
「岡山県外来医療に係る医療提供体制計画」(案)について 

 

医療法第 30 条の４に基づき、地域に必要な外来医療機能の確保や医療機器の共

同利用等による、効率的な医療提供体制の構築を促進するため、「岡山県外来医療

に係る医療提供体制計画」(案)を取りまとめた。 

なお、本計画は岡山県保健医療計画の一部として策定するものである。 

 

１ 計画の趣旨 

国は、平成３０年に医療法等の一部を改正し、外来医師偏在指標を示し、二次医療圏

ごとの外来医療機能（診療科・医療機器）の偏在の情報、それに基づく対応方針・実施

方法を含む内容とする計画の策定を義務付けた。 

県では、地域の外来医療機能（診療科・医療機器）の偏在状況を可視化し、地域にお

いて適切に外来医療が提供される体制の構築を促すことを目的に、「岡山県外来医療に

係る医療提供体制計画」を策定する。 

 

２ 計画の期間 

令和２（２０２０）年度～令和５（２０２３）年度までの４年間 

※３年ごと（最初の計画は４年）に計画を見直す。 

 

３ 計画策定のスケジュール 

令和元年 ７月～ ８月  各地域医療構想調整会議（計画策定説明） 

１０月～１２月  各地域医療構想調整会議（素案協議） 

令和２年 １月１５日   パブリックコメントの実施 

～ ２月 ７日    ※ 意見１５件 

 ３月１７日   岡山県医療審議会（意見聴取） 

   計画策定 

４月 １日   「岡山県外来医療に係る医療提供体制計画」施行 

 

【資料】 

・岡山県外来医療に係る医療提供体制計画（案）の概要 

・岡山県外来医療に係る医療提供体制計画（素案）に対する県民意見等の募集結

果について 

・岡山県外来医療に係る医療提供体制計画（案）  別冊  

1



 

2



「岡山県外来医療に係る医療提供体制計画」（案）の概要 

 

１ 計画策定の趣旨 

○ 外来医療について、次のような課題がある。 
・診療所の開設状況について、一部地域への偏りがある。 
・在宅医療の充実が求められているほか初期救急医療、公衆衛生等を担う外来医療機関が不足 
・グループ診療の実施や放射線装置の共同利用等が、医療機関の自主的取組に委ねられている。 

○ これらの課題に適切に対応するため、新たに開業しようとする医療関係者等が自主的な経営

判断に当たって有益な情報として参照できるよう、現状の外来医療提供体制を可視化して提供

するとともに、地域の救急医療提供体制の構築や医療設備･機器の共同利用等の推進を促すよ

う、各都道府県で定める「医療計画」の“外来医療機能に係る医療提供体制に関する事項”を

改定（「外来医療に係る医療提供体制計画」を策定）することとされた。 

【計画期間：令和２～５年度】 
 

２ 「外来医師偏在指標」による評価 

  

【外来医師偏在指標の算定方法（概要）】 

 

              

     ＝  

          
 

（※1）標準化診療所医師数：性・年齢階級別の医師の平均労働時間を基に、地域内の診療所医師数を再計算したもの 

（※2）標準化受療率比：性・年齢階級別の全国受療率等を基に、地域内で期待される外来受療者の割合 

（※3）外来診療所患者対応割合：診療所と病院の外来延べ患者数に対する診療所の外来延べ患者数の割合 

 

【岡山県の外来医師偏在指標】                  ※国の算定結果による 

区分 偏在指標による相対評価等 

二次医療圏 ●県内の５圏域は、上位４圏域、それ以外１圏域 
県南東部 県南西部 高梁・新見 真庭 津山・英田 

136.6 107.8 118.7 103.4 115.3 

 ※全国上位 1/3  

 

 

 

 

 

 

 

３ 外来医療の現状 

① 偏在指標を用いた外来医師多数区域の設定（可視化） 

区 分 内容等 

二次医療圏 
○外来医師多数区域：全国上位 1/3 

 県南東部保健医療圏、県南西部保健医療圏、高梁・新見保健医療圏及び津山・英田

保健医療圏を外来医師多数区域とする。 
 
 
 
 
 
 
 

