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１ 地域医療をめぐる状況 

 

（１）地方財政健全化法 

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」（以下、財政健全化法と呼ぶ）

は地方財政再建促進特別措置法（昭和 30 年制定、平成 19 年廃止）の不十分さ

を補うべくして平成 19 年 6 月に制定されましたが、その 大の特徴の一つは、

都道府県立・市町村立病院会計も普通会計と同様に、定められた基準を上回れ

ば「（早期）健全化」さらに「再生」を義務付けられ、後者に関しては国の関与

が強力に及ぶことであり、平成 20 年度決算から適用されています。 

財政健全化法に関する文献にしたがえば、その制定の背景に国の地方財政改

革や地方自治体の財政悪化があることを知ることができますが、その原因は何

か、さらには何のために「財政健全化」が求められているのかを問えば、平岡

和久・森裕之・初村尤而編著『財政健全化法は自治体を再建するか』（2008 年、

自治体研究社、ⅰ～ⅱ）が示唆に富んでいます。少し長くなりますが引用して

おきます。 

「財政健全化法の真のねらいは、この間の地方自治・財政をめぐる国の制度

改革の動き全体を視野に入れて見極めなければなりません。…国の政策動向で

重要なことは、第一に交付税削減や社会保障関係費抑制にみられるような国・

地方を通じた『小さな政府』への傾斜であり、第二に自治体再編・道州制への

傾斜です。財政健全化法はこうした国の政策動向と無関係ではありません。 

国・地方を通じた財政再建と『小さな政府』にむけて財政縮減を促進すると

ともに、自治体再編・道州制に向けた財政条件の整備を促すためには、自治体

財政の悪化をどう解決するかが問題となります。つまり、国の財政縮減のもと

で悪化した自治体財政を早期に是正し、さらなる財政縮減に耐えられる自治体

財政構造をつくり出すために財政健全化法は導入されたのです。 

財政健全化法を住民の視点からみれば重大な問題点を孕んでいることがわか

ります。画一的な財政指標にもとづく早期健全化や自治体財政構造改革の要請

は、それぞれの地域・自治体の歴史的・社会的・経済的条件にもとづく自治体

のあり方や住民の生活権とぶつかる可能性が高いのです。」 

本報告書でも同書における議論の根底にある住民の生活権と自治権の保障と

いう視点を も重視しています。地域医療とくに公的医療を担う自治体病院の

運営環境が非常に厳しいのは、自己努力が不十分であるということで簡単に片

付けられない構造的要因によると考えられますが、とくに国の政策の影響を強

く受けており、この点とともに財政健全化法がこれまでにないインパクトを地

方自治体に与えていることを理解しておく必要があります。 
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（２）総務省「公立病院改革ガイドライン」にもとづく地方自治体「改革プラ

ン」 

中央政府における公立病院改革の動きは平成 19 年度に一気に高まり、総務省

は 12 月 24 日に「公立病院改革ガイドライン」（以下、ガイドラインと呼ぶ）を

公表しました。それは政府が社会保障改革の主要課題の一つに公立病院改革を

位置付けたことに端を発しますが、財政健全化法を踏まえた、住民の生活権と

自治権の保障なき公立病院の「健全化」ガイドラインと言うことができます。 

ガイドラインは公立病院の役割を、地域に必要な医療のうち、「採算性等の面

から民間医療機関による提供が困難な医療を提供すること（例えば①過疎地等

における医療、②救急・小児等不採算部門、③高度・先進医療、④医師派遣拠

点機能）」とし、地域において真に必要な公立病院の持続可能な経営を目指し、

経営を効率化していくことを提起しています。 

ガイドラインは改革の手段として、次の三点をあげています。すなわち、①

経営の効率化、②再編・ネットワーク化、③経営形態の見直しです。それは何

を言わんとしているのか。公立病院が存続するのであれば、（大）広域圏の枠組

みのなかで役割分担を行い、民間医療機関並みの経営を実践し、それでも赤字

が深刻になるのであれば縮小、廃止しなさいということであり、その意図はき

わめてクリアであるといってよいでしょう。 

しかし、熟慮するまでもなく、住民が分散居住し、急速に少子高齢化し、所

得水準は総体的に低く、広大な土地や急峻な山々からなる農山漁村地域とくに

過疎地域においてガイドラインは矛盾に突き当たることは明らかです。自治体

立病院はいつでも「いのち」のセーフティーネットとしての体制を整えておく、

という重大な責務を果たせなくなります。 

ガイドラインは中央政府の方針もあって、病院事業を行う地方自治体に対し

て、平成 20 年度内に「公立病院改革プラン」を策定し、早期に大きな成果をあ

げることを要請しました。20 年度末までにプランをまとめた地方自治体は 603

（策定が必要な自治体の 91.9％）で、23 年度までに黒字化するとした病院は

65％です（日本経済新聞 21 年 4 月 29 日）。もはや経営の内容を問わない、その

黒字への地方間競争といった様相を呈しています。 

こうした国と地方の医療改革は住民生活に大きな犠牲を強いることになりま

す。そもそも日本は主要先進国のなかで高齢化率がトップクラスでありながら、

国民医療費の対ＧＤＰ比は下位であるにもかかわらず、政府は医療費抑制政策

を必要以上に推進しています。地域住民は基本的なことから正しく理解してい

く必要があり、そして、当事者意識をしっかりもって、生活権と自治権の保障
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という根本から問い直し、地域の状況に応じた改革プランを提起していかなけ

ればなりません。 

 

（３）ガイドラインの展開 

 ガイドラインの 後の章にあたる「第 4：財政支援措置等」は国の社会保障

費抑制を見据えた「アメとムチの財政支援措置」であると言えますが、その冒

頭で「総務省は公立病院改革が円滑に進められるよう、改革の実施に伴い必要

となる経費について財政上の支援措置を講じるとともに、公立病院に関する既

存の地方財政措置について所要の見直しを行う観点から、…。」と述べています。 

そして、「第 4：財政支援措置等」の末尾で「…②病床数に応じた普通交付税

措置に際して、今後の各病院における病床利用率の状況を反映することを検討

する。これらとあわせて、過疎地等における病院及び診療所に係る地方交付税

措置を充実することを検討する。」という一文があります。これは総務省の下に

設置された「公立病院に関する財政措置のあり方等検討会」の報告書（平成 20

年 11 月 25 日）を踏まえた国の地方財政対策を通して実現することになりまし

た。 

公立病院（病院事業）に関する平成 21 年度以降の地方財政措置において、地

方交付税による措置総額として 700 億円の増額（平成 20 年度 2,930 億円比）が

図られることになりました。ここではその一部をあげておきます。（『地方財政』

2009 年 4 月号、同 5 月号、地方財務協会） 

＜普通交付税＞病床割単価：平成 20 年度 482 千円→平成 21 年度 590 千円程

度（総額で 300 億円程度増） 

        救急告示病院分：平成 21 年度新規…総額で 300 億円程度 

＜特別交付税＞（過疎地に関する財政措置の充実）不採算地区病院（総額で

80 億円程度）： 

[特別交付税措置の要件] 

①平成 20 年度 100 床未満かつ市町村区域内唯一の一般病院等→平成 21 年度

150 床未満（100 床超の病院は措置額逓減方式） 

②1 床当たり平成 20 年度 680 千円→平成 21 年度第 1 種 1,200 千円、第 2 種

800 千円…「不採算地区病院」のうち第 1 種は直近一般病院まで 15ｋｍ以上の

病院、第 2 種は人口集中地区以外に所在する一般病院を指します。 

こうした財政措置は、他会計繰入金がその基準額を上回っている公立病院（自

治体病院）の財政にとって 

非常に大きな意義を持っており、岩手県内の自治体立病院も該当します。『地方

公営企業年鑑』（総務省自治財政局編）で平成 19 年度病院事業決算（全自治体
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病院）をみれば、他会計繰入金の基準額 4,659 億円に対してその実繰入額は

5,290 億円です（損益計算書）。 

しかし、ガイドラインにもとづく改革、つまり、経営の効率化、再編・ネッ

トワーク化、経営形態の見直しを前提とした財政措置であると考えれば、必ず

しも手放しで喜べるものではありません。むしろ、過渡的な措置であると考え

るのが無難でしょう。また、政権交代によって、それが平成 22 年度にどのよう

に扱われるのかも見えにくくなっています。 

 

（４）政権交代期と地域医療の視点 

平成 21 年 8 月の政権交代により、鳩山政権が誕生しましたが、国民生活 優

先を掲げる民主党のマニフェストは、小泉政権が打ち出し継続してきた、毎年

度の「社会保障費 2200 億円削減」を行わず、さらに「医学部学生を 1.5 倍に増

やし、医師数を先進国並みにし、看護師などの医療従事者も増員する」と高ら

かに謳っています。これは財政再建ありきの国の医療構造改革に対する批判を

含意していると考えられます。 

この限りでは、公立病院運営に関する財政措置の充実が期待できますが、他

方で、国の平成 22 年度およびそれ以降の年度の予算編成にかなりの影響を与え

ると思われる「事業仕分け」（内閣府に設置された行政刷新会議主催）において、

厚生労働省の医師確保や救急・周産期対策の補助金等が大幅縮減、診療報酬の

配分が見直し、介護予防事業が縮減（縮減幅の明示なし）と判定され、さらに

地方交付税がその対象となり、抜本的見直しという結果となるなど予断を許し

ません。 

これに対して自治体病院の財政基盤という点で、平成 22 年度のいわゆる「地

方財政対策」の行方に注目が集まると思われますが、総務省自治財政局が公表

したその概要（平成 21 年 12 月 25 日）をみると、地方交付税の総額は平成 20・

21 年度に続いて増加することになっています。また、地方税収入の大幅な減少

が見込まれるので、一般財源の増減にも着目する必要がありますが、それは前

年度比で微増しており、これについても積極的に評価してよいでしょう。 

といっても、自治体病院の運営において平成 19 年度までの地方交付税の大幅

減少、診療報酬の継続的な引き下げなどは財政面で深刻な影響を与えています。

また、国のこれまでの医師数抑制政策が 大の要因であると考えられる医師（と

くに勤務医）不足のなかで、医師の招聘を実現するのに十分な条件を用意する

ことができずに、公的医療サービスの縮小を余儀なくされています。 

こうした問題は農（山・漁）村地域・自治体において顕著にみられ、今なお、

その影響が残っています。自治体財政で地方交付税の比重は高くならざるを得
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ないし、そして、行政区域で唯一の医療施設が自治体立の病院あるいは診療所

