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要
旨
我が国において医師の地域偏在および診療科偏在は，医療政策上の重要な課題となっている。しか
しこれまで各都道府県での医師の偏在に関する報告は少ない。我々は，富山県における医師数を評価し，
今後の医師数確保，安定した医療体制の構築に資することを目的として，厚生労働省の公開している医
師・歯科医師・薬剤師調査をもとに富山県および県内各二次医療圏の医師数の推移を評価した。富山県
全体の医師数は，全国平均とほぼ同程度で推移しているが，診療科間，二次医療圏間では偏在が生じて
おり，若手医師の比較的少ない年齢構成にも課題があると考えられた。若手医師の定着，女性医師を含
め働きやすい環境の構築，研修体制の充実などにより安定的に医師数確保を行うとともに，診療科偏在
についても将来の医療需要を見据えて解消に取り組むことが重要と考えられる。
英文要旨
The uneven distribution of medical doctors in local communities and across treatment departments
is an important national issue. Herein, we investigated the changes in the number of the medical doctors in the Toyama prefecture to maintain a sustainable healthcare system in our local community.
The Ministry of Health, Labour and Welfare conducts surveys of physicians, dentists and pharmacists
every two years, which describes the number of the medical doctors. According to this survey, the
number of the medical doctors per population in Toyama was almost comparable to that of the national average in Japan. However, medical doctors were unevenly distributed among the departments or
second medical administration areas in Toyama. Additionally, the number of young doctors was relatively small compared to that of senior doctors. Our findings indicated that maintaining an adequate
number of settling young doctors through attractive training programs and improved working environment would translate to sustainable medical system in Toyama.
Key words: uneven distribution of medical doctors, Toyama prefecture

【緒言】

ついて詳細に検討された文献報告はほとんどなかった。

我が国において医師の地域偏在および診療科偏在は，

今回，我々は，過去の三師調査を含め富山県の医師数の

医療政策上の重要な課題となっている。また，各都道府

変化を縦断的に解析することにより，富山県における医

県単位でも医師の地域偏在，診療科偏在が存在してお

師数を評価し，医師数の推移に影響する要因を検討する

り，二次医療圏単位での医療体制の構築を考えるうえで

ことで今後の医師数確保，安定した医療体制の構築に資

最も重要な要素の 1 つとなっている。厚生労働省が 2 年

することを目的として本研究を実施した。

毎に実施している医師・歯科医師・薬剤師調査 （以下，
1）

三師調査）では，各都道府県，各二次医療圏における医

【対象と方法】

師数，各医師の年齢，性別，診療科，従事する医療機関

厚生労働省の公開している三師調査における「人口10

種別等の情報が集約され広く公開されている。しかし，

万対医療施設従事医師数の年次推移，主たる就業地によ

これまで富山県全体，富山県内二次医療圏での医師数に

る都道府県-指定都市・特別区・中核市（再掲）別」よ

（受稿2021.6.25／受理2022.1.11）
富山大学附属病院地域医療総合支援学講座
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り富山県，近隣県（石川県，福井県，新潟県，長野県，