Ａ地域の 
外来医師偏在指標 

Ａ地域の標準化診療所医師数（※1） 

（Ａ地域の人口／10 万）×Ａ地域の標準化受療率比（※2）
×Ａ地域の診療所の外来患者対応割合（※3） 

【外来医師偏在指標】

106.2

全国上位１／３（外来医師多数区域）

県
南
東
部

136.6

高
梁
・
新
見

津
山
・
英
田

県
南
西
部

真
庭

118.7 115.3 107.8 103.4

【大】 【小】
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② 外来医療提供体制の現状 

◎「二次医療圏」における外来医療の現状を情報提供する。 

○主な診療科目別の現状 

４ 新規開業者に求める事項 

①現状と課題 

・都市部以外の地域では新規開設が少ない状況である。 

・外来医師が高齢化し、後継者不足による廃院が増加している。 

・在宅医療、初期救急医療、公衆衛生等について新規開業者等への参加を促す必要がある。 

②施策の方向 

・外来医師多数区域において新規に開業する際には、地域で不足する次のいずれかの外来医療機

能を担うことを求める。 

在宅医療（在宅患者訪問診療）、初期救急医療（夜間・休日診療）、公衆衛生（学校医、産業医、

予防接種、乳幼児健診）、その他（介護保険認定審査） 

・新規開業者が求める外来医療機能を担うことを拒否する場合等には、各地域医療構想調整会議

において協議を行い、その結果を公表する。 

５ 医療機器の効率的な活用 

①現状と課題 

・人口当たりの医療機器の台数には地域差がある。 

・今後、人口減少が見込まれ、効率的な医療提供体制の構築と医療機器の効率的な活用が必要。 

②共同利用の方針 

各地域医療構想調整会議を活用し、二次医療圏ごとに定めた医療機器の共同利用等について、協

議等を行う。 

・共同利用の対象となる医療機器 

○県南東部保健医療圏（ＣＴ、ＭＲＩ、ＰＥＴ、マンモグラフィー、放射線治療（体外照射）） 

○県南西部保健医療圏（ＣＴ、ＭＲＩ、ＰＥＴ、マンモグラフィー、放射線治療（体外照射）） 

○高梁・新見保健医療圏（ＣＴ、ＭＲＩ、マンモグラフィー、放射線治療（体外照射）） 

○真庭保健医療圏（ＣＴ、ＭＲＩ、マンモグラフィー） 

○津山・英田保健医療圏（医療機器の新規導入等設置状況に異動が生じる場合） 
 

県南東部

416 
52%県南西部

245 
30%

高梁・新見

38 
5%

真庭

26 
3% 津山・英田

80 
10%

内科

県南東部

21 
57%

県南西部

10 
27%

高梁・新見

2 
5%

真庭

0 
0%

津山・英田

4 
11%

産婦人科

県南東部

196 
51%県南西部

126 
33%

高梁・新見

15 
4%

真庭

11 
3% 津山・英田

36 
9%

小児科

県南東部

95 
54%

県南西部

56 
32%

高梁・新見

1 
0%

真庭

7 
4% 津山・英田

17 
10%

整形外科

（単位：診療所数） 
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「岡山県外来医療に係る医療提供体制計画（素案）」に対する 

県民意見等の募集結果について 

 

 令和２年１月１５日から令和２年２月７日までの間、「岡山県外来医療に係

る医療提供体制計画（素案）」について、おかやま県民提案制度（パブリック･

コメント）により、ご意見を募集したところ、次の１５件が寄せられた。 

 これらのご意見等に対する県の考え方は次のとおりであり、令和２年３月５

日から６月５日まで県ホームページに掲載する。 

 

＜寄せられたご意見等と県の考え方＞ 

 

１ 計画全般について（４件） 

番号 ご意見等 県の考え方 

１ 

人口減少地域では、診療所の

減少や整形・眼科等の専門医の

減少により外来機能が落ちるが

、それをカバーするのは病院で

ある。病院の医師・看護師等の

増員が必要で、大学や都市の病

院の協力が必要であり、医師・

看護師の派遣が必要である。 

地域医療サービスを安定的に提供

するためには、診療所機能と病院機

能が互いに連携を図りながら取り組

むことが重要と考えています。 

本計画は、地域の診療所機能を中

心としたものとなっていますが、病

院機能の充実についても、本計画を

踏まえつつ、地域医療構想調整会議

で議論を行ってまいります。 

２ 

地域性や交通利便性に言及せ

ず、人口当たりの医師数を平準

化することが、地域医療の向上

に寄与し、救急病院の疲弊防止

に役立つのではないか。 

 

 

本計画における現状分析では、救

急病院の負担軽減のためにも、地域

で不足する診療所の初期救急医療の

充実が必要であるとしています。 

本計画では、現状の外来医療提供

体制を可視化して提供することで、

地域で不足する診療所機能の充実を

図ることとしています。 

３ 

大学病院等からの非常勤医師

派遣をどのように評価している

のか。 

本計画は、診療所の外来医療機能

について可視化することを目的とし

ているため、病院への非常勤医師等

の派遣については言及していません

が、今後の取組の中で配慮してまい

ります。 
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４ 

地域の必要性が高いが、利益

の出にくい医療サービス（休日

当番医、へき地への往診、訪問

看護、学校への検診業務等）に

対しては、公立医療機関が積極

的に関与し、地域医療を守り維

持する必要がある。 

ご意見は参考にさせていただきま

す。 

 