で、勤務医不足も都市に比して深刻であることが多いからです。したがって、

公的セクターの役割がきわめて重要になる農村地域における医療サービスのあ

り方を巡って、それに対する財政措置、とくに地方交付税の質的向上、量的拡

充は重点的かつ継続的に議論すべき課題であると言えます。 

『財政健全化法は自治体を再建するか』は財政健全化法における健全化判断

比率による統制を問題にするなかで、公立病院を独立行政法人化すれば将来負

担比率のみが対象となり、指定管理者制度導入や民営化であれば対象外となる

ことを指摘し、そして、総務省がガイドラインにおいて公立病院の経営形態の

見直しを推進していることに言及し、「住民の生活権に関わる事業やサービスが

自治体本体から遠ざかることになれば、それだけ公共性が確保される保証がな

くなります。」と述べています。（pp.26、pp.80） 

また、「財政健全化法を先取りした夕張市の財政再建計画策定のプロセスや公

立病院改革ガイドラインをみれば国等による行政的統制の強化が突出する可能

性が高いといわなければなりません。またこれまでみてきたように、住民の生

活権に関わる事業やサービスが自治体本体から遠ざかることになれば、それだ

け住民・議会による民主的統制から遠ざかることになります。」と警鐘を鳴らし

ています。（同） 

地方自治体は病院会計、つまり病院運営において非効率あるいは浪費の解消

に努め、その健全化に取り組まなければならないことはいうまでもありません

が、財政健全化法の下では、いわば特定の指標の数値だけで「早期健全化」さ

らに「再生」の対象となるので、事業の内容を十分に精査せずに、それらを避

けるための病院事業になったり、さらに病院それ自体の存廃の議論にまで及び、

住民生活に多大な影響を与えることが危惧されます。 

人口が少ない町村（いわゆる「平成の大合併」前の旧町村を含む）の多くで

自治体病院さえなく、それを運営している農村地域においても、医療サービス

は限定的であり、また、その経済的基盤となる財源についても非常に脆弱であ

り、地域内外の開業医あるいは自治体病院との連携は避けられず、その量・質

は内的要因だけで規定されるものではありません。 

自治体病院には都道府県立や市町村立等があるので、地域の特性に応じた役

割分担が必要になります。県立病院の場合、公的医療供給の多岐にわたる（サ

ービス）内容を鑑みれば、またその保健や介護・福祉とのネットワークを重視

すれば、市町村との相互理解なくして、県（医療局）の方針だけを持って自由

に再編・縮小をしてもよい、ということには単純にならないでしょう。 
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岩手県のように、第二次大戦後、市町村等でなく、県立病院が中心となって

地域医療システムを構築し、それが貧困、豪雪、多死多病の三重苦を抱えてい

ながら、医療水準のきわめて低い地域を広くカバーしてきた歴史をみると、そ

うした地域の典型であった（現在の）過疎地域においてその再編・縮小等が過

度に進められているのであれば、「補完性の原則」からみて矛盾していることは

明らかです。 

地域医療の公的サービスおよび公的施設（＝病院・診療所等）は地域住民の

生命あるいはくらしに深く関わるために、地方自治体が 終的に分担し、責任

を持つべき対人サービスおよびそのインフラとして不可欠であることはいうま

でもないですが、それらのあり方は住民あるいは患者に対する詳細な情報公開

を前提にして、供給者側（地方自治体）が彼ら・彼女らのニーズを徹底的に把

握し、対話をしっかり重ねて、理解を十分に得ながら検討されなければなりま

せん。 
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２ 岩手では：「県立病院の新しい経営計画」などを策定 

 

 岩手県医療局では、国の「公立病院改革ガイドライン」を先取りするような

形で、２００３年に「県立病院改革基本プラン」（５カ年計画）を作成し、各診

療圏毎の県立病院機能再編を強行し、５つの県立病院（伊保内、紫波、大迫、

住田、花泉各県立病院）を１９床の診療所にしました。（当初の計画は、５病院

の無床診療所化でした） 

 国の「公立病院改革ガイドライン」が公表されると、岩手県立病院の「創業

の精神」である「あまねく医療の均てんを」（今日の県営医療の中核をなしてい

るのは、昭和の初期、疲弊した経済環境と劣悪な医療事情の下で、「無医村に医

療の灯を」と希求する人々の血のにじむような苦闘の中で県内各地に開設され

た共同の医療施設である。私たちは、こうした県下にあまねく医療を均てんさ

せるため、苦心・努力された先人の考え方、行動を創業の精神として受け継い

できたものであり、県営医療に流れる一貫した信念である。「岩手県立病院等の

新しい経営計画」から）を事実上捨て去り、医師不足、患者減少、累積赤字の

増大等を理由に、さらなる機能再編を推し進める「岩手県立病院等の新しい経

営計画」を作成しました。その特徴は、住民運動で有床として残した５つの地

域診療センターを無床化し、県立沼宮内病院（６０床）を新たに無床診療セン

ターにする、基幹病院を含め２４１床（約５％）の削減（全体で３９６床削減）、

医師・看護師を増やす一方、事務管理部門の一層の縮小、３年後に病床利用率

を８４．１％にし、経常収支を黒字化する等となっています。 

 この「経営計画」の問題は、第１に、地域の必要があって考えられた計画で

はなく、地域医療を守るのではなく、「県立病院」の経営をするという計画であ

ることです。第２に、県立病院を利用している住民や自治体等の声を聞かず、

「公立病院改革ガイドライン」を根拠に一方的に進められたことです。第３に、

医師不足を病院縮減の理由としながら、一方で医師の増員を前提に３年後の経

常収支の黒字化計画を立て、医師以外の職員の大幅賃下げや人員削減など、将

来の大「合理化」に布石を置くものとなっていることです。 

 こうした姿勢からは、将来は各医療圏域の基幹病院だけで運営し、救急、周

産期、特殊医療だけを担う他県と同様の「普通の県立病院」にしようとしてい

ることも、透けて見えます。 

 県立住田地域診療センターは、２００８年４月から６５床の病院から１９床

の診療所にされ、同年１１月に無床化の方針が示され、２００９年４月から無

床診療所にされました。病院から有床診療所にする時には、これで当面は大丈

夫だ、無床にすることはないと住民や当該自治体に説明したにもかかわらず、
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短期間に方針変更をし、さらに実施を強行したところに、住民よりも国の方向

を向いた姿勢を見ることができます。他の無床化された地域でも、救急の時は

どうしたらいいのか、福祉との連携をどうするのか、という声に答えないまま

強行され、無床化後の対応につて、地元との協議が継続されています。 

 また、岩手県も国の要請に忠実に応え、ベッド利用率７０％以下、経営状況

などを判断材料に、いくつかの自治体病院に対し、ベッド削減、診療所化など

の方向を示した「岩手県公立病院改革推進指針」を作成しました。この「推進

指針」も住民の声を聞いて作成されたものではありません。 
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３ 地域の医療と福祉をまもるために（改革のための提案）：気仙医療圏の場合 

 

（１） 逆立ちした国の医療政策の転換を求める 

1)財政からの発想に終始してきた医療・介護政策 

【国民総医療費の抑制】 

1980 年代以降、国は財政負担の削減を図るために国民総医療費の増大を抑制

する、という発想から出発して医療・福祉政策を策定してきました。 

そのために進められてきたのが、 

①  医療供給の抑制 

②  医療需要の抑制 

③  医療供給コストの削減 

です。 

【医療供給の抑制】 

 医師数、ベッドが増えると医療の供給量が増えるという発想に基づき、医師

養成数、ベッド数にキャッピングをかぶせ、総数を制限してきました。今日生

じている医師をはじめとした医療スタッフの慢性的不足、医療資源の不足は、

国による意識的な供給抑制政策によって引き起こされたものです。 

【医療需要の抑制】 

 また、老人医療費無料化はムダな診療を生むという発想からこれを廃止し、

さらに医療保険の患者自己負担と保険料を継続的に引き上げることにより受療

抑制を図ってきました。その結果として、すべての国民に医療給付を保障する

国民皆保険制度が空洞化の危機に瀕しています。 

【医療供給コストの削減】 

 同時に、医療費の高騰を抑え低コスト化を図るための政策も並行して実施さ

れてきました。それが医療・福祉制度の分断化と診療報酬の引き下げです。 

 高コストの医療給付分野から、より低コストの給付分野へと患者の移動を図

るという発想から、医療と介護・福祉の給付制度や施設を分断し、医療の内部

でも、急性期と回復期に応じた医療施設の区分、一般病床・療養病床といった

病床区分が進められ、患者の立場に立った医療と福祉、医療内部の連携を困難

にしてきました。 

 また、診療報酬の引き下げは病院経営を圧迫し、なかでも地域医療の重要な

担い手である公立病院の経営を危機に陥れました。 

【地方財政危機と地方財政健全化法】 

 こうしたなかで、公立病院の再編や経営形態の見直しの契機となったのが、

地方財政危機であり、また地方財政健全化法にあわせて国が音頭をとって進め
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てきた「公立病院改革」です。地方交付税を削減する一方で、地方財政の健全

化を優先した公立病院改革を進めれば、もともと不採算地域に立地する地方圏

の公立病院は廃止や再編・統合を余儀なくされ、地域医療が崩壊の危機に陥る

ことは明らかです。 

 

2)国に対する要望 

 国の財政負担削減、国民総医療費削減のための医療政策、「制度」に「住民」

を合わせようとする「プロクルステスの寝台」のような逆転した医療政策を転

換し、すべての国民に医療を保障するためという当たり前の発想の医療政策に

転換することを求めます。 

 そのため次のことを求めます。 

 

①  医師、看護師をはじめ、医療スタッフの充実に早急に取り組むこと。 

②  一般病床、療養病床、特別養護老人ホーム等のベッド数を画一的に制

限しないこと。 

③  各地域の特性に応じて患者の立場に立った医療・福祉の連携がはかれ

るよう、制度設計にあたっては、地域の創意を生かせる柔軟なしくみ

にすること。 

④  地方交付税など、不採算地域・不採算医療に対する財政措置を充実す

ること。 

 

（２） 気仙医療圏で何ができるか？ 

1) 気仙医療圏の現状 

気仙医療圏では、県立住田病院（65 床）が、2008 年 4 月から診療所（19 床）

となり、さらに 2009 年 4 月からは無床の県立大船渡病院附属住田地域診療セン

ターとなりました。また、県立住田地域診療センターでは常勤の内科医がいなく

なったため、地域の医療は深刻な状況に陥っています。1 

 

【医療需要の現状～患者さん家族の聞き取り調査から～】 

 

                                                 
1 県立住田地域診療センター長は、県立大船渡病院長が兼務していますが、2010 年 1 月から

常勤の内科医が着任、同年 4 月からはもう 1 名の常勤内科が着任しました。加えて前センター

長（外科）も退職後、臨時職員として勤務しているので、現在は常勤 3 人体制となっています。

ます。また、泌尿器（週１）、整形（月２）、耳鼻科（月１）、小児科（月２）で応援診療が行

われています。  
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           図表 1 住田町における介護保険サービス利用者数の推移  

