
【白川】
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どうも皆さん、御苦労さまです。鹿追町国民

健康保険病院、白川です。よろしくお願いしま

す。

まず、第２７回地域医療現地研究会が今年７月

に北海道十勝の鹿追町と本別町で無事に開催さ

れました。全国から国診協の会員の皆様に大勢、

北海道に来ていただき誠にありがとうございま

した、この場を借りて心より感謝を申し上げま

す。どうもありがとうございました。
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公立病院をはじめとする公的医療機関の果た

すべき役割は、地域において提供されることが

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に

あります。公立病院に期待される主な機能を具

体的に示せば、�の山間、僻地、離島など、民
間医療機関の立地が困難な過疎地における一般

医療の提供、�救急、小児、周産期、災害、精
神など不採算、特殊部門にかかわる医療の提供、

�県立がんセンター、県立循環器センター等、

地域の民間医療機関では限界のある高度医療の

提供、�臨床研修の実地、医師派遣の拠点病院
となる、そのようなものが挙げられます。この

�は、大体１００床未満の過疎地の小病院が担って
おります。そして、�、�、�は、公立病院で
も１００床以上、あるいは２００床以上の都市部にあ

る中核の基幹病院がその役割を担っております。
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公立病院は地域医療の確保のため重要な役割

を果たしていますが、長らく継続した経済不況

や医療費抑制政策のため、多くの公立病院にお

いて損益収支をはじめとする経営状況が悪化す

るとともに、医師不足に伴い診療体制の縮小を

余儀なくされるなど、その経営環境や医療体制

の維持が極めて厳しい状況に陥っております。
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そこで、鹿追町国保病院の運営状況を紹介し

ます。鹿追町は人口５，６００人の町。病院のほかに

診療所が２つ、老健施設１００床、特養ホーム５０床

が１個ずつあります。そして高齢化率２５．５％の、

いわゆる農業を基盤とした町でございます。こ

の高齢化率は、自衛隊の町ですので、周辺の十
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勝では３０％近いんですけども、割と若い方も多

いんです。

標榜科目は内科、外科、小児科、整形外科、

透析もやらせていただいております。病床数５０、

一般２３、療養２７、常勤医は２名です。外来は一

日９０ぐらい来ます。入院患者は４３、そして専門

医はいませんので、専門外来を帯広から手伝い

に来てもらって、小児科は週１回、呼吸器内科、

眼科が月２回、泌尿器科、循環器内科、脳神経

科が月１回、専門外来を開いております。健診、

もちろん乳幼児、学校、町民、結核、骨粗鬆症、

ドックもやっております。予防接種もやってお

ります。それと、訪問診療も月３件ぐらい、訪

問看護は７０件ぐらいやっています。これは民間

の訪問看護ステーションに委託してやっていた

だいております。訪問リハビリもやっておりま

す。特養診療、自衛隊診療、夜間診療など、こ

のように地域の一次、二次医療を担い、プライ

マリ・ケアに力を注いでおります。

また、ケア・ミックスで運営し、一般は肺炎

や心不全などの急性期医療、療養の内訳は特殊

疾患、緩和ケア、終末、リハビリ、社会的入院

までも受け取っております。

地域社会のニーズに応えるためには、専門性

よりも多機能性を重視して、運営のため効率の

悪さを指摘されているということもあります。

包括ケアシステムの確立のために、保健福祉

部門と連携し、住民に安心、満足、幸福を提供

することを目指してやっております。

19995

���b(�w)

20035

�¿gö(�w)

20045

ÊÎ+��:

20065

��ãd

Ði�X��E�÷aÙ(ÒÅ���µ�)

19835

��ó/(�

20085

ùÀ,A()À�

20075

�Ð./�f�Íf�

5

近年の医学部定員数の推移と医療話題を表示

しますと、１９７３年の一県一医大構想に基づき１０

年後には医学部最大定員数８，２８０人に達しまし

た。その後は医師数と医療費抑制政策が２５年間

以上継続されましたが、２００４年の新医師臨床研

修制度開始とともに大学病院が人手確保のため

関連病院から医師の引き上げを全国一斉に開始

したため医師不足が大きな社会的問題となりま

した。もちろん、地域の病院は慢性の医師不足

でございますけども、都心部の自治体病院、あ

るいは基幹病院、中核病院でも医師不足が報道

され、医療崩壊という言葉もこの頃生まれたと

いうことが記憶に新しいと思います。
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それで、２００８年に公立病院改革ガイドライン