はいずれも経年的に増加している。富山県の人口10万対

岐阜県）および全国の人口10万対医療施設従事医師数を

医師数は全国と同等以上の水準を維持している。石川県

抽出し年次推移を比較した。また，三師調査における

の人口10万対医師数は全国平均を大きく上回って推移し

「人口10万対医療施設従事医師数，主たる従業地による

ている。福井県での人口10万対医師数は全国と同等だっ

都道府県─指定都市・特別区・中核市（再掲）
，主たる

たが，平成20年ごろから全国を上回って推移している。

診療科別」
（平成 8 年〜平成30年）を元に全国および富

長野県の人口10万対医師数は，一貫して全国を下回って

山県の主な診療科別人口10万対医療施設従事医師数の年

いるが，その差は少しずつ縮まっている。新潟県，岐阜

次推移を比較した。富山県の公開する市町村別住民基本

県の人口10万対医師数は全国を大きく下回って推移して

台帳人口2）および三師調査における「医療施設従事医師

いる。平成20年頃までは増加率も他県に比して小さかっ

数，主たる従業地による二次医療圏，市区町村，主たる

たが，岐阜県では平成22年頃から大きく増加している。

診療科別」から富山県各二次医療圏での人口10万対医師

一方，新潟県では増加率も低調で全国および他県との差

数を算出し年次推移を比較した。三師調査における「医

は開いている。

療施設従事医師数，平均年齢，性，主たる従業地による

現在の臨床研修医制度の導入前の期間I（平成 ８ 年～

都道府県─指定都市・特別区・中核市（再掲）
，年齢階

平成16年）と導入後の期間Ⅱ（平成16年～平成30年）の

級別」および総務省統計局の公開する人口推計「都道府

人口10万対医師数の年間の増加数を比較すると，期間Ⅰ

県，男女別人口及び人口性比─総人口，日本人人口」

では，全国2.25人/年，富山県 3.05人/年（全国比1.36）
，

をもとに平成14年，平成30年について富山県および近隣

石川県2.23人/年（全国比0.99），福井県3.01人/年（全国

県（石川県，福井県，新潟県，長野県，岐阜県）の性別・

比1.34），新潟県1.68人/年（全国比0.74），長野県2.96人/

年齢階級別人口10万対医師数を算出し比較した。

年（全国比1.32），岐阜県2.26人/年（全国比1.01），期間

3）

Ⅱでは，全国3.26人/年，富山県 2.91人/年（全国比0.89）
，
【結果】

石川県3.24人/年（全国比0.99），福井県3.56人/年（全国

Ⅰ．富山県における医師数

比1.09），新潟県2.21人/年（全国比0.68），長野県3.66人/

A．富山県における医師数の年次推移

年（全 国 比1.12），岐 阜 県3.58人/年（全 国 比1.10）とな

富山県および近隣県，全国の人口10万対医師数の推移

り富山県では臨床研修医制度導入後に医師数の増加は大

を図－ 1 に示した。全国および各県の人口10万対医師数

きく鈍化していた。石川県は期間Ⅰ，期間Ⅱとも全国と
同等，福井県および長野県では期間Ⅱで医師数の増加は
鈍化したもののなお全国を上回っていた。新潟県では，
期間Ⅰ，期間Ⅱとも全国平均の増加数を大きく下回って
いた。岐阜県では期間Ⅰ，期間Ⅱとも全国平均を上回り，
期間Ⅱでより増加していた。
また，各県の医学部定員（ １ 学年）は，富山県（富山
大学）105人，石川県（金沢大学と金沢医科大学）219人，
福井県（福井大学）110人，新潟県（新潟大学）122人，
長野県（信州大学）120人，岐阜県（岐阜大学）110人で
あり，人口10万人当たりの医学部定員数は，富山10.14
人，石 川 県19.38人，福 井 県14.44人，新 潟 県5.47人，長
野 県5.91人，岐 阜 県5.62人 であった。一 方，平 成28年～
平成30年の期間の臨床研修医の年間採用数の平均値は，
富山74.3人，石川県100.0人，福井県57.7人，新潟県105.3
人，長野県135.3人，岐阜県125.0人であり，人口10万当
たりに換算すると，富山7.18人，石川県8.85人，福井県
7.57人，新潟県4.72人，長野県6.66人，岐阜県6.39人であっ
た。
B．富山県における主な診療科別医師数の年次推移
富山県の主な診療科別人口10万対医師数の推移を図－
2 に示した。富山県の内科医師数は平成20年頃までは全

図－ 1

 ⼝10万対医師数の年次推移，近隣県および全国と
⼈
の⽐較

国を上回っていたが，以降は全国とほぼ同じ水準で推移
している。富山県の外科医師数は一貫して全国を下回っ
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図－ 2