単位：人  

  認定者数
介護保険サービス利用者数 

在宅 施設 計 

H17.3 377 245 67 312

H18.3 404 248 70 318

H19.3 438 256 72 328

H20.3 465 272 75 347

H21.3 464 269 71 340

 

図表 2 在宅サービス利用者の要介護度の状況  

 

（出所）住田町保健福祉課資料より作成  

  

図表 1 は、住田町の介護認定者数とサービス利用状況の推移を示したもので

す。平成 21 年 3 月現在の住田町の人口は 6,478 人ですが、高齢化率が高いため

か（2005 年の 65 歳人口比率は 36.5%）、介護認定者数は年々増加し平成 21 年

3 月現在で 464 人にのぼります。施設は常にベッドがいっぱいで待機者が多い

こともあり、その多くは在宅サービスを利用しています。また、認定を受けな

がら介護サービスを利用していない人も増えてきています。  

 図表 2 は、在宅介護サービス利用者の要介護度の推移を見たものですが、要

介護度の高い利用者が増えています。  

 したがって、住田町では、高齢者の日常的な介護と結びついた医療サービス

が不可欠だと考えられます。急性期の医療であれば、大船渡や高田の県立病院

に搬送することも可能でしょうが、急性期を過ぎた後の医療や介護の中で容態

が悪くなったときの医療が地域内に保障されることがぜひ求められるでしょう。 
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○2008 年から寝たきりとなり妻の介護を受けている A さん。 

ベッドのわきで介護にあたる奥さんから話を伺った。お元気そうだが、いわ

ゆる老々介護だ。朝 5 時 15 分起床、着替え・おむつ交換・食事の世話、自分

の食事を手短に済ませると、検温・口の中の掃除・体拭き・痰取り、そして洗

濯を終えると昼食、・・・という毎日が続く。それでも体調の良い時はいいが、

いつ何があるか分からないのが不安だという。具合が悪くなると、息子に仕事

を休んでもらい車で県立高田病院まで連れて行ってもらわなければならない。  

県立住田地域診療センター無床化後も、診療は受けられるが毎回違う応援の

先生のため同じ説明を繰り返さないといけない。県立高田病院の先生のとき、

勧められて県立高田病院で胃ろうの手術をしてもらった。何かあれば県立高田

病院に連絡してくれと言われてはいるが、退院後の自宅療養まではお世話にな

れないと言う。  

 

○脳動脈瘤の術後、自宅で経管栄養を受けながら療養している B さん。 

 介護にあたっている家族の方から話を聞いた。  

県立住田地域診療センターから月 1 回の薬と訪問診療を受けているが、「病

院」だった時は、熱が出て痰がひどくなると家での処置は難しいので入院させ

てもらえた。  

しかし、無床化後まもなく「無床化とはこういうことか」と感じさせられる

ことがあった。夜、熱が出て容態が悪くなったため、救急車で県立大船渡病院

に搬送されたが、県立住田地域診療センターの主治医に診てもらうようにと翌

日帰された。県立住田地域診療センターに行ったが点滴を受けただけで家に帰

された。ところが、熱が下がらないので、翌々日再び県立住田地域診療センタ

ーに行ったら、たまたま来ていた県立高田病院の先生が、「ひどいから入院した

方がいい」と言われて県立高田病院に入院した。肺炎になっていた。結局、熱

がある状態で 3 日間、県立大船渡病院～県立住田地域診療センター～県立高田

病院と動かさなければならなかった。県立住田地域診療センターに常勤医がい

てベッドがあれば、こんなことにならなかっただろうと言う。  

 

○しかし、ベッドがなくなって一番困っているのは特養老人ホームの人々～特

別養護老人ホームすみた荘の理事長桜井末男さん～ 

県立住田地域診療センターの無床化によって、すみた荘に入所しているお年

寄りが急変した場合の受け入れ先が遠くなってしまった。県立大船渡病院、県

立高田病院、県立遠野病院まで１時間はかかる。看護師が付き添って行かなけ
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ればならないので、その間、すみた荘には看護師がいなくなり、すみた荘の業

務ができなくなってしまう。近年は、入所者の重症化が進んでおり、すみた荘

入所者の半分以上が経管栄養や胃ろうなどの管を入れた人たちだ。本来は、医

療を受けなければいけないような人でも行き場がないため、特養が受け入れ先

になっているのだ。だからこそ、医療が必要になった時に入院させられる搬送

先が近くにないと困るのだと言う。 

 

○「住田地域診療センター無床化に反対し診療体制の強化・充実を求める会」 

無床化になって、年寄りの間では、「昔に戻ったのでないか、家の畳の上で亡

くなるのが一番でないか」とか、「病院から有床診療所、無床診療所そしていず

れ潰す気だろう」とあきらめのムードの声や、「中央に近い人たちだけ助かって、

あとは死んでしまえということか」と言う人もいるそうだ。「作るのは大変だが、

壊すのは簡単だ！」 

 

○医療・福祉・保健の連携に県立住田地域診療センターは不可欠～住田町保健

師～ 

 住田町保健師長の紺野栄子さんに聞いた。  

・ 医療・福祉・保健の連携は本当にうまくいっていた。県立住田地域診療セン

ターは昔から訪問診療をやっており、関係者で在宅医療会議もやっていた。

在宅の寝たきりの人の連絡調整をやり、入院が必要になれば県立住田地域診

療センターで受け入れてもらって、地域の人たちは安心して在宅の生活がで

きていた。  

ところが、2009 年から内科の医師がいなくなり、会議は中止になった。  

・ 県立住田地域診療センターが無床化し、外来も日替わりの医師で診療も午前

中だけとなった。これまで県立住田地域診療センターに入院していたのは、

県立大船渡病院から退院して家に帰るには不安のある人や県立大船渡病院

に行くまでもない軽症の人たちだ。そういう人たちは県立高田病院や県立遠

野病院に移動した。  

県立住田地域診療センターには、そんなに多くのベッドは必要ないが、

高齢者ですぐ家に帰れない人のための施設が欲しい。住田の開業医は旧県

立住田病院があったればこそ安心して診療できたと言っている。今は県立

大船渡病院へやらなければならないが、重症でなければ帰されてしまう。  

・ この地域でもう一つ必要なのはリハビリ施設。県立住田地域診療センター

を有効に活用できないものか。  
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【医療供給の現状～医療機関の聞き取り調査から】 

○気仙は、岩手県の中でも医師が少ない地域 

  全国的にも医師不足が問題になっていますが、なかでも岩手県は医師不足

が深刻です。加えて、岩手県内でも医師の地域的な偏在が顕著であり、気仙地

域はとりわけ深刻な状況にあります。さらに、気仙地域の中でも、大船渡市に

医師が偏在しています（図表３参照）。  

 特に、「県立病院の新しい経営計画」に基づいて、病院→有床診療所→無床診

療所と機能が縮小された住田町は、医師が絶対的に不足しており、地域にただ

二人の開業医はいずれもご高齢です。  

 いわば、全国  ＞  岩手県  ＞  気仙地域  ＞  住田町、の順に、地方圏ほど医師

が絶対的に不足する深刻な事態に陥っているといえます。  

 （１）で述べたように、国の逆立ちした医療政策を抜本的に転換し、医療ス

タッフを早急に充実することが必要です。しかし、それまでの間を「がまんの

過渡期」として、現状の医療資源をできるだけ有効に活用して、地域医療をま

もっていくという地域の合意が必要でしょう。図表 4 によれば、気仙地域には

97 名の医師がいます。自治体別には大船渡市 71 名、陸前高田市 21 名、住田

町 5 名。施設別では、病院 49 名、診療所 41 名、その他 6 名です。これら自治

体を超え、病院・診療所の別を超えた地域全体の連携・協力が求められます。  

 

図表３ 人口千人当たり医師数（二次医療圏別，平成 20 年 12 月 31 日現在）  

全国 2.26 岩手県 1.91     

気仙 1.34 盛岡 2.89 釜石 1.38 

 大船渡市 1.72 岩手中部 1.36 宮古 1.18 

 陸前高田市 0.86 胆江 1.56 久慈 1.14 

 住田町 0.77 両磐 1.54 二戸 1.34 

  （出所）「平成 20 年医師調査」「平成 21 年 3 月 31 日現在住民基本台帳」より作成  

 

図表４ 医師の勤務先（気仙地域）  

  
総 

数 

医療施設の従事者 老人

保健

施設 

医療

老健

以外 

その他 無職 
総 数 病院 

診療

所 

気仙 97 90 49 41 5 1 - 1 

大船渡市 71 66 41 25 3 1 - 1 

陸前高田市 21 19 8 11 2 - - - 

住田町 5 5 - 5 - - - - 

  （出所）「平成 20 年医師調査」  

 

○患者の集中と医師不足に苦悩する県立大船渡病院 
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大船渡市は、気仙地域の中では相対的に医師数が多い。といっても大船渡の

医療に問題がないわけではない。むしろ、気仙全域の中核病院である県立大船

渡病院は、本来の機能を果たすことが困難な状況に陥っている。大船渡病院長

の八島良幸さんに聞いた  

 

・ 医師不足が解決すれば、県立病院問題が解決するわけではない。構造的問題

も大きく関係している。独法化の問題もあり、自治体病院として現状の存続

は次第に難しくなってきている。  

・ 県立大船渡病院の大きな使命は救急医療、周産期医療、小児医療、がん対策

などであろう。救急は、平成２１年度で１４０００人を超える救急患者が救

急救命センターに来院しており、県内でもトップの状況。その８０％は一次

救急患者だ。救急センターには専属の医師がいるわけではなく、病院の勤務

医師が交代で当番にあたり、ほとんど不眠不休で、翌日休みなく勤務にはい

る。夜間の一次救急に関しては、かつては開業の先生方が診ていた部分もあ

ったが、今はほとんどが病院にきている。  

・ 昔は、県立大船渡病院、県立高田病院、県立釜石病院、釜石市民病院、そし

て県立遠野病院にも産婦人科の医師がいた。現在は、産科医の不足により気

仙医療圏・釜石医療圏の広域の分娩にたいし、県立大船渡病院にのみ４人の

産科医が配属され集約された。内科医もたりない。  

・ 大船渡病院は急性期病院であり、国の医療政策のもと、平均在院日数を短縮

しなければ運営上問題をきたす。そのため、地域連携をしなさいという話し

になるのだが、圏域のなかに、地域連携パスを作れる施設がそろっていない

というのも現状であろう  

 

