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Ⅰ . 主催者代表挨拶

箱石 勝見 さん （岩手県保険医協会 会長）
貴重なお休みのところ、各県からお出でいただき、
誠にありがとうございました。また、開催のためにご
尽力頂いたパネリスト、関係者の皆様に厚く御礼申し
上げます。
震災から 1 年 4 ヶ月が経ち、震災前からの医療過
疎の問題が浮き彫りになってくるなど、課題が山積
しています。その中で井上先生の基調講演、被災地の
現状、全国で先進的な取り組みを為されている方々の報告をお聞きし、被災地、
岩手県の地域医療や社会福祉について、これからどのような青写真を描いてい
けばいいのかを共に考えていきたいと思います。
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Ⅱ . 基調講演

大震災と住み続ける権利、
社会保障・健康権
〜世界の被災地から学ぶ〜
講師

井上 英夫

さん

( 金沢大学 地域創造学類・大学院人間社会環境研究科教授、日本学術会議 連携会員 )

座長：私は第一部の座長を務めます東海大学教養学部

参考「生活保護発展の歴史」をご覧下さい）
。私は、震

人間環境学科の廣瀬真理子と申します。それでは基調

災後の日本の状況を見て痛切に感じていますが、今日

講演の講師をご紹介致し

は、新しい人権として「住み続ける権利」を提唱した

ます。金沢大学地域創造

いと思います。

学類・大学院人間社会環
境研究科教授の井上英夫

◆なぜ、住み続ける権利か

さんです。井上さんはた

なぜ「住み続ける権利」を考えるに至ったのか。震災

くさんの著書、論文を発

が契機となり、まさに国の在り方が問われていると思っ

表されていますが、その

たからです。この国で安心して人間らしい生活ができ

根底には共通して「人間

るにはどうするか。結論を述べれば、これには福祉国

が人間らしく生きる権利

家の建設が必要で、
「住み続ける権利」をその中核に据

とは何か」という問いを

え、人権として医療と健康権を保障することが重要で

基調講演座長 廣瀬 真理子 さん
基本に据えて研究されて
（東海大学、日本学術会議連携会員）

す。もっと広く言えば、介護や福祉や年金や所得保障

いる法学者です。それで

は井上さん、よろしくお願いします。

がされなければいけないと考えます。そうした意味の
人権が保障されてこそ、住み続けられる、人間らしく
暮らしていけるということだと思います。

◆人権という「原点」の再確認を
5 年前に金沢の能登半島で大きな地震がありました。

能登半島にある輪島市門前の深見地区（写真 1）では、
地震の後、道路が崖崩れで寸断され、約 70 数名が船で

翌年 2007 年には中国・四川省で地震、2004 年にはイ

脱出しました。過酷な避難所、仮設生活を経て、住民た

ンドネシアのバンダ・アチェでも大きな津波が起きて

ちはここに全員戻ってきたのです。日本海の風が猛烈

います。その都度、現地で災害等を調査し、そこに住

に吹き付け、漁業も住民を大きく潤すほどではありま

む人たちと議論し、一緒に考えてきました。そうした

せん。なぜ住みたいのか当時は不思議だったので、区

ところに東日本大震災による地震と津波、原発の事故

長にその理由を尋ねました。大きな理由として「先祖

が起きました。これは何らかの形で応援・支援をさせ
ていただきたいと被災地に伺うことにしました。
もともと医療を中心に考え、活動をしてきたのでそ
のあたりでお話ししたいと思います。震災以降、
「支援」
という言い方がよく使われています。その基本は「被
災者がまず動きなさい」そして、
「被災者同士助け合い
なさい」
。その上で「国民がこれに連帯しなさい」とい
う感じですね。復興とは「人間らしい生活」ができる
ようにすることで、それは基本的人権を考えることに
繋がるのだと思います。
現代国家は人権保障を大きな役割としており、人々
が互いの人権を保障するのではありませんし、国は「支
援」すれば足りるというものではありません。国、自治
体が保障の主体であることに意味があります（例えば、

写真1「住み続ける権利の原点」
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伝来の土地であり、ずっと住んでいるから」とおっしゃ

