
保健医療人材の地域偏在対策委員会報告書 

 

１．はじめに 

 臨床分野における医師の偏在問題以上に、公衆衛生分野における医師確保は、困難を

極めており、その対策は全国衛生部長会や全国保健所長会をはじめ、多くの公衆衛生関

係者が取組みを進めている。また、公衆衛生医師のみならず、保健サービスを担う保健

師、食の安全や動物愛護を担う獣医師の確保も大きな課題となっている。 

 このため、2017年10月、日本公衆衛生学会内に「保健医療人材の地域偏在対策委員会」

を新たに設置し、検討、調査を行ってきた。 

 

２．委員構成 

委員長 山本光昭（設置時、兵庫県健康福祉部長。現、東京都中央区保健所長） 

副委員長 西條泰明（旭川医科大学社会医学講座公衆衛生学・疫学分野教授） 

委員 鶴田憲一（静岡県理事） 

   竹内徳男（北海道保健福祉部技監） 

   林修一郎（設置時、奈良県福祉医療部長。現、厚生労働省健康局予防接種室長） 

   内田勝彦（大分県東部保健所長） 

 

３．委員会開催状況 

  第１回 2018年5月14日(月) 10:30～12:00 

  第２回 2019年3月22日(金) 15:00～17:00 

   及びメールによる検討 

 

４．活動内容 

(1)全国衛生部長会を通じての調査（担当：山本委員長） 

全国衛生部長会総会(2018年6月19日開催)における協議事項として、保健医療人材の

地域偏在対策を課題としてあげ、全国の都道府県・指定都市における現状と今後の方向

性について、実態を把握した。 

まず、公衆衛生医師については、①採用にあたり、ホームページ等への広報以外で成

果のあった取り組み事例はありますか、②都道府県から政令市に公衆衛生医師を派遣

している事例はありますか、③へき地に勤務させることに対しての工夫はありますか

(初任給調整手当以外)というテーマで協議を行った。次に、獣医師については、①採用

にあたり、成果のあった取り組み事例はありますか、②都道府県から政令市に獣医師を

派遣している事例はありますかというテーマで協議を行った。次に、保健師については、

①市町村において採用に苦労している事例はありますか、②採用にあたり、成果のあっ

た取り組み事例はありますかというテーマで協議を行った。 



 

(2)保健医療人材の地域偏在対策に係る過去の論文のレビュー（担当：西條副委員長） 

保健医療人材の地域偏在対策として保健所医師の地方への確保に焦点を当て、文献

的に考察を行うことを目的としてレビューを行った。まず、地方の定義について検討し

た上で、日本語文献及び海外文献からの考察を行った。 

 

５．全国衛生部長会を活用しての調査結果のポイント 

(1)公衆衛生医師 

 社会医学系専門医制度を活用してのキャリアアップ支援、現職公衆衛生医師の人脈

を活用したリクルート活動、地元大学や研究機関等との連携・働きかけ、民間の医師合

同就職説明会への参加、採用年齢条件の緩和などを図りながら、公衆衛生医師の絶対数

の確保を行う一方、医師確保が困難な政令市への派遣、特地勤務手当や地域手当などの

活用や人事ローテートを工夫してのへき地勤務を実施していた。 

 

(2)保健師 

 都市部から離れた小規模市町村においては募集しても応募がなく、慢性的な欠員を

抱える自治体が数多いなかで、採用年齢条件の緩和、修学資金の貸付、保健師養成施設

との連携・働きかけ、保健所実習やインターンシップ制度による受入れなどを工夫する

市町村があり、県のホームページに県と市町村の「共同募集専用サイト」の立ち上げ、

県と市町村との合同採用試験の実施、「人材確保支援計画」を策定しての支援など、積

極的に市町村を支援する県がある一方、特段の支援をしていない自治体も多かった。 

 

(3)獣医師 

 初任給調整手当の支給・引き上げ、「特定獣医師職給料表」の新設、県外での複数会

場での採用試験の実施、獣医系大学との連携・働きかけ、インターンシップ制度による

獣医学生の受入れ、修学資金の貸与、採用年齢条件の緩和、日本獣医師会ホームページ

及び獣医師会雑誌の人材募集欄の活用などを図りながら、獣医師の絶対数の確保を行

うとともに、政令市からの派遣要請がある場合、調整を図りながら対応しているところ

が多かった。 

 

６．保健医療人材の地域偏在対策に係る過去の論文のレビューの結果（西條泰明・副委

員長） 

(1)地方の定義について 

 臨床医学上は地方の医療として、「地域医療」が用いられるが、上原らによると、地

域医療という用語は Community  Medicineの邦訳として使われたのがはじまりとされ 

(1958)、日本での地域医療の定義は定まっておらず、メディアや住民においては、特定



地域の医療、身近な医療、総合医の医療を意味するとしている(1)。 

 Healthcare professional の rural, remote への inequitable distributionつい

て reviewでは、過去の報告により定義は様々（表１）としている(2)。 

 