○政府の医師養成抑制政策が医師不足を生んだ。「総合医」の養成が必要 

 一方、県立高田病院長の石木幹人さんは、政府の医師抑制政策を批判すると

ともに、単に医師数を増やすだけではなく、「総合医」養成の必要性を訴える。 

・ 医療崩壊・医師不足は研修医制度が原因という説もあるがそれは違う。もっ

と前からの医師養成抑制政策にある。政府が批判を聞き入れなかったつけが

今来ている。  

・ 医療の細分化、専門化によって病院に必要な医師の数が増えたことも影響し

ている。  

・ 「総合医」が必要だ。総合医がたくさんいれば地域医療崩壊は起こらない。 

「総合医」認定制度の整備、県立病院の研修制度で総合医を養成するコース

を充実するとか、医師のキャリアパスのなかに地域医療勤務を位置づけるな
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どの取り組みが必要だ。  

 

2) 何が問題か？（気仙地域の住民が困っていることは） 

＜住田地域では＞ 

・高齢化により医療・介護施設に対する需要が高いが受け入れ施設が不足して

いる  

  旧県立住田病院が無床診療所となり入院施設がない  

  老健施設がない、療養型病床もゼロ  

特別養護老人ホームはあるが待機者が多数  

・そのため特養ホーム入所者の重症化が進み、医療需要が高まっている  

・医療行為を必要とする特養入所者、在宅者が一時的に入院する受け入れ先が

ない  

・地域基幹病院で急性期を終えた入院患者の受け入れ先がない  

（中間的施設需要）  

・県立住田地域診療センターの内科常勤医がいなくなったため、在宅介護支援

との連携が取れない  

（県立高田、遠野病院からの応援医師による訪問診療が行われているが、日常

的な連携のためには常勤医師が必要）  

・土日・夜間が無医地区化している  

 

＜気仙医療圏では＞ 

・県立大船渡病院への負担が大きくなっている（救急、入院）  

・県立住田地域診療センターへの医師派遣による県立高田病院の負担  

・県立高田病院が釜石以南地域の健診も行っており負担が大きい。  

・休日診療について、開業医が輪番制で休日当番を担っているが、県立大船渡

病院に救命救急センターができたら、患者が県立大船渡病院に集中するように

なった県立病院と開業医との連携強化が必要だ。  

・初期救急を各地域で担う体制ができていない  

・県・保健所・市町・県立病院・開業医が地域医療について連携する体制が不

十分  

 

3)地域で何ができるか？ 

基本的な考え方は、  

○地域医療・福祉政策に関する地方自治体の責務を明確にすること  

・二次医療圏の医療福祉計画の立案と実施に関する県の責任  
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・地域住民の生活と健康をまもることに関する市町（基礎自治体）の責任  

○医療政策の改善により医療スタッフを確保するまでを「ガマンの過渡期」と

位置づけ、岩手が築いてきた県立病院ネットワークを維持すべきと考えます。  

○過渡期の困難を乗り切るため、勤務医・開業医を問わず気仙の全ての医療ス

タッフが連携・協力できるしくみを作ることが緊要と考えます。  

○地域医療の担い手である有床診療所の廃止・集約化は中核病院の負担を一層

過重にします。一次医療機関の適正配置と機能分担・連携こそ、限られた医療

資源の有効活用につながると考えます。  

○医師不足の中で過酷な勤務に従事している医療スタッフに対する理解など、

住民が一体となって地域医療をまもること。  

 

そこで具体的には、  

①  気仙医師会の協力を得て県立大船渡病院の救急外来当番制をつくり、県

立大船渡病院の負担を軽減する。  

②  中核病院の負担軽減と県立病院のベテラン医師の活用により、県立住田

地域診療センターに常勤医（総合医）を配置し、幅広い診療を担えるよ

うにするとともに、 小限の入院施設を確保する。中期的には、県・大

学の協力により総合医の養成と処遇の仕組みを整備する。  

③  気仙医療圏３県立病院・診療所の機能分担と連携の強化を図る。県立大

船渡病院は高度専門医療機能、県立住田地域診療センターは町と連携し

て地域包括ケアの中核的機能を果たすとともに、新たにリハビリ機能を

加えるなどして気仙地域全体に貢献する道を探る。  

④  地域医療を守るため、行政、県立病院、医師会、住民の恒常的な連携組

織を作る。その際、保健医療に責任を持つ県と、地域のくらしと福祉に

責任を持つ市町が中心的役割を果たす。  

⑤  地域医療に対する住民の理解と参加を進め、みんなで支える地域医療を

実現する。  

 

（３）病院・診療所の経営主体について ～県立病院は県民の貴重な財産～ 

 「あまねく医療の均てんを」という精神は、高齢化が進展した今こそ再確認

しなければならないと考えます。しかし、それは自動的に県立を意味するわけ

ではありません。そこで、われわれは、医療機関の経営主体についても考えて

みました。 

 岩手県は、他県に比べて多数の県立病院が県内全域に立地しています。その

ため、地域医療を担う診療所を民間や市町村に譲渡して、県立病院を二次医療
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圏の中核病院に特化するという考えも生じるかもしれません。 

 また、岩手県と関係市町村（大船渡市、陸前高田市、住田町）とで「気仙広

域連合」をつくり、そこが医療・福祉・介護を一体的に運営して「地域包括ケ

ア」の担い手になる、という考え方もあり得ます。病院を運営する広域連合の

事例としては「隠岐広域連合」（島根県）2があり、医療・福祉・介護を自治体

が一体的に運営している事例としては藤沢町（岩手県）3があります。 

しかし、われわれは次の理由から、県立病院を県民の貴重な財産として維持

していくべきだと考えています。 

①  県立病院・診療所のネットワークにより、高度専門医療と地域医療をあ

わせ持った「総合力」を発揮できる。 

②  「総合力」とこれを生かした研修制度の魅力は、医師確保の力となりう

る。 

③  地域保健・福祉を担う市町村と県立病院では主体は異なるが、連携は可

能だろう。実際、県立住田地域診療センターにベッドがあり、常勤医が

いた時には、町の保健師の側から見ても連携がうまくいっていたと評価

されている。 

④  民間では困難な地域・分野を県立病院が担ってきたのだから、民間譲渡

は難しいだろう。 

  

                                                 
2島根県の「隠岐広域連合」は、1999 年 9 月 1 日に島根県と隠岐島４町村（隠岐の島町（旧西

郷町・旧布施村・旧五箇村・旧都万村）、海士町、西ノ島町、知夫村）を構成団体として設立

されました。（財）高知県政策総合研究所によれば、その特徴は、第１に「離島医療の充実と

いう地域に独自で切実な行政ニーズが目標になっていること」、第２に「小規模町村の広域連

携に対する県の支援」、第３に「地域保健及び介護保険といった、医療に関連する分野の事務

を複合的に処理しようとしている」とされています。  
 
3 藤沢町では、藤沢町民病院を中心に、老健ふじさわ・特別養護老人ホーム光栄荘・デイサー

ビスセンター・グループホーム・訪問介護ステーション・藤沢町指定居宅介護支援事業所（以

上７事業で地方公営企業法全部適用）・保健センターを開設し、一体的な運営と統一したサー

ビスの提供を目的に福祉医療センターを設置しています。  
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資料１ ヒアリングの記録 

 

（１）桜井医院院長 桜井末男 氏（社会福祉法人鳴瀬会理事長） 

住田地域診療センター無床化に反対し診療体制の強化・充実を求める会 

会長 泉秀雄 氏 

            

日時 ２００９年５月１６日（土）１４：００～１６：００  

           場所 特別養護老人ホームすみた荘  

 

桜井末男 氏  

○ 県立住田地域診療センター無床化の影響  

・ すみた荘の入所者の急変の場合の受け入れ先が遠くなった。大船渡、高田、遠野ま

で１時間はかかる。その間すみた荘に看護師が不在になり、すみた荘の業務に穴が

あく。  

・ すみた荘の入所者は半分以上が経管栄養や胃ろうなどの管を入れた人たちだ。本来

なら病院で医療を受けなければならない患者が行く場所がなくて、特養が病院化し

ている。 

・ 県立の診療所ができたのはここがはじめてだ。住田は交通事情とか地形的なことで

特殊な所だ。離島生活に近い。病床を残す方法を、県がだめなら国に特例措置を要

請したいと思っている。当面は５床でも６床でもベッドの復活を 大の目標にすべ

きだ。  

・ 県立住田地域診療センターの医師が非常勤で毎日変わるため医療の質が半減して

いる。患者が安心して受診できるよう常勤医が欲しい。  

・ 県立住田地域診療センターの無床化で、今までセンターに来ていた人たちが県立高

田病院や遠野病院の方に移動している。距離が遠くなっただけではなく、経済的に

も患者の負担が増えて大変だと思う。  

・ すみた荘から県立住田地域診療センターに紹介状書いて送った肺炎患者が、その日

のうちに送り返されてきた。県立大船渡病院の方に回して治療して帰してよこすの

が普通だと思うが、ベッドがなくなったためにそういう深刻な事例もある。  

○ 地域医療再生のために  

・ 住田出身など住田に縁のある医師に集まってもらって盛岡で話し合いを行った。県

立病院の問題もあるが、開業医も高齢化しており将来を見据えての意見交換だ。 

・ 県の医師確保対策では、医師探しに岩手出身の大学教授を回っているが、今は医局

で医師を派遣できる状況ではない。若手を連れてくるのは難しいので、岩手にこだ

わらず病院の退職者で４～５年ずつ交替で当面つないでもらえば、その間に住田出
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身の医師が育ってくる。退職者は家族を連れてくるので長続きすると思う。 

・ 初期医療については５つの要素（プライマリーケアの５大要素 ACCCA）を考える

必要がある。A は近接性 C は継続性 C は包括性 C は総合調整性 A は責任性。 

・ 病診連携が必要だ。県立病院から退院したら開業医に戻せばよい。病院と診療所の

機能分担をすべきだ。  

・ 県立の勤務医と開業医とがより連携を取り合って対応していけば、勤務医の労働過

重という問題は緩和される可能性がある。  

・ 開業医は高度医療機器を互いに利用しあうことも考えられるのではないか。  

・ 医師不足というが、ドクターは頭数ではない。どんなドクターかという質の問題が

ある。ドクターの哲学の問題だ。  

・ 気仙医師会は高齢化率が高い。  

・ 住田のことを住田だけで考える時代ではなくなっている。消防・廃棄物のように広

域の発想ですすめないと再起できない。  

・ すみた荘も昭和６０年建築で老朽化している。特養の待機者がすみた荘の場合４０

人いる。増床して医療・福祉が連携できるような移転新築を検討中だ。県立住田地

域診療センターの場所も選択肢の一つだ。  

・ 県立住田地域診療センターにトリアージ機能を持たせて欲しい。県立大船渡病院の

負担軽減にもなる。  

・ 訪問診療は県立住田地域診療センターで継続して実施している。私も１０件前後受

け持っている。遠野の院長も上有住地区に入っている。在宅を病院代わりに使って

いる。特養待機者は深刻だ。遠野の特養や老健施設に入っている人もいる。ディサ

ービスが一杯なのでグループホームをつくって緩和しようと計画中だ。  

・ 医師と患者の信頼関係を確立する必要がある。患者は医師に感謝の気持ちを伝える

べきだし、医師は聴診器もあてないでパソコンに向かってばかりでは信頼関係は生

まれない。  

 