診療科別医療施設従事医師数年次推移（⼈⼝10万対）

ている。平成16年の初期臨床研修必修化に伴い全国の外

三師調査の診療科に救急科が加わったのは平成18年か

科医師数は大きく減少しており，富山県でもわずかに減

らである。富山県，全国とも主たる診療科を救急科とす

少したが，その差は縮まった。その後全国の外科医師数

る医師数は少ないが，全国的には増加傾向で平成18年か

は緩やかに回復しており，富山県での外科医師数も増加

ら平成30年にかけて人口10万対医師数で約 2 倍となって

傾向にはあるがその差は再び拡大している。富山県の小

いる。これに対し，富山県の救急科医師数は増減を繰り

児科医師数は以前から全国を上回る水準で推移していた

返しながら緩やかに増加しており全国に比して低調な増

が，平成30年に減少し全国とほぼ同水準となった。産婦

加率となっている。富山県での麻酔科医師数は以前から

人科医師数は外科医師数と同様，平成16年の初期臨床研

全国を上回る水準で推移している。平成14年から平成24

修必修化に伴い減少しているが，その後増加傾向にあ

年にかけて減少〜横ばいとなったが平成26年から再び増

る。富山県の産婦人科医師数は全国と同水準またはやや

加傾向である。整形外科医師数は，以前から全国を上

下回って推移している。

回って推移しているが，富山県では近年ほぼ横ばいでほ
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とんど増加はなく全国との差は縮まっている。
Ⅱ．富山県における二次医療圏別医師数
A．富山県における二次医療圏別医師数の年次推移
富山県における二次医療圏別医師数の年次推移を図－
3 に示す。富山県における二次医療圏は新川，富山，高
岡，砺波の 4 つから構成される。いずれの医療圏でも医
師数は緩やかに増加傾向であるが，富山医療圏では以前
から一貫して比較的医師数が多い。一方，他の 3 つの医
療圏では比較的医師数が少ない。他の 3 つの二次医療圏
（新川，高岡，砺波）を比較すると平成12年までは砺波
医療圏での医師数が新川医療圏，高岡医療圏での医師数
に比較して少なかったが，平成14年以降はほぼ同程度と
なり，平成26年以降は砺波医療圏の医師数がやや多く
なっている。
図－ 3

図－ 4

 ⼭県⼆次医療圏別医療施設従事医師数（⼈⼝10万
富
対）の年次推移（全診療科）

 ⼭県⼆次医療圏別診療科別医療施設従事医師数（⼈⼝10万対）
富
の年次推移
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B．富山県における主な診療科別二次医療圏別医師数の
年次推移