気や障害を持ったり、寝たきりになったらそこに住み続

いました。そこには、住み続けたいという強烈な願い

けられない現状があります。医療機関があり、医療或い

がありました。

は福祉のサービスが適切に提供されれば、高齢者になっ

今回の震災では高台移転が検討されています。能登半

ても、認知症になっても、障害があっても、そこで暮ら

島地震をはじめ、過去の災害でも多くの方にお話を伺っ

していくことが出来るのです。そういう地区をつくるこ

ていますが、基本的には生まれ育ったところ、先祖代々

と、それが足りないために医療や介護、福祉が適切に受

住み続けている土地に強い思いがあるのだと感じてき

けられず、子供たちを頼りに住み慣れた土地を離れて

ました。これは日本だけでなく、調査した世界中の被

いくのだと思います。我々はこれを
〝もう一つの過疎化〟

災地でも同じです。

と呼んでいます。

もう一つ、震災前から過疎化、高齢化、人口減という

他方で、人々の住み続けたいという願いをことごと

問題があります。特に独居世帯については、高齢化し病

く潰してきたのも人類の歴史であります。それが負の
遺産、グランウド・ゼロとして残っています。我々は
それを見て、原点・ゼロを確認し合い、そこから出発し、
復旧・復興さらには発展を希求しなければ住み続ける
ことが難しいと思うのです。
◆何を記憶し、何を伝えるか
バンダ・アチェの津波から 7 年が経ちました。日本
のグランウンド・ゼロは広島、長崎にありますし、人
類にとって〝ゼロ〟はドイツのアウシュビッツでしょう。
若い人たちはこういう写真（写真 2）すら見たことがあ
りません。原爆だけでなく核実験による被曝やチェルノ
ブイリ事故、
福島原発事故（写真 3）も同様、
グラウンド・

写真2「アウシュビッツ収容所」

ゼロと言えるでしょう。スマトラ沖地震では約 30 万人、
バンダ・アチェでは津波で約 8 万人が亡くなりました。
津波の恐ろしさがどれほどだったか皆さん同じことを
言われていましたが、被災しても再び住んでいます。や
はり、先祖伝来の土地であり漁業が生活の中心なので
離れられないのです。
我々には、津波の記憶に何をとどめ、何を遺すのかが
問われています。もちろん、報道されなかった現実もあ
ります。我々は津波の酷さ、悲惨さを直視する必要があ
ると思います。バンダ・アチェについても当時ほとんど
報道がされていませんでした。性別も名前も分からな
い状態で人びとが瓦礫と一緒にパワーショベルで片付
けられ、この上に土が被せられグラウンド・ゼロとなっ
ている、これを直視すべきです（写真 4）
。
一昨年ここに行って見て、まさか日本では起こらな

写真3「福島原発事故」

いだろうと思っていました。今では、この姿を日本の
方たちに伝える努力が足り
なかったことを後悔してい
ます。今度の大きな教訓は、
世界で起きたこと、例えば
チェルノブイリで起きた事
は日本でも起きる。これは
災害だけではなく、世界中
で起こることは日本でも起
こりうるし、津波のむごさ
は改めて伝えていく必要が
あると思います。

写真4「バンダ・アチェの『グラウンド・ゼロ』」
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◆震災で浮き彫りとなる「被害の不平等」

う時期ではないかと思っています。

これは県立高田病院の写真ですが、建物の 4 階まで
水がきました（写真 5）
。職員のみなさんが屋上でミー
ティングをしました（写真 6）
。津波で亡くなった患者
さんもいましたが、職員皆さんの懸命の努力で多くの命