泉秀雄 氏 

・ 無床化になって、高齢の人たちは「昔に戻ったのではないか、家の畳の上で亡くな

るのが一番でないか」とか、病院から有床診療所、無床診療所そしていずれ潰す気

だろうとあきらめのムードがでてきており、とても残念だ。「中央に近い人たちだ

け助かって、あとは死んでしまえということか」と極端な言い方をする人もいる。 

・ 作るのはたいへんだが、壊すのは簡単だ。回って歩くと、国に要請することは出来

なかったのかという意見もある。 

・ 病人は月曜日から金曜日だけではなく、いつでもでるのだという考えをもってほし

い。 
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（２）岩手県立高田病院長 石木幹人 氏 

             

日時 ２００９年５月１６日（土）１７：００～１８：３０  

           場所 岩手県立高田病院  

 

○ 医師不足問題について  

・ 医療崩壊は全国的な問題だ。医師不足は研修医制度が原因という説もあるがそ

れは違う。もっと前からの医師養成抑制政策にある。批判してきたが政府は聞

き入れなかった。このつけが今来ている。  

・ 医療の細分化、専門化が影響している。それによって病院に必要な医師の数が

増えた。医療・介護を分離したあたりから医師不足が顕在化してきた。  

・ 医師不足とともに、専門医も不足している。大きな病院ももたなくなっている。 

・ 平成１２～３年ころから県立高田病院に内科医師がいなくなった。東北大第二

内科から医師が派遣されていたがストップしてしまった。第二内科は腎臓、高

血圧、糖尿病が専門。しかし、県立高田病院に来れば呼吸器、消化器含めて内

科全般を診なくてはならない。これが大変で、大病院では専門化されているか

ら問題ないが、中小病院にいくのはいやというのが医師の本音だ。  

○ 総合医の必要性  

・ 総合医がたくさんいれば地域医療崩壊は起こらない。  

・ 若い医師が各学会の指導医、認定医制度にはまっている。総合医については、

現在のかかりつけ医制度で十分との主張で医師会が反対しており複雑だ。医師

会では独自の単位認定制度がある。  

・ 総合医関連の学会としては創立２０年のプライマリケア学会。 近１０年の間

に家庭医療学会、総合医療学会が誕生。この３つの学会が統合して認定医制度

をつくることになると思うが、どう発展していくかは未知数だ。  

・ 中央病院で研修医制度を作ってきた。２年間の初期研修。その後の後期研修で

５年間の総合医コースを設けた。しかし初年度は希望者が１人だけだった。  

・ 初期研修で地域医療研修が２ヶ月間あるが、この研修で研修医たちが地域医療

をどう思うかで大きく違ってくると思う。学生の中には総合医志向の学生も結

構いる。  

・ 当面の総合医の確保のために、地域医療病院経験者でないと基幹病院長になれ

ないことにして、院長は６０歳定年とし、地域医療に回ってもらうことにして

はどうか。  

・ 現在５０歳以上の医師なら、総合医の資質はもっていると思う。  

・ 総合医を推進するにはその医師にとって利益になることを考える必要がある。  
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○ 病診連携等について  

・ 入院は病院、通院は開業医が望ましい。  

・ 釜石以南地域の健康診査も県立高田病院が行っている。県立大船渡病院も県立

釜石病院も忙しくて出来ない。  

○ 病院の病床利用率について  

・ 国は７０％以上といっているが根拠はない。入院患者数に応じて医療スタッフ

を配置しているので無駄なことをやっている訳ではない。  

・ 県立高田病院の入院患者の９５％は寝たきり。昭和５１年建築で一室６床だが

１人当たりのスペースが少ない。病室に手洗い場も欲しい。一室４床での運用

を考えているが、黒字にするには５７～８床入れないと無理。病床利用率は８

０％～８５％がぎりぎり。  

○ 県立病院と市町村との連携  

・ 県立病院と市との関係は悪いわけではないが、遠慮があったりして連携はうま

くいっていない。  

・ 県立東和病院のように特養ホームと連携してうまくやっているところもある。 

・ 県立住田病院は５年前に無床化の話しがあったのだから、危機感をもって町ぐ

るみで病院を支えるということをやっていなければならなかったはずだ。医療

は県立にお任せという思いがあったのではないか。  

・ 平成１６年に高田に赴任して、県立高田病院を守る会と会見をもった。病院の

現状を住民に理解してもらわなければと思い、毎年、市内１１地区で説明会を

開いている。  

・ 遠野市ではプライベートな部分で医師の獲得・定着を図っている。住宅に畑を

つけて、農業指導員までつけている。医師がその地域の住民として定着できる

体制をとってほしい。県立大東病院では赴任してもいいという医師が見学に来

たが、宿舎を見てダメになったということもある。  

・ 医大学生の地域医療実習の際に、地域でホームステイを受け入れたらどうか。 

○ 過酷な勤務医の実態  

・ 昔は開業医が大変な時代だった。病院勤務医をやって技量をつけて開業医にな

っていった。今は逆で、開業医にはリスクはなく、病院にリスクを丸投げして

いる。リスク背負って勤務医をやるには情熱なしにはできない。  
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（３）岩手県大船渡保健所長 鈴木宏俊 氏 

              

日時 ２００９年９月２日（水）１３：３０～１４：３０  

             場所 大船渡保健所  

 

○気仙圏域の医療体制の特徴  

・ 医師数の絶対的不足とともに、診療機能（診療科）も不足している。しかし、県立

病院、開業医、コメディカル、消防救急の人たちの「気仙地域の医療は気仙地域で

支えていく」という使命感は高い。また、不足している診療機能も含めて救急医療

が必要な患者さんは基本的に地域内で受け入れている。  

・ 県下でも高齢化が進んでいる地域なので、地域全体で高齢者のケアが必要であると

いう共通の認識のもと様々な事業展開がなされている。  

・ 一世代に１回は大災害が起きている地域であり、医療関係者だけでなく、地域住民

の防災意識が高く、災害時の医療に対する意識も高いことは地域の力であり、地域

医療の連携にも繋がっている。  

○気仙圏域の医療体制の課題  

＜医療資源不足の課題＞  

・ 医師数は１００名前後で推移しており１０年あまり増えていない。平成１８年のデ

ータでは人口１０万対で県が１７４、気仙は１３１で明らかに不足（特に勤務医）

している。全国や県に比べて圏域の医師数の増え方が鈍い。絶対的医師不足を非常

勤医師が補っているのが現状である。  

・ この地域は人口減少地域だが、人口は減っても患者が減ることはない。医師だけで

はなくコメディカルも不足している。  

・ 診療機能（診療科）の不足という課題もある。県立大船渡病院では神経内科、呼吸

器科、皮膚科・形成外科、耳鼻咽喉科、放射線科の５つの診療科の常勤医がいない。

それを他の専門外の医師でカバーしており、勤務医のかなりの負担になっている。

また、結核病床は稼動していないことから、入院患者は盛岡まで行っている。耳鼻

咽喉科等は医師会の医師が協力して専門外来を診ている。  

・ 医学部定員増など医師の養成増員が言われているが、この地域の医師確保には直結

しない。  

・ 医師不足の理由としては、医療の高度化・専門化による相対的医師不足、女性医師

の離職、多すぎる医師業務などがある。  

・ 当面の対策として医師増員も大事だが、地域の市町、医師会、住民の智恵を集めて、

医師にとって魅力的な気仙、魅力的な病院を作っていくことがかぎになる。  

・ 小児科・産婦人科については、県立大船渡病院が地域周産期母子医療センターにな
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っており、気仙、釜石、遠野圏域をカバーしている。産婦人科医師４人で、うち１

人は県立釜石病院に常駐している。足りている状況ではないが、周産期医療情報ネ

ットワークを市町にもつないでうまく機能できればと思っている。  

・ 地域に小児科は少ないが、内科等の医師によって支えられ小児科医療が維持されて

いる。  

・ 県立大船渡病院が一次救急にもかなりの時間とエネルギーを費やしている。初期救

急医療は地域で支えていかなくてはならないということから、大船渡市が検討会を

開くなど、市町、医師会が中心となり検討しているという状況である。  

・ 圏域の基準病床数が７２１、既存病床数が５０６で医療法上は病床数が少ないがそ

れが大きな問題になっている訳ではない。県域内で入院が必要な人の約４人に１人

は他圏域に入院している。療養病床が不足しているという印象はあるが、急性期、

回復期、療養の病棟、介護施設、そして在宅介護、在宅医療、訪問看護とつながっ

ていることが大切である。  

・ 今後も地域で医療職、介護職の研修により、専門職種全体の質の向上に努めていき

たい。  

＜保健・医療・介護・福祉の連携＞  

・ 病診連携、医療・介護連携など、地域全体で前に進めていく必要がある。  

・ 気仙圏域地域医療連携プランが策定され、地域連携クリティカルパスの導入に取り

組んでいる。脳卒中は死因の第三位で、急性期からリハビリ・介護まで切れ目のな

い医療が提供されるよう進めている。  

＜住民参加、住民の理解＞  

・ かかりつけ医を持つこと、不用・不急の場合は救命救急センターを利用しないこと

など住民の理解と協力を得る取り組みをしているが、患者や家族だけではなく住民

全体が「医療は皆のもの」という意識の高揚が必要である。  

○ 県立住田地域診療センターの休床化問題について  

・ ５月に知事がきて懇談会実施、６月に医療局がきて懇談会実施、６月と８月に保健

所主催の懇談会実施、７月に住田町主催の地域医療対策協議会も始まった。  

・ 入院が必要な患者さんの入院は確保されているが、地域の不安や不満が大きいこと

は認識している。例えば、「カテーテル等を交換するときに県立住田地域診療セン

ターでは１泊させてくれたが、今は外来で帰される。家族の見舞いも県立住田地域

診療センターなら半日で終わるのに、今は入院先が遠いので一日がかりになる。内

科の常勤医が不在で町の保健事業や高齢者の施設にも影響が出ている。」など  

・ 住田町の協議会では、県立住田地域診療センターの空きスペースを利用して、宿泊

しながら経過を見ることのできる施設など具体的、現実的解決方法はないか検討中

だ。町だけの問題ではなくて気仙地域全体の問題として考えていかなくてはならな
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い。 4 

・ 救急医療では、重症患者の多くは住田に搬送されていなかったので影響は少ないと

思われる。  

  