２ 「１ 外来医療の現状」について（７件） 

番号 ご意見等 県の考え方 

５ 

無医地区をどう配慮するのか

など、外来医師偏在指標ではな

く患者視線のクオリティーを重

視するべきではないか。 

本計画は、国のガイドラインに基

づき、外来医師偏在指標を用いて作

成しています。 

本計画は、新たに開業しようとす

る医療関係者に、外来医療提供体制

の現状を可視化して提供することで

、地域で不足する医療機能の充実を

促すことを目的としています。 

６ 

診療所の医師の高齢化により

、在宅医療への対応が難しくな

ることが予測されます。岡山市

以外の地域に若い医師が従事で

きる体制が必要と考えます。 

本計画においても、開業医の高齢

化や後継者不足は、今後、需要増が

見込まれる在宅医療の課題として言

及しているところです。 

本計画は、新たに開業しようとす

る医療関係者に、外来医療提供体制

の現状を可視化して提供することで

、地域で不足する医療機能の充実を

促すことを目的としています。 
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７ 

外来医療提供体制には、特定

健診や後期高齢者健診、がん検

診など多数の保健事業がある。

それらの事業を進める上で医師

や専門職が不足している地域が

あり、医療提供体制の見直しが

必要である。 

本計画は、新たに開業しようとす

る医療関係者に、外来医療提供体制

の現状を可視化して提供するもので

あります。 

特定健診等の公衆衛生提供体制に

ついては、県保健医療計画の中で取

り組んでまいります。 

８ 

国が進める高齢者保健事業と

介護予防の一体的な実施に対応

するためにも、医療圏域内での

医師の適切な配置が必要です。 

９ 

県南東部保健医療圏をひとく

くりにして、外来医師多数区域

としてよいのか。細分化した議

論が必要ではないか。 

本計画は、国のガイドラインに基

づき、外来医師偏在指標を用いて、

二次医療圏ごとに作成しています。 

本計画は、新たに開業しようとす

る医療関係者に、外来医療提供体制

の現状を可視化して提供することで

、地域で不足する医療機能の充実を

促すことを目的としています。 

１０ 

県南東部は岡山市とそれ以外

の地域、県南西部は倉敷市・総

社市とそれ以外の地域に分けて

、外来医師偏在指標を出すべき

だ。 

１１ 

瀬戸内市には、精神科と産婦

人科の外来がない。そのため、

岡山市より東側エリアにこれら

の外来を設置できる体制が必要

である。 

本計画は、外来医療提供体制の現

状を可視化して提供することで、地

域で不足する医療機能の充実を図る

ことを目的としています。 

今後とも、地域で不足する医療機

能の充実に取り組んでまいります。 
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３ 「２ 新規開業者に求める事項」について（４件） 

番号 ご意見等 県の考え方 

１２ 

外来医師多数区域においては

新規開業者に外来医療機能を担

うことを求めているが、医師の

担い手が不足している診療科（

例えば小児科、産婦人科）につ

いては、必須要件とせず、要請

にとどめるなど要件を緩和すべ

きではないか。 

本計画は、外来医療機能の現状分

析に基づき、地域で不足する医療機

能を可能な限り充足していくことを

目的としたものであることから、診

療科により要件を変更（緩和）する

ことまでは考えていません。 

１３ 

地域の外来医療機能には、病

院の外来医療機能は含まれない

のか。 

本計画は、国のガイドラインに基

づき、診療所の外来医療機能を可視

化して提供するものであり、病院の

外来医療機能は含まれていませんが

、病院の外来医療機能についても、

本計画を踏まえつつ、地域医療構想

調整会議で議論を行ってまいります

。 

１４ 

医療圏にかかわらず、過疎地

域で診療所を開こうとする医師

にさらなる機能を要求するのは

負担になるのではないか。 

本計画の現状分析では、初期救急

医療等の地域で不足する診療所機能

は、医師の高齢化や後継者不足など

により深刻な状況にあります。 

今後とも、本計画に沿って、地域

で不足する外来医療機能について充

実が図られるよう、新規開業者に対

して不足する外来医療機能を担うよ

う促してまいります。 

１５ 

へき地等の今後新規開業が見

込まれない地域への施策も必要

である。 

本計画は、外来医療機能の現状分

析に基づき、地域で不足する医療機

能を可能な限り充足していくことを

目的としたものです。 

へき地等の医療の充実については

、県保健医療計画の中で取り組んで

まいります。 
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