◆「住み続ける」ために必要な医療・介護・福祉、社
会保障 〜新たな人権の視点から〜
我々は「住み続ける権利」と人権について考えてい

も救われました。南三陸町の特別養護老人ホームでは、

かなければいけません。図 1 にある通り、住み続ける

他に比べ比較的高台にありましたがすべて流されてい

地域を作るにはいろいろな政策・制度が必要です。堤

ます。ここでは 46 人が犠牲となりました。山田町の老

防や橋、鉄道などハード面は話題になりますが、雇用、

人保健施設では 74 人が亡くなっています。被災した病

所得、医療保障など、あまり語られなかったソフト面

院や福祉施設では、その後、立地が問われることにな

が、
生き続ける上で保障されることが大事です。図 2 は、

ります。

これを人権のレベルでとらえた体系図です。

天災は平等に起こりますが、その被害は不平等です。

結論を言えば、
「住み続ける権利」はソフトな部分を

今回も亡くなった方は高齢者や障害を持った方が多く、

核にしながら、ハードと合わせて、とりわけソフトの

いわゆる社会的「弱者」と呼ばれる方々（私はこの呼

部分の人権が保障されなければいけません。医療でい

び方に反対ですが）は、その後も生活や医療、介護、社

えば健康権の保障が大事であり、医療保障は健康権を

会保障の面で不平等が拡大していく傾向にあります。

保障する上でのシステム、制度である事を改めて考え

医療機関については県立高田病院や県立山田病院、県
立大槌病院などが甚大な被害を受けました。特に、全

る必要があると思います。
憲法 22 条は「何人も、公共の福祉に反しない限り、

国的な病院統廃合・再編の流れの中で、今回の津波は

居住、移転及び職業選択の自由を有する」と規定してい

地域医療の危機を増幅させました。そうした中で人々

ます。まず、居住・移転の自由も人権のひとつとしてこ

の力は希望の一本松にも象徴されるように、生きる力、

れを保障しています。この権利を発展させたものが「住

再生へのエネルギーは凄く、仮設ではありますが病院

み続ける権利」です。健康権を保障している憲法 25 条

や商店も早期に立ち上がりました。被災地に観光でど

(「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営

んどん来ていただきたい、そしてお金を使う、そうい

む権利を有する」) と、その中核である医療の保障を改
めて確認する必要があります。
◆住み続ける権利と自己決定
他国では住民の意見を無視した移転が行われた所も
ありますが、
「住み続ける権利」の基本は、他の場所も
含めて、又、どんな暮らしをするかも含めて自己決定
でき、それを保障するのが国の仕事なのだと思います。
◆医療機関を健康権保障の砦に、医療従事者を人権の
にない手に
そうした意味で、地域医療を再生させるには、一つは
その核としての医療機関を人権保障、健康権保障の砦に
することが大事です。そして、そこで働く医師、看護師、

写真5「建物の4階まで浸水した県立高田病院」

スタッフは健康権を保障するにない手であるというこ
とを認識していただくことも重要です。憲法、医療法、
その他、医療保険、社会保障等の仕組みの中でみなさ
んが仕事をしていることは、まさに人権のにない手で
あるし、そうでなければなりません。
最後に。医師不足、医療過疎の地域に津波が襲いまし
た。医療機関が立ち直っても住民がいない状況が出て
きます。能登の診療所のお医者さんは「周りが砂漠に
なったら何も成り立たない。住民がいて、
医療があって、
健康あってこその復旧・復興、地域の発展の力になる」
と言いました。そのためにはにない手をどう作るかが
大事です。

写真6「3月12日早朝のミーティング」
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◆健康権と自由開業医制