が出されました。ガイドラインでは、経営の効

率化、経営形態の見直しなどは不採算地域での

医療提供の困難度や地域包括ケアシステムの実

践を全く無視しており、再編・ネットワーク化

では二次医療圏ごとに都心部の中核的医療を行

う基幹病院と周辺郡部の日常的な医療確保を行

うサテライト診療施設へと再編成しようとして

います。つまり、これは医療資源の中央集約化

を謳っています。
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開設者別に見た病院数の年次推移ですけど

も、全体の病院数でもこの２０年間で１万から

８，６００へと減少しています。自治体病院数に注目

してみますと、１９９０年から２００５年までの１５年間

で１９病院の減少とあまり変化はありませんが、

２００８年から公立病院改革ガイドラインの策定と

同時に自治体病院数は連続して減少し６年間で

１５８病院（全自治体病院の１５％）が消失しており

ます。
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それで、寂しい話なんですけども、病床規模

別病院数の対比では、全国的にも１００から１９９床

規模の病院が最も多く占めていますが、北海道

の自治体病院はその６割以上が１００床未満の小規

模病院で、過疎地に存在しています。
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北海道の自治体病院数では２０１２年９月現在で

９１病院で、２００４年には１０５病院ありましたので１４

病院減ったということになります。小規模な自

治体病院が６割以上を占め、その多くが療養病

床を抱えたケア・ミックスで厳しい運営状況に

あります。平成の大合併と公立病院改革ガイド

ラインの影響で８年間で１４病院、自治体病院の

１３％がなくなっております。
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その間、規模を縮小した９病院は全て１００床以

下の地域に存在している自治体病院でした。北

海道の場合は、自治体病院がこのように小さな

病院しかありません。それが規模縮小化してい

るという現状があります。
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北海道の二次医療圏別の医師数（人口１０万対）

を表した図ですが、二次医療圏トップの上川中

部医療圏３１２と最下位の宗谷医療圏９１では医師数

において３倍以上の格差がついています。北海

道全体での市部と町村部の医師数の比較では、

市部２４９、町村部８７と３倍近い格差があります。
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十勝医療圏での医師数、病床数を人口と高齢

化率と比較してみます。この時十勝医療圏を都

心部は帯広市と音更町、郡部は周辺の１７町村に

分けて検討してみると、医師数（人口１０万対）

では都心部１７９、郡部５６、病床数（人口１万対）

では都心部１９５、郡部５４、十勝郡部では医師数、

病床数において都心部の３０％以下の充足率と３

から４倍の地域格差、医療格差を強いられてい

る高齢化率の高い過疎地ということになりま

す。公立病院改革ガイドラインに関しては、新

臨床研修制度導入時の全国的な都心部の基幹、

中核病院での医師不足を回避することを意図し

た二次医療圏ごとの再編・ネットワーク化の構

築であるため、二次医療圏でも人口の多い都心

部では歓迎されますが、郡部の過疎地ではかえっ

て医療の縮小化、医療崩壊へすでに繋がってい

ます。医師不足があって、都心部の中核病院や

基幹病院は閉鎖させるわけにいかないから、ど

うしても郡部の病院にしわ寄せされているよう

な状況にあるように私は考えているんです。で

もそれは仕方がないというよりも、もっとシス

テムというか、政治的に解消していかなかった

ら、本当に過疎地の医療は非常に厳しい状況で

はないかと、常日ごろから考えております。

以上でございます。どうもありがとうござい

ました。

【村上】白川先生、どうもありがとうございまし

た。

ただいまの白川先生の発表について何か御質

問があればと思いますけど。よろしいでしょう

か。

白川先生、地域格差、医療格差のある北海道

で頑張っていただいているという発表でした。

お体に気をつけて、これからもぜひ頑張ってい

ただきたいと思います。どうもありがとうござ

いました。

それでは、続きまして、次の発表に移ります。

千葉県地方独立行政法人さんむ医療センターの

坂本昭雄様から、「当院の独法化に至る経緯と独

法化後の経過」についての御発表をよろしくお

願いいたします。

【坂本】
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