                                                 
4 気仙保健医療圏では、地域医療に関する懇談会を設置され、「気仙における地域医

療連携推進についての提言～住民参加による共生社会を目指して～」が 2009 年 10 月

に公表された。  
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（４）気仙医師会長 山浦玄嗣 氏 

       

日時 ２００９年９月２日（水）１５：００～１６：００  

             場所 山浦医院                                       

 

○ 地域医療の課題について  

・ 県立大船渡病院は二次・三次の高度医療を担うのが役割だが、近年コンビニ受診が

目立ち、軽症患者まで押しかけるようになった。  

・ 県立大船渡病院に救急センターが設置される前は、休日・夜間については医師会が

すべて面倒みていた。大船渡市・三陸町と陸前高田市・住田町の２グループに分け

て、各グループに外科・内科の当番医を置いて、４医療機関が休日２４時間当番に

当たっていた。  

・ 県立大船渡病院に救急センターができたら休日当番医に患者が来なくなった。患者

の意識としては、毎日忙しく働いているのに休日や夜間まで迷惑かけるのは申し訳

ないという開業医に対する同情があったと思う。結果的に大病院志向が定着してし

まった。  

・ 休日当番医の必要性も薄らいだということで圏域で外科・内科各１箇所としたが、

さらに患者が少なくなったので、今は圏域で１箇所としている。  

・ その結果、県立大船渡病院の救命救急センターは大変な混雑をするようになった。

患者の意識としては開業医の場合は人間的なつながりが強いが、公的病院の医師は

人間的なつながりが弱いため、思いやり・共感という関係ができにくい。  

・ 県立大船渡病院の医師は、日中勤務した上に一晩中寝る暇がなく、また次の日勤務

という過酷な勤務実態になっている。医師の疲弊、トラブルも発生して、医師も嫌

気がさして次々とやめていくことになった。そこに新しい研修医制度で医師が来な

くなり、さらに過酷な勤務状態に拍車がかかった。  

○ 地域医療対策について  

・ 今まで市町は医療に関しては医師会に丸投げだった。独自の医療政策を持っていな

かったと思う。津波などの大災害に対する対策も考えなければならないがそういう

体制はなかった。そうした中で神戸の大震災があり、災害対策が急浮上して、広域

圏で災害対策が始まった。  

・ 普段の救急医療についても行政はほとんど無関心で現実的には何もしてこなかっ

た。今回、県立大船渡病院が危機的状況になって、県立大船渡病院の救命救急セン

ターを医師会で支援できないかという話も出てきたが、一次救急については市町で

対応すべき政治的課題だ。県立大船渡病院が大変だから医師会に何とかしてくれと

いうのは順序が違う。行政としてきちんとした施策を出してその上で医師会へ協力
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依頼するのが筋だ。  

・ 二市一町で基本的な政策を作るにあたっては医師会として智恵を貸すし、協力をお

しまない。医療に関しても介護保険と同じように広域連合でやった方がよい。医師

会は気仙圏域全体をカバーしており、各市町から個別に言われても困る。  

・ 休日・夜間の一次救急の具体的対応方法はいろいろある。市保健センターに休日診

療所を作る方法。県立大船渡病院の救命救急センターを利用する方法。医師会の医

師を県立大船渡病院の臨時職員とすれば、身分保障や危険手当、医療事故の対応、

給与など行政レベルの問題になってくる。この地域で一番あった方法は何かを相談

して決めていけばよい。  

・ 開業医は増えている。その医師を上手に活用していない。開業医はそれぞれが独立

経営・自由業であり誰からも束縛を受けない。医師会であろうと上から命令はでき

ない。しかし、医師という共同の理念を持っている、職業特有の理想主義を持って

いる。それを引き出して、無理のないように組織すれば既存の医師の力をもっと活

用できるはずだ。  

・ この地域では、MRI、CT、エコーなど高度医療機器を導入している開業医は結構

あり、それらをもっと活用するべきだろう。  

・ 医療・健康をどう守るか、住民運動を起こしていかなければならない。医療は自分

たちが作っていかなければならないものという意識を患者さん達にも持ってもら

わなくてはならない。大船渡市に退職した看護師の会がいろいろなボランティア活

動をしているが、そういう人たちの力も借りて、今ある医療資源をどう活用するか

を考えた方がよい。  

・ 病診連携は今はうまくいっている。病院に紹介した患者を逆紹介して開業医に戻し

てよこすようになった。  

・ 医者は病人だけ見ているわけではない。予防接種、集団検診、学校医などを担って

いる。眼科の医師は圏域全部の学校をみており、大変な労力だ。そういうことの行

政側の評価は低いと思う。  
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（５）岩手県立大船渡病院長 八嶋良幸 氏 

             

日時 ２００９年９月２日（水）１７：００～１８：００  

            場所 岩手県立大船渡病院  

 

○ 近の国の公立病院改革および県立病院再編について  

・ 県が検討しようとしている、独立法人化は難しい選択だ。底辺には医療費抑

制策があるのだろう。しかし岩手の県立病院は数も多く、岩手県における医

療のシェアが大きく、医療の質の確保が問題となるであろう  

・ 岩手の場合、沿岸と内陸で医師充足に大きな較差がある。沿岸部は特に深刻

だ。少ないからますます忙しくなる。そして、時代の変遷のなかで、医師と

患者さんとの信頼関係が希薄になり、クレームが増え、医師のモチベーショ

ンがあがらない。そしてまた医師が去っていくという負のスパイラルに陥っ

ている。  

・ 医師不足が解決すれば、県立病院問題が解決するわけではない。県立病院の

経営の困難さは、国の医療政策による、構造的問題も大きく関係している。

公から民へという国の大きな政策のもとでは、現状での自治体病院の存続は

難しさを増している。  

・ 個人的には、医療の質を保つためには、自治体病院の存続は望ましい。自治

体病院が赤字になるのは、むだが多いのではなく、現在の低い診療報酬のも

とで、良い医療を確保しようとすれば経営的に採算がとれなくなるというこ

とであろう。  

○ 気仙地区の医療  

・ 大船渡病院の県立病院としての大きな使命は救急、周産期医療、小児医療、

がん対策などであろう。救急は、平成２１年度で 14,000 人を超える救急患

者が救急救命センターに来院しており、県内でもトップの状況。しかし、そ

の 80％は一次救急患者。救急センターには専属の医師がいるわけではなく、

本院の当直１名、救命センターの当番に２名の医師が必要。救命センターの

当番はほとんど不眠不休で、翌日休みなくまた勤務にはいる。  

・ 産婦人科医はかつて、県立大船渡病院、県立高田病院、県立釜石病院、釜石

市民病院、そして遠野病院にも配属されていた。現在は、産科医の不足によ

り大船渡に４人体制で集約。気仙と釜石の広域の医療圏の分娩に対処してい

る。集約はしたが絶対的な医師数は不足しており、産婦人科医の負担は大き

い。  

・ 内科医も不足している。平成１７年から１９年にかけて、呼吸器科、神経内
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科、循環器内科がひきあげられ、病院の内科は消化器科だけとなってしまい、

消化器科の負担、医局医師の負担がおおきくなり、救急救命センターの存続

も危ぶまれる状態になった。その後、循環器科が戻りなんとか危機的状況は

脱したが、まだあぶない状態は続いている。  

・ 救急を考えるとき、一次救急は市町村の仕事、二次・三次救急は県の仕事と

いうのが基本だと思う。救急救命センターは本来、三次救急対応施設のはず

なのであるが、そこが夜間診療所化してしまった。筋論からいえば、市町村

が医師会と協議し、夜間診療所を開設できれば理想的だが、財政的な問題や

医師会の先生方の数も少なく簡単ではない。  

・ 大船渡病院は急性期病院であり、国の医療政策のもと、平均在院日数を短縮

しなければ運営上問題をきたす。どうしても早期退院となるためため、地域

連携をしなさいという話しになるのだが、圏域のなかに、地域連携パスを作

れる施設がそろっていないというのも現状であろう。  

・ 医療費抑制策の一環として、昭和６０年の第一次医療法改正から、二次医療

圏単位でのベッド数の規制が始まり、そのツールとして、看護体制が見直さ

れ、平均在院日数縮減がなされてきた。この流れを元に戻すのは簡単ではな

い。とりあえず、病院の崩壊を防ぐため、急性期の病院に対する診療報酬を

厚くしてもらうことが必要だと思う。  

・ 医師が確保でき（これが一番の問題）、有床診療所が経営的になりたつよう

な診療報酬体系になるのであれば、大船渡病院としても住田にベッドがあっ

たほうが良いと思うが、現状では難しい。  
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（６）住田町長 多田欣一 氏 

             

日時 ２００９年９月３日（木）９：００～１０：００  

            場所 住田町役場  

 

○ 地域医療の課題について  

・ 医療体制で充分なものはひとつもない。高齢化の町なので少なくとも内科医、それ

も常勤の内科医がどうしても必要だ。病院の時は内科医２人、有床診療センターの

時は内科医１人いた。無床化になって常勤内科医がいなくなった。無床化になって

不安を抱えている地域にこそきちっとケアすべきと思うが、毎日日替わりの先生と

いう体制で本当にいいのか。高齢者が体調を崩したときに 2～3 日でも入れる施設

がないのは大変な不安となっている。  

・ 今まで胃ろうの管交換は一泊位医師にみてもらいながらやっていたが、今は外来と

いうことになっている。  

・ 平日の午後と土日の診療はない。施設の高齢者が具合悪くなった時は県立大船渡病

院や県立高田病院に行かねばならず大変な時間がかかるし、施設の職員が付き添っ

ていかなければならないため、施設にとっても大変な負担になっている。  

・ 今来ている県立高田病院や県立遠野病院の医師は自分のところの病院もあるので

午前中で帰ってしまう。遠野の院長と高田の院長は、今年だけはやってくれるとい

うことで何人かを訪問診療してもらっているが、それは院長の好意でやってもらっ

ている訳で、来年以降それが継続できるという保証はない。  

・ 今まで病院。有床診療所時代は常勤の内科の先生がいたので、町の保健師と打ち合

わせしながら訪問診療もスケジュールを決めてできた。今はそれができなくなって

おり、地域医療ということからすると大変な痛手になっている。少なくともベッド

がなくなったところには常勤内科医を配置すべきと言っているが医療局は医師が

いないの一点張り。  

○ 地域医療対策について  

・ あくまでも県立の診療センターとしてやって欲しい。町でやっても確実に医師がく

るという保障はないし、財政的にも負担が大きすぎる。県立でやってもらうのが一

番だ。  

・ 町の対応としては医療対策協議会を設置し、地元医師、県立大船渡・高田病院長、

福祉関係団体に入ってもらって診療センターのあり方について議論してもらって

いる。  

・ 花泉のように民間の医師が県立住田地域診療センターを県から譲り受けてやれる

かということになると、仮にそういう医師がいたとしてもいつやめるかわからない
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という不安はつきまとう。私の考えは、県立での住田地域診療センターの維持であ