表１ Ruralの定義例(2) 

Rural: 都市から 30マイル(48km) (USA) 

Rural: 人口密度 60/マイル 2未満(155/km2未満) (USA) 

Rural isolated:主要な病院から 400km  (Canada) 

Rural isolated: 主要な病院から 80-400 km,  or 1-4 時間 (Canada) 

Rural:主要な病院から 80km, or 1時間 (Australia) 

Rural: Physician perception (USA) 

Rural communities: 10 000 人未満の居住(Canada) 

 

 日本における保健所医師について記述された医師・歯科医師・薬剤師調査の解析によ

る報告では、政令都市を都市部と考え（2006年：16）医師全体では、88,833人(医師全

体の32.0％) 

が都市部に存在するのに対し、保健所医師は846(保健所医師全体の48.6%が)都市部に

存在したとしている。(3) 

 

表 2 保健所医師と医師の分布 2006年(3) 

 保健所医師 医師全体 

 人 % 人 % 

政令市 846 48.6% 88,838 32.0% 

中核市 248 14.2% 43,358 15.6% 

その他の市 658 37.8% 127,488 45.9% 

町・村 70 4.0% 18,243 6.6% 

 

以上のように地方について明確な定義はできないが、通常の医師の分布に比べ、主に

政令市に分布することは職務上必要があることとも考えられるが、政令市以外（現在20）

への保健所医師が増えることを考える必要があると思われる。 

 

(2)日本の文献から 

 2018/11/9/に医学中央雑誌を検索した（検索ワードは Appendix 1）。33論文が抽出さ

れ、地域の保健所医師確保のために示唆を含むと考えた内容を含むものは以下の通り

であった。 



 

１）研修環境の整備（web接続） 

 自治体のインターネット環境によりパワーポイント使用、遠隔研修の受講が制限さ

れることから、衛生教育資料作成、研修のため改善が必要との意見があり(4)、セキュ

リティ対策のためと思われるが、特に地方では教育する立場と自身の研修のための環

境整備が必要と考えられる。 

 

２）地域を支える立場から 

 地域での生活を支える医療連携体制や地域包括ケアシステムの整備、感染症や自然

災害・飲料水・食中毒などの健康危機管理を含めて、予防、医療、介護、福祉、環境な

ど、幅広い分野において、保健所は公衆衛生の一線機関として、その役割と機能を十分

に果たしていかなくてはならない。そのためには、保健所長および 保健所医師といっ

た、地域の衛生行政に携わる公衆衛生医師の役割が重要で、社会医学系専門医制度によ

り、専攻医を含め自治体や大学などの関係機関・団体との協働で，将来の公衆衛生を支

える根幹になることを期待しているとしている(5)。以上より地域の生活を支える立場

の医師としての魅力を発信し、地域を意識して社会医学系専門医を活用し、公衆衛生医

を育成することが有効かもしれない。 

 

３）地域活性化の魅力 

公衆衛生学は医学部では比較的不人気な傾向のある科目と思われるが、公衆衛生は

まちづくりやコミュニテイディベロップメントの手段の一つで、人々の気づきとつな

がりを通した主体的な健康づくりのプロセスは、人々自身のエンパワーメントになる

とともにまちづくりや地域活性化・社会開発につながっていく可能性を秘めていると

ころに魅力を感じるとしている(6)。以上のように、公衆衛生が地域活性化につながる

魅力を学生に伝えることについての意見がある。 

 

４）兵庫県の取り組み（政令市以外の保健所を含む自治体として） 

 恒常的な公衆衛生医師の育成計画が立てられている自治体は無かったが、計画的に

自治体の内部（一般の行政職研修も含む）や専門的な外部研修や、保健所長の資格要件

でもある国立保健医療科学院の長期研修への派遣がなされている自治体や学位取得や

研究活動への参加に対する職務上の規定が整えられている自治体も存在したとしてい

る(7)。実際に行っているものを参考に公衆衛生医師の育成計画を示していくことが有

用かもしれない。 

 

５）東京都の取り組み（政令市以外の保健所を含む自治体として） 

①任用については原則として、前期臨床研修修了後の医師を係長級で採用 



②係長級、課長級、部長級と育成のための一貰したキャリアアップのシステムを構築 

③課長級では、都道府県型保健所である都保健所、政令市型保健所である区市保健所、

市町村保健センターである保健相談所（保健センター）、その他に純粋な行政機関であ

る都庁等の様々なタイプのポストが存在 

④育成の対象である係長級医師を対象として国立保健医療科学院専門課程、国立感染

症研究所実地疫学訓練プログラム (FETP)、タイ国立マヒドン大学感染症研修等の中長

期研修への派遣 

⑤週１回半日程度、希望の研究機関で研修できる制度が有期限ながら設定 

以上のような方針が報告されており(8)、公衆衛生医師育成の仕組みの中で都市部以外

の保健所に派遣していくことが可能となっている。 

 