【考察】
富山県の近隣県でも人口10万対医師数で大きな差が

富山県における主な診療科別（内科，外科，小児科，

あったが，その原因として人口当たりの医学部定員数と

産婦人科，救急科，麻酔科，整形外科）二次医療圏別医

臨床研修医数との関連が示唆された。平成18年の「新医

師数の年次推移を図－ 4 に示す。いずれの診療科におい

師確保総合対策」および平成19年「緊急医師確保対策」

ても富山医療圏で医師数が多く，他の二次医療圏（新川，

により医学部の増員がなされ，地域での就労義務のある

高岡，砺波）で比較的医師数が少ない傾向はかわらない。

地域枠の創設により医師の地域偏在の改善がなされてき

これは前項同様の理由によるものと推測される。診療科

たが，十分な効果を上げているとは言えない。現在の施

別にみると，内科医師数は全体に緩やかに増加してお

策を継続するとともに，地域勤務においても十分な医師

り，全診療科医師数（図－ 3 ）同様，砺波医療圏での医

のキャリア形成ができる環境の整備が必要であると考え

師数の増加が大きい。一方，新川医療圏での内科医師数

られる。また，平成16年度に導入された臨床研修制度は

は平成 8 年から平成30年までの22年間でほとんど増加し

都道府県格差の是正にある程度寄与している報告があ

ていない。外科医師数はいずれの二次医療圏においても

る。富山県においても臨床研修医の数は増加傾向を維持

平成 8 年から平成30年までの22年間でほとんど増加はみ

しているが，富山県全体の医師増加数は，臨床研修制度

られず，ほぼ横ばいで経過している。小児科医師数は平

導入後に小さくなっている。平成30年度から開始された

成30年の調査では減少したもののそれまでは緩やかに増

新専門医制度における都道府県別の専攻医数をみると，

加している。しかし，新川医療圏，高岡医療圏ではほぼ

研修医の増加が必ずしも専攻医数の増加に繋がっていな

横ばいでほとんど増加はなく，砺波医療圏で平成24年以

い状況があり，医師偏在のさらなる改善には専攻医数の

降やや増加，最も大きく増加しているのは富山医療圏と

コントロールが必要と考えられた。

なっており，二次医療圏ごとの増減の差が大きい。産婦

富山県の主な診療科別医師数の年次推移は診療科ごと

人科医師数についても小児科同様の傾向がある。富山県

に特徴がみられる。内科，小児科，麻酔科は全国と同程

全体ではわずかに増加，富山医療圏で大きく増加してお

度の水準で安定して推移している。外科と産婦人科の医

り，他の二次医療圏（新川，高岡，砺波）では減少して

師数はいずれも初期臨床研修必修化に伴い大きく数を減

いる。救急科医師数は富山県全体として非常に少ない

らした。これは，初期研修修了後に専門とする診療科を

が，二次医療圏では富山医療圏，高岡医療圏に集中して

決める段階でこれらの診療科が，業務の多忙さに加え，

いる。麻酔科医師数は平成 8 年から平成30年までの22年

医療訴訟リスクの高さなどから敬遠された可能性があ

間で大きく増加している。いずれの二次医療圏でも増加

る。産婦人科はその後全国，富山県いずれも増加傾向で

しているが，なかでも富山医療圏での増加が大きい。整

あるが，外科は他の診療科と比較しても増加が少なく，

形外科医師数は，新川医療圏や砺波医療圏では多少の増

外科離れの傾向が続いている。特に富山県では全国と比

減がみられるが，近年いずれの二次医療圏でもほぼ横ば

較して外科医師数は少なく，外科医の不足が懸念され

いで経過している。

る。また，本研究での解析はあくまでも全国平均との比

Ⅲ．富山県および近隣県における年齢階級別・性別医師

較であり，
“全国平均＝必要医師数”とは必ずしも言え

数の変化

ない点には注意が必要である。実際に平成30年に全国平

富山県および近隣県における年齢階級別・性別医師数

均と同レベルの水準にある内科，整形外科医師数である

について比較したものを図－ 5 に示す。男性医師につい

が，厚労省の「医師偏在指標」で示される2018年足下充

ては，富山県およびいずれの近隣県においても平成14年

足率は，内科0.84，整形外科0.88と低値で，年間必要養

には55歳以上の年齢階級で医師数が少なく，35〜39歳，

成数は，内科50人，整形外科 9 人とされており，これら

40〜44歳，45〜49歳の年齢階級を中心に医師数が多かっ

診療科が富山県において不足していることが示唆される。

た。16年後の平成30年にはこれが上方にシフトし，50〜

富山県に従事する医師確保のため，富山大学医学部医