る。  

・ 現在、夜間に看護師を常駐させているが無駄だ。この間 1 回しか問い合わせはな

い。患者・家族の送迎をタクシーでやるというのも無駄だ。県交通の定期バスの乗

車券を配った方がよい。路線バスの維持にも役立つ。  

・ 地域医療は県がしっかり支えるべきだ。人が住めない状況に県が追い込んでいいの

か。一次は市町村、二次・三次は県というのはおかしい。岩手に県立が多いのは、

もともと県が住民を守るという姿勢があったからだ。医療・福祉・教育の問題は財

政から入ってはいけないものだ。  

・ 地域医療は県がやるべきこと。町村部から県が手を引いてしまうことには抵抗があ

る。県立高校の統廃合問題も同じだ。町村部の高校はどんどん切ってしまって、市

部の方にまとめてしまいたいという考え方がある。本当にそういうやり方で中山間

地帯の教育、医療、福祉、文化を守れるのかという大きな問題がある。医療もその

一角であり、それが切り崩されていくことに大きな抵抗がある。道路特定財源の話

もそうだ。高速道やバイパスが整ったところは道路特定財源はいらないと言うが、

ようやく大船渡、住田にも２車線の道路が出来始めたという段になって道路整備の

金はいらないという話をされている。医療の問題も、県の財政が大変だから町村部

の医療施設は県から切り離していいという論理は許されない。高校もない、病院も

ないところからは人はいなくなる  
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（７）住田町社会福祉協議会（事務局員、ケアマネージャー、訪問入浴介護師） 

             

日時 ２００９年９月３日（木）１１：００～１２：００  

            場所 住田町社会福祉協議会  

 

○ 県立住田地域診療センター無床化の影響  

・ 入院先が遠くなって、一般の人はもちろんだが、特別養護老人ホームに入所してい

る人が一番無床化の影響を受けている。特養入所者は医療に限りなく近い人が多い。 

・ 8 月に入って脱水、肺炎などで入院する人が増えている。県立高田病院に行くとど

の病室にも住田の人がいる状況。県立遠野病院も同じ。県立大船渡病院は、よほど

重篤な人以外はすぐ帰される。今まで県立住田地域診療センターに入院していた人

たちが県立高田病院と県立遠野病院に入院している。  

・ 県立住田地域診療センターの診察は、月火が県立高田病院、水が県立大船渡病院、

木金が県立遠野病院の先生が診ており、入院が必要となればその診てくれた先生の

病院に入院となる。世田米地区の人でも県立遠野病院へ、上有住地区の人でも県立

高田病院へ入院となり、家族・本人の希望の病院には入院できない状況がある。家

族が患者に会いに行く時間が相当かかっている。  

・ 県立高田病院と県立遠野病院の先生が訪問診療もやってくれている。  

・ 県立住田診療センターでも訪問診療やっている。今まで内科医師がいたときは１ヶ

月に１回の訪問だったが、昨年病床数が減り２～３ヶ月に１回の訪問診療となり、

その間に具合が悪くなると訪問診療の前に病院に連れて行かなければならないと

いうこともある。  

・ 今までは住田町は医療・福祉・保健が一体となって充実しており、全国でも評価さ

れていた。関係機関が情報を共有できていたが、今は薄らいできた。訪問入浴に行

って対象者の状態が悪い時、県立住田地域診療センターの主治医に連絡すればすぐ

返事が返ってきたので現場ですぐ対応できた。今は日替わりで医者がかわるためそ

れができなくなっている。  

・ 今までは、週 1 回在宅利用者のケア担当者会議を社協やすみた荘の担当者も

参加して住田町保健福祉センターでやっていた。住田町役場の包括支援センタ

ーが中心になって医師、看護師、ケアマネージャー、訪問介護・入浴の担当者、特

養の看護師、消防職員などで本当にうまくいっていた。そこで在宅の人たちの状況

について情報交換できていた。医師の話を聞くこともできた。内科医がいなくな

ることによって、県立住田地域診療センターで行っていた「在宅医療連絡会

議」会議は、2009 年 4 月以降中止となった。今は、従来からある月 1 回の

「地域ケア会議」だけになっている。そこに県立住田地域診療センターの看護
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師が来て訪問診療している人の状況報告はしてもらっている。  

・ 県立住田地域診療センターに内科の常勤医を配置して、午前だけではなく午後も診

療できるようにしてもらいたい。  

○ 病床復活について  

・ 旧県立住田病院から県立住田地域診療センターになって病床が１９床に減ってし

まったが、病床が残ったのでよかったと思っていたら１年でなくなってしまった。

１９床あった方がいいが、せめて１０床だけでもと思う。  

・ 住民は診療所の無床化を認めた訳ではない。命にかかわることは県にやってもらわ

ないことには、一個人、一市町村だけではどうにもならない。ベッドは何とか県に

戻して欲しいと思いながらも、現実の問題としての対応も考えなければならず、ジ

レンマを感じながら議論をしているという状況だ。  

・ 旧県立住田病院の利用率が下がってきたのは「質」の低下があると思う。住民と一

緒に病院をつくるという思いが病院関係者に必要だと思う。医師と看護師の意識レ

ベルを上げていくことが必要だと思う。  

・ かつての県立住田病院は訪問診療も熱心で、活気があり、先生方が寝ないでやって

いる状態で、看護師さんたちのフォローもすごかった。看護師さんたちの「この患

者さんを何とかしなければ」という愛情・姿勢が家族に伝わってきていた。  

・ 一人の先生、一人の看護師さんの情熱にすがるという訳にはいかない。医療体制全

体の問題として考えてもらいたいと思う。  

○ 行き場のない要医療・要介護高齢者の実態  

・ 今まで軽度で３－４日で家に戻れそうだという人については旧県立住田病院に預

かってもらっていた。そういう方たちの対応が、今は全くできない。その程度の人

は、県立大船渡病院でも県立高田病院でも、「入院のベッドない、在宅に戻ってく

ださい」と言われれば、連れて帰らなければならない。  

・ 1 ヵ月も「下痢」が続いていた人がおり、病院に外来で 3 日おきに通っていた。搬

送も大変。しかし下痢をするとどうしても脱水症状になり、どうにもならなくなっ

て「治ったら連れて帰りますから」ということで、先生を拝み倒して入院させても

らった。  

・ 住田町には介護タクシーがない。社会福祉協議会にストレッチャー付きの車が１台

だけあるが、搬送の時間帯がかち合って本当に危機一髪のような状態で搬送してい

る。以前は搬送の運転はボランティアにお願いしていたが、高齢化して今はいない。

今は家族対応だ。  

・ 急性期の医療が終わると、その時点でみんなどんどん帰されてくる。今までは県立

旧県立住田病院という中間的役割のところがあったので、もうちょっと症状が落ち

着くまで置いてもらってから自宅に戻ってくるというように段階を踏んでやって
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きた。今その中間的なものがない。県立大船渡病院から県立高田病院経由で戻って

くるということもあるが、今は県立高田病院も満床になっているような状態でそれ

もむつかしい。退院してくれと言われても、果たして家につれてきて安心なものな

のか心配だ。  

・ 今は病院に入院していても、「どこに行きますか？家に連れて行ってください。早

く決めてください」です。「ちょっと探す間、待ってください」といっても聞いて

くれない。今生きるか死ぬかで来ているのに、さみしいと思います。  

・ 自宅に戻っても、症状が悪化してまた病院に戻ってしまい、入退院を繰り返すこと

にもなる。入院継続して治療していればもっと早く直っていたと思われるケースも

ある。結局、逆に医療需要を増やしてしまっているのではないかという感じもする。 

・ 退院の時、「日常生活の注意、指導」をくわしく家族に教え、家族が納得した上で

退院させてもらえば家族も自信をもって介護できると思う。具体的に教えてもらえ

ばヘルパーももっと協力ができる。  

・ 陸前高田市にある民間病院に療養病床ができたが、入院費用が月１０万円から１５

万円かかるのでやはり在宅ということになる。  

・ 在宅といっても、介護されるような人が介護しているというのが実態であり、そこ

にこそ大きな問題がある。  

・ 退院後の緊急の受け入れ先として住田町内で考えられるのは、特養施設のすみた荘

のショートステイか、たまたますみた荘入所者で具合が悪くなって入院している人

がいれば、そのベッドを使えるかぐらいだ。  

・ 受け入れる特養施設も、高齢化していろいろ管のついている人が半分くらいいて、

それに対する看護師の体制も不十分で、職員は本当に大変な中で頑張っている。  
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（８）住田町保健福祉課 保健師長 紺野栄子 氏 

             

日時 ２００９年９月３日（木）１３：００～１４：００  

            場所 住田町役場  

 

○ 高齢化問題  

・ 住田は県内で高齢化率が高く、３８．１％だ。しかし、人口も減るが高齢者人口も

減るので全国に先駆けて高齢化率が頭打ちになると予想されている。高齢者が多い

ということで、経済的には年金の方が多い。  

・ 高齢者が多くなってきたことによって田畑も荒れてきている（後継者不足）。老々

介護、1 人暮らしの高齢者が増えてきている。  

○ 予防行政  

・ 現在保健師 5 名、人口比では多いが、高齢者が多く、地域も広いということから

すれば少ないと思う。予防活動に 3 人、包括支援センターに 2 人。保健予防は県

から業務が移譲になったり、報告もの、計画づくりが増え、地域に出て住民のニー

ズを把握したり、家庭訪問する時間が少なくなってきている。３歳児健診など法定

の事業をこなすだけで精一杯の状況。  

・ 保健指導の重点と言えるものはないが、出生数が少ないので子供たちを大事にしよ

うということで妊婦の保健対策に、また生活習慣病の予防対策ということで健診と

運動に力を入れてやることにしている。  

・ 包括支援センターは一般高齢者施策ということで、公民館ごとに６５歳以上の高齢

者を集めて、健康相談、ゲーム、認知予防テストなど午前中２時間、月１回２０箇

所巡回で実施している。  

○ 在宅介護  

・ 住田町は、大家族的考え方で家族間の支えと隣近所の支援があり都会化されていな

い良い面が残っている。介護される方も出来るだけ住み慣れたところを離れたくな

いという人が多い。町内に入院施設がなくなって高齢者の方が町外に行くようのな

って不便になり、介護の面からも大変だと思っている。  

○ 医療・福祉・保健の連携  

・ 医療・福祉・保健の連携は本当にうまくいっていた。県立住田地域診療センターに

内科医がいるうちはうまくいっていたと思う。本当に住民のためにということで頑

張っていた。  

・ 平成６年に保健福祉センターが建ち、役場の保健福祉課と社会福祉協議会が同居し

て保健・福祉が連携し、隣近所・親戚関係のつながりの情報網も利用してあまり町

外に頼らずにやっていた。  
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・ 県立住田地域診療センターは昔から訪問診療をやっており、関係者で在宅医療会議