になりました。こうした社会にするために、今の社会

その際に、実は非常に大きな問題があります。日本で

的背景から地域医療はどうあるべきなのか、私たちは

は、医師は自由開業医制となっています。また、スタッ

これを一人一人持ち帰って考えることが重要ではない

フの職業選択も自由（憲法 22 条）です。これを前提に

かと思います。

医療の仕組みが作られています。強制的に「この地域
に行くように」とは言えません。しかし、
震災を契機に、

これで一部の基調講演を終了します。ありがとうご
ざいました。

患者の健康権とにない手である医師等医療者の人権を
どうするのかを、皆さんにも是非考えていただきたい。

* 井上英夫（2012）
『住み続ける権利』新日本出版社

職業選択の自由、とりわけ自由開業医制について考え直
軍事扶助法

旧生活保護法

新生活保護法

○

○

○

約が必要で、ひいてはそれが「公共の福祉」にも繋がっ

す。被災地の人たちは既に十分頑張っています。頑張
るのは国であり被害を受けなかった自治体であり、我々

うございました。

８９年まで

８９年以降

８割

７割

７．
５割

張らなくても、人間としての尊厳と安心が保障される。

８割

少し頑張れる人はそこそこ頑張る、頑張れない人は頑

全額

︵補助︶

５割以内

に強調、強要することに対して、
「頑張れる人は頑張る、

国庫負担

ご自身の最近の著書 * から、あまりに頑張ることを一律

８５年まで

座長：井上さんありがとうございました。井上さんは

○

で考える出発点になればと思います。ご清聴ありがと

△

はやめて、本フォーラムが国の在り方、政策をみんな

一般扶助主義

なのです。被災地の皆さんに「頑張れ」を強要するの

○

すが、それほど頑張らなくてもいいとつくづく思いま

︵審査類似制度︶

国民の権利

今、日本中が「東北頑張れ」の声で満ちあふれていま

保護請求権

◆頑張るのは誰か

︵反射的利益︶

ていくのだろうと思います。

︵４９年より不服申立類似制度︶ ︵欠格条項︶

の深刻な医師不足を考えると、もっと根本的な人権の制

○

ますが、地域医療の存続が危ぶまれ、とりわけ被災地

国家の義務

います。この事を提起すると医療関係者から批判を受け

法

自治医科大学等では地方へ行くことを義務付けてい
ますが、奨学金を返せば行かなくてもいいことになって

護

うか。

救

恤 救 規 則

さなければいけない時期に来ているのではないでしょ

住み続ける権利を確立し、日本をそうした頑張らなく
てもよい社会にしていかなくてはならない」とお書き

図1「住み続ける権利ー政策、
制度体系」

参考「生活保護発展の歴史」

図2「憲法の人権保障と住み続ける権利」
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「被災地における生活の現状、地域に安心して暮らすために」
住民の立場から

佐藤 照彦 さん ( 岩手県山田町 )

◆日増しに募る生活不安、不足する医療、介護の現状

に住んでおりま

私も被災し、
家も全壊してしまいました。普段は
「山

す。 災 害 復 興 住

田町の地域医療を守る会」会長をしておりますが、今

宅は、県 492 戸、

日は被災者の一人として発言します。

町 246 戸、 合 計

はじめに、山田町の被災状況と現状について、資料

738 戸 建 設 す る

1,2 をご覧下さい。死者、行方不明者は 776 人です。

計画です。すぐ建

2011 年 3 月 1 日時点の人口 19,270 人から 2012 年

設できる公有地が

7 月 1 日現在の 17,308 人と、1,962 人減っています。

ないため、民有地

町の人口の 1 割以上が減ったことになり、地域振興

を買い上げようと

にとっては痛手です。働き場を求めて若い人たちが地

県も町も努力して

域を離れています。人口減少の最大の理由は雇用の場

いるようですが、未だ売買契約は 1 件も結ばれてお

がないことです。

らず、建設は進んでおりません。住居の高台移転も、

パネリスト

佐藤 照彦 さん

2 つ目は家屋被災と現状についてです。被災家屋の

織笠小谷鳥地区が 2013 年から造成工事が着工するも

合計は 3,362 棟で、海に面していない豊間根地区を

のの、他の地区はそれ以降になり、完成はかなり遅れ

除くと、55.8% の被災です。被災者の方々は、現在、

るものと思われます。

仮設住宅 1,940 戸、みなし住宅 496 戸、在宅 522 戸

3 つ目は基幹産業である漁業の被災状況と現状で

資料1,2「山田町の被災状況と現状」
「地域医療再生の処方せんを共に考え、
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す。 漁 船 は 登 録 2,138 隻 中、 被 害 は 1,900 隻 で す。

所になり、医師不足は深刻です。震災前の人口 10 万

復旧希望 570 隻に対し、169 隻が完成し、漁民の方々

人あたりの医師数は、岩手県 179 人、盛岡市 264 人、

に受け渡されております ( 約 30％程度完成 )。5 トン

宮古地区 122 人、山田町は 50 人となっており、震

規模以上の漁船が入ってくるのは、まだまだ先です。

災後はますますひどくなっています。介護事業所の被

被災を免れた漁船や中古船を購入した漁業者は、イサ

災状況と復旧予定について、介護老人福祉施設は被災

ダ漁、タラ漁、カゴ漁に出漁しているものの、ごく少

しませんでしたが、介護老人保健施設は利用者・職員

数です。漁船漁業の復興も数年はかかります。カキ・

ともに多くの犠牲者を出しました。施設利用を希望し

ホタテ養殖施設約 4,100 台は全滅です。復旧計画約

ながら待機