食事療養費の増額と栄養ニーズに的確に対応するための特別食加算

の評価の拡大について

⑺	 日本病院団体協議会は、令和 3年 8月 27 日、「令和 4年度診療報酬改定に係

る要望書【第 2報】」を提出したこと。（80 ページ参照）

　【主な要望事項は以下の通り】

　①　適切な入院基本料の設定について

　②	　働き方改革、多職種協働、タスクシェア・タスクシフトを進めるための診

療報酬上の評価、基準緩和について

　③	　地域における医療機能の分化・連携を推進するための診療報酬上の評価に

ついて

　④　医療における ICTを推進するための診療報酬上の評価について

　⑤　救急医療の充実と評価について
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