をやっていた。全体の会議は月１回、医師、栄養士、事務、包括支援センター、鳴

瀬会、訪問入浴介護、特養ホーム等が集まっていた。そのほかに訪問看護もやって

いたので訪問看護師、包括支援センター、訪問入浴介護が集まって月１回の会議を

別途やっていた。在宅の寝たきりで県立住田地域診療センターにかかっている人の

連絡調整をやり、入院が必要になれば県立住田地域診療センターで受け入れてもら

って、地域の人たちは安心して在宅の生活ができていた。今年から内科の医師がい

なくなり、医療の情報が入らなくなって会議は中止になった。  

・ 介護保険関係のケア担当者会議を週 1 回やっている。そこに県立住田地域診療セ

ンターの看護師が入っており、診療所とはそこでつながっているが、診療所とのつ

ながりは希薄になっている。 近は大船渡や高田から訪問看護が入ってきており、

今までのように町内で完結するのはむつかしくなってきている。  

・ 県立住田地域診療センターが無床化し、外来も日替わりの医師で診療も午前中だけ

となった。一番困っているのは「すみた荘」ではないか。すみた荘の入所者で熱が

上がれば診療所で一晩でもみてもらっていたが、今は看護師が付き添って県立大船

渡病院に行かなければならず、入院させてもらえないので、その間看護師が施設に

不在になり大変だ。  

・ これまで県立住田地域診療センターに入院していたのは、県立大船渡病院から退院

して家に帰るには不安のある人や県立大船渡病院に行くまでもない軽症の人たち

だ。そういう人たちは県立高田病院や県立遠野病院に移動した。  

・ 県立住田病院時代には人間ドックをやっていた。医療スタッフの都合がつかずやめ

になったが、県立病院同士の連携をとってできなかったのかと思う。  

○ 病床への考え  

・ 県立住田地域診療センターには 低 10 床は欲しい。高齢者ですぐ家に帰れない人

のために医療の設備のあるところで、1 週間くらい居られるところが欲しい。  

○ 訪問診療  

・ 町内の開業医が訪問診療、往診をやっている。それに県立住田地域診療センターの

訪問診療がある。今は県立遠野病院、県立高田病院でも訪問診療している。訪問診

療は患者・家族の安心になっており、特に老々介護の高齢者にとっては負担が軽く

なる。  

・ 近は在宅看護の需要が増えている。在宅でも胃ろう、経管、吸引、酸素などいろ

いろな機械や管をつけて退院してくる人が多くなった。訪問看護ステーションが町

外から入ってきている。  

○ 老健施設  

・ 老健施設は必要とは思っていない。特養すみた荘と県立住田地域診療センターがあ
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ればよいと思っている。  

○ 無床化の問題点  

・ 一晩でも泊めて様子を見てくれるベッドがほしい。  

・ （事例）一人暮らしの８０歳台の女性で、腰が痛くてたまらず救急車を呼んだとこ

ろにたまたま出くわしたことがある。本人は自分で救急車のストレッチャーに横に

なってしまった。「県立大船渡病院に行ってもこの程度では入院させてもらえない、

その日のうちに帰ってこなくてはならない、帰ってくるといっても足がないよ」と

いって説得したが、「一人暮らしで不安だ」と言って動こうとしない。そこに他か

ら救急要請が入り救急車にはそちらに行ってもらった。本人は「誰か泊まってくれ」

と言う。「うちに来て泊まるか」と聞けばいやだと言う。包括支援センターに連絡

を取ってショートステイを問い合わせたが空きがない。明日の朝ヘルパーさんを寄

こすからということで布団に寝せて帰ってきた。心配なので翌朝行ってみたら大丈

夫起きて歩いていた。高齢者で一人暮らしになるとそうした不安もあり、そういう

ときに一晩でも泊めてもらえるような施設がほしい。２４時間安心して居れるとこ

ろ、一晩二晩から一週間位泊めてもらって様態が落ち着くまで居れるところがほし

い。  

○ 気仙圏域での役割分担  

・ 住田の開業医は旧県立住田病院があったればこそ安心して診療できたと言ってい

る。今は県立大船渡病院へやらなければならないが、重症でなければ帰されてしま

う。  

・ 急性期が過ぎたら開業医の方に戻してもらえばいいのだが、なかなか離さない先生

もいる。医療機関同士の役割分担をきちんとやれば医師の負担は少なくなると思う。 

○ 保健師は足りているか  

・ 足りていない。地域に出る時間が無い。会議が多すぎる。医療の懇談会が医療局、

保健所、県立病院それぞれで開催されている。もっと整理してほしい。県から権限

移譲もされているが、１事業あたりの件数が少ないものもあり、無駄かなと思うこ

ともある。中には進達事務だけというものもある。事務は増えるが人は増えない。 

○ 学校保健・健診について  

・ 県立住田地域診療センターの内科医が保育園と中学校の学校医をやっていたが、内

科医がいなくなって今はやっていない。検診の精密検査（胃カメラ、結核の精密検

査）ができなくなった。その後、結核の精密検査だけは出張診療の際に行ってもら

うことにした。  

・ インフルエンザの予防接種を予約制で県立住田地域診療センターに引き受けても

らっている。小児科の診察日に小児の予防接種をお願いしているが、今年４月から

小児科だけでなく内科も併せて診察しなければならなくなって忙しいので、予防接
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種の一部を開業医にお願いしている。学校での各種集団予防接種は開業医にお願い

している。  

○ 県立住田地域診療センターへの期待  

・ 休止になっている病床を５床でも１０床でも再開してほしい。それが無理であれば

別な形でもよいから何とかしてほしい。保健・医療・福祉は採算を考えてやるもの

ではないと思う。こういうところにお金をかけてやってほしい。  

・ 住田の疾病構造は高血圧、整形疾患、胃潰瘍・十二指腸潰瘍の消化器系で高血圧が

一番多い。内科の常勤医を配置してほしい。介護との連携と言っても日替わりの先

生では無理だ。  

・ この地域でもう一つ必要なのはリハビリ施設。病床１９床は残して、あとはリハビ

リの専門にすれば、大船渡も高田の人もわざわざ大東やリハビリセンターに行かな

くともここで出来るようになる。県南の施設として県立住田地域診療センターを有

効に活用できないものか。  

  

38



 

（９）岩手県立大船渡病院附属住田地域診療センター長 加藤貞之 氏 

             

日時 ２００９年９月３日（木）１５：００～１６：００  

            場所 岩手県立大船渡病院附属住田地域診療センター  

 

・ 住田町における地域医療及び患者の特徴は高齢化のため高齢者の慢性疾患が多い。 

・ ベッド無床化の影響は特にない。入院が必要な人は気仙圏域内の県立大船渡病院、

県立高田病院と隣の圏域の遠野病院に入院している。  

・ 訪問診療は昭和５７年から実施しており、現在も継続している。医師３人いた時は

５０人位みていたが、昨年医師２人のときは２５人位、今は１５人位みている。  

・ 地域の医療と福祉の連携については、連絡会議をつくってやっている。  

・ 年々利用率が減っているので、もう少し利用率をあげて欲しい。無床になったとい

うことは利用していなかったということだ。地元の努力たりなかったと思う。  

・ 県立東和病院がよいモデルケースだと思う。県立東和病院も患者が減っていたが、

病院の新築移転を期に町が老健施設を併設して連携を図る、町営バスで町内各地域

を回って患者さんを病院に搬送するという方法で良好な経営を維持している。旧県

立住田病院も立て直すチャンスはあったが、地域の危機感が足りなかったのではな

いか。５年前に無床化という話があったが取り止めになったという経緯がある訳で、

この間何の方策も取ってこなかったということがこういう結果を招いたのだと思

う。  

・ 国の地域医療があまりにもおざなりだ。療養病床を 10 万床減らして、施設・在宅

を重視するというが、施設入所者も医療は必要になってくる訳で、医療と介護は混

在しているものだ。医療と介護を分離するというのはナンセンスな政策だ。  

・ 医療だけの病院というのはこの地域では成り立たないと思う。東和、藤沢、葛巻に

してもみんな病院の隣に介護施設を置いてそこと連携した病院運営をしている。  

・ 国が医療・福祉をどう考えているのか。後期高齢者医療制度というのも影響は大き

い。今までただでみてもらっていた人たちが、年金から介護保険料や高齢者医療保

険料を引かれ、さらに病院に来れば負担がある訳だから病院にかかりたくてもかか

れない。昔は薬の投与日数が 大２週間だったが、今は３ヶ月で外来患者数は激減

した。国の医療費抑制政策は小さい病院にはもろに影響する。老人や過疎地の医療

がないがしろにされてきている。  

・ 今の医療政策が続くのであれば、地域の大きな病院にマンパワーも財政も集約して、

そこから医師が出て行くという形態でやっていかないと、個々の市町村単位で病院

というのはきびしい時代になっているのではないか。人も財源も分散したのでは病

院一つひとつが成り立っていかないと思う。
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資料２ 地域医療研究プロジェクトの経過 

【2009年】 

1月8日(木) プロジェクト設立に向けた意見交換 

2月9日(月) 第1回研究会（岩手大学） 

3月4日(水) 第2回研究会（岩手大学） 

3月31日(火) 第3回研究会（岩手大学） 

4月2日(木) 第4回研究会（岩手大学） 

4月20日(水) 第5回研究会（岩手大学） 

5月16日(土)

～17日（日）

第1回現地調査（住田町、陸前高田市） 

6月13日(土) 第6回研究会（岩手大学） 

7月15日(水) 第7回研究会（岩手大学） 

8月3日(月) 第8回研究会（県立大学アイーナキャンパス） 

9月2日(水) 

～3日（木）

第2回現地調査（大船渡市、住田町） 

10月6日(火) 第9回研究会（岩手大学） 

11月4日(水) 第10回研究会（岩手大学） 

11月14日(土) 第3回現地調査（住田町） 

12月1日(火) 第11回研究会（岩手大学） 

 

【2010年】 

1月14日(木) 第12回研究会（岩手大学） 

8月18日(水) 第13回研究会（岩手大学） 報告書案作成 

9月6日(月) 現地訪問・意見交換（住田町、大船渡市） 
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資料３ 岩手地域総合研究所「地域医療研究プロジェクト」構成員一覧 

 

（代表者）井上博夫（岩手大学人文社会科学部）  

菅野恒信（岩手県地域総合研究所事務局長）  

桒田但馬（岩手県立大学総合政策学部）  

齊藤 勲（岩手県地域総合研究所事務局員）  

佐々木康夫（川久保病院事務局長）  

春山一男（岩手県医療局労働組合）  

渡辺孝文（岩手自治労連）  
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