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前 書 き 

 
 
平成 16年に新医師臨床研修制度（２年間の臨床研修の必修化、研修先病院の選択の自由

化等）が導入されて以降、大学の医師派遣機能の低下や臨床研修医の都市部集中等が生じ、

その結果、医師不足（厚生労働省が実施した必要医師数実態調査の結果によると、平成 22

年６月現在で約 2.4 万人が不足）とともに、医師の地域間・診療科間偏在が顕在化した。

また、病院勤務医の長時間労働などの厳しい勤務環境、医療訴訟の発生等への懸念も、こ

の偏在を助長しているとされている。 

看護師等についても、厚生労働省の「第七次看護職員需給見通しに関する検討会報告書」

（平成 22 年 12 月）では、平成 27 年に需要数が供給数を約 1.1 万人上回るとされており、

厳しい勤務環境等の状況にあるといわれている。 

国は、平成 20年度から医学部の入学定員増を図るとともに、医師の偏在対策として、23

年度から、医師のキャリア形成や医師不足病院の医師確保等を支援する地域医療支援セン

ターの都道府県への設置を促進しているほか、女性医師等の離職防止・復職支援対策、医

師の勤務環境の整備等を実施している。 

また、看護師等の確保対策として、看護師等の人材確保の促進に関する法律（平成４年

法律第 86 号）、同法に基づく「看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指

針」（平成４年文部省・厚生省・労働省告示第１号）等により、看護師等養成所の運営に対

する支援を通じた養成数の確保、新人看護職員研修の充実等による離職防止、ナースセン

ターを通じた復職支援等を実施している。 

しかし、医師の地域偏在等の解消は引き続き喫緊の課題となっているほか、看護師等に

ついても、その確保が喫緊の課題となっている。 

この行政評価・監視は、以上のような状況を踏まえ、医師等の確保対策の推進を図る観

点から、国等における医師の地域偏在等の解消、女性医師、看護師等の離職防止・復職支

援、医師等の勤務環境改善に係る取組の実施状況を調査し、関係行政の改善に資するため

に実施したものである。 
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