(3)地方に限定しない公衆衛生医師自体の確保 

以上みてきたが、研修環境やその育成段階に都市部以外への派遣を取り入れ、さらに

地域の魅力を発信していくことが地方の保健所医師の確保につながる可能性を考える

が、地方に限定せず公衆衛生医師自体を確保するための最近の提言として、「平成29年

度地域保健総合推進事業 自治体における公衆衛生医師の確保・育成ガイドライン」が

ある(9)。 

 

表３ 人材確保のための具体的方策(9) 

採用計画の策定と運用 

・柔軟な雇用体制ー地域限定、期間限定、勤務形態等 

関係機関・団体等との連携体制の活用 

・社会医学系専門医研修プログラム委員会の活用 

募集方法の工夫 

・Webサイトの充実 

自治体間の人事交流等 

・複数の自治体の合同採用 

・大規模な自治体が近隣の小規模な自治体に派遣、定期的な異動 

奨学金等の制度 

・奨学金や地域枠学生 

公衆衛生医師の職務に関する普及・啓発 

・医学生向けの講義・実習、卒後臨床研修の受け入れ、セミナー等の生涯教育 

 

全体として公衆衛生医師を増やし、自治体を超えた自治体間の人事交流等について

も述べられており、そのようなシステムを構築して地方に派遣することも考えられる。 



 

(4)海外の文献から 

 2018/11/9/に PubMed を検索し（検索ワードは Appendix 2）、79論文が抽出され、地

域の保健所医師の視点からのものはゼロであった。しかしながら、探索的に行った

google scholar による検索で、韓国の現状について兵役の代わりに public health 

center もしくは subcenter in a rural village への勤務が認められていることが述

べられており、さらにかなり通常の臨床業務も行いながらであることが報告されてい

る(10)。 

 

表４ 韓国の Public Health Physicians (48人)の職務(10) 

PHPsの仕事内容 エフォート(%)の 

平均と標準偏差 

プライマリケア基本診療 52.7±21.8 

予防接種・健診  22.7±17.1 

救急医療 7.7±16.6 

在宅医療 4.5±5.7 

健康教育 3.8±5.5 

その他の予防医療サービス 2.8±5.3 

ヘルスプロモーション活動 2.5±4.9 

 

 地域の公衆衛生医師の配置についての論文はその他には検索できなかったため、

Healthcare professionals全般について rural 配置への介入の reviewを参考にした。

以下について strongと moderateのエビデンスにあたるとしている(2)。 

 

表５ Healthcare professionals全般について rural配置への介入(2) 

Intervention Evidence summary Rating Comments 

出身地 Rural出身者学生はより rural

の医療を行う 

Strong Rural practice へ最も強く関連す

る単一要因、ruralの小学校出身

が最も強く関連 

Rural での臨

床実習 

Rural setting での臨床実習が

医学生の rural practiceの考

慮につながる 

Moderate Rural rotation自体が自己選択バ

イアスの可能性があるが、実際の

臨床実習を行うことが重要な可能

性 



Ruralでの研

修 

Rural settingでの研修が

Rural health specialistや

family physicianとなること

につながる。 

Strong 自己選択バイアスの可能性 

外国からのリ

クルート 

Rural practiceに限定して外

国医師をリクルートすることに

より、就業後のミスマッチも防

ぐことができる 

Moderate 広く行われているが、医師排出国

を医師不足とする影響の可能性 

奨学金 Ruralでの仕事を前提とした奨

学金 

Moderate USAのみのエビデンスで、他の国

でのあてはまりは不明 

経済的補償 直接の経済的なインセンティブ

による誘導 

Moderate 単なる金銭的でなく、多面的なプ

ロブラムがより有効と思われる 

 

７．今後の委員会活動について 

公衆衛生医師に関する地域偏在を含む確保育成については、全国保健所長会におい

て、厚生労働省「地域保健総合推進事業」として、「公衆衛生医師の確保と育成に関す

る委員会」を設置し、日本公衆衛生学会総会での自由集会の開催、サマーセミナーの開

催、各種広報活動の展開など、積極的に実施していることから、全国保健所長会を中心

に、日本公衆衛生学会や社会医学系専門医制度、現在は臨床医中心の地域枠制度も活用

しながら、今後とも検討、推進を図ることが妥当である。 

 次に、保健師に関しては、全国衛生部長会における調査でも、自治体毎で、保健師養

成機関への働きかけ、インターンシップの実施、採用年齢条件の緩和など様々な活動を

実施しており、日本看護協会においても保健師人材の育成確保に関し種々の検討を行

っていることから、各自治体及び日本看護協会が中心になって、今後とも検討、推進を

図ることが妥当である。また、獣医師に関しては、日本公衆衛生学会会員も少なく、全

国衛生部長会における調査では、自治体毎で、処遇の改善、獣医系大学との連携・働き

かけ、インターンシップの実施などの方法が定着してきており、学会としての検討を進

めても、その検討結果が活用される可能性は低い。 

 これらの委員会活動の結果から、本委員会は、2019年10月をもって、解散することが

妥当である。 

 

 