54歳，55〜59歳，60〜64歳の年齢階級の医師数が増えて

学科では地元高校からの推薦枠である「地域枠」が平成

いる。一方，30歳代以下の年齢階級の医師数は平成14年

19年度から導入され，さらに平成21年度からは修学資金

と比較し平成30年には横ばいまたは減少しているところ

貸与と11年間（臨床研修の ２ 年間とその後の 9 年間）の

が多い。女性医師はいずれの県，年齢階級においても男

富山県内勤務義務のある「富山県特別枠」が導入され

性医師に比べ非常に少ないが，平成14年と比較し平成30

た。「富山県特別枠」では小児科，産婦人科，救急科，

年には全体に増加していることがわかる。男女全体では

麻酔科，総合診療科，外科（特定診療科）のいずれかを

平成30年には30歳代以下の若手医師数が少ない傾向にあ

専門として従事することが義務となっている。富山県特

る県が多く，新潟県，長野県，岐阜県ではこの傾向が強

別枠第 １ 期生が臨床研修を修了したのが平成28年度であ

い。石川県，福井県では比較的若手医師数が保たれてい

ることから，今回の医師数の解析への影響は限定的と考

る傾向にあり，富山県はこの中間程度である。

えられるが，今後の医師数の推移を検討する際には念頭
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に置いておく必要がある。

おり，富山大学での教育や研究を担うため多くの医師が

富山県では富山医療圏に医師が多く，他の二次医療圏

必要であること，富山県立中央病院という富山県の医療

（高岡，砺波，新川）では医師が少なかった。この理由

の中核を担う病院が含まれること，病院・診療所の数が

としては，富山医療圏には富山大学附属病院が含まれて

多いことが考えられる。小児科は富山医療圏に集中して

29
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いるが，この理由として，少子化に伴い医療需要が変化

ことから今後 5 〜10年で医師の高齢化が大きく進むこと

し公的病院では医師を集約するよう配置している可能性

になる。安定的に医療需要に見合う医師数を確保するた

がある。また，郊外ではより少子高齢化が進んでいるこ

めには，若手医師の定着，女性医師を含め働きやすい環

とが考えられ診療所・民間病院の医師数も都市部に集中

境の構築，研修体制の充実などが重要になると推測され

してきている可能性がある。産婦人科も小児科同様，診

る。

療科として集約化が進められた結果である可能性があ

厚生労働省の公開している三師調査をもとに富山県お

る。救急科医師は，実際には，富山県内で三次救急を担

よび近隣県，全国の医師数について経年的に比較し，富

う富山県立中央病院および厚生連高岡病院，そして富山

山県の医師数ついて分析を行った。また，富山県内各二

大学附属病院にのみ勤務しており，他の病院では内科や

次医療圏（新川，富山，高岡，砺波）の医師数について

外科など他の診療科医師が救急医療を担っている。救急

経年的に比較を行った。富山県全体の医師数は，全国平

科医師は大きく不足していると考えられ，今後，救急科

均とほぼ同程度で推移しているが，診療科間の偏在や若

医師数増加，各医療圏，各二次救急病院に一定数の救急

手医師の比較的少ない年齢構成に課題があると考えられ

科医師が配置されることが望まれる。麻酔科医師数は，

る。また富山県内各二次医療圏の医師数については診療

平成 8 年から平成30年の22年間で大きく増加しており，

科ごとに特徴があり，ある程度均等化された医師配置を

中でも富山医療圏では約 2 倍に増加している。他の二次

目指すのか，富山県全体または二次医療圏単位で集約化

医療圏でも増加がみられるものの二次医療圏間での偏在

し医師を配置するのか，各診療科の特徴を踏まえてそれ

は大きくなっている。しかし実際には，富山医療圏（富

ぞれ検討を重ねていく必要がある。

山大学附属病院等）に勤務する医師が非常勤医師として
他の医療圏に位置する病院での麻酔を一部担っており，
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富山県および近隣県の年齢階級別・性別医師数をみる
と石川県や福井県など近年医師数が伸びている県は30歳
代以下の若い医師や女性医師数が増加しているように見
受けられ，初期研修医や専攻医の確保が医師数増加に大
きく寄与していると思われる。富山県でも一部その傾向
はみられるが，十分とは言い難い。また，富山県と近隣
県で平成30年の男性医師数のピークは60歳前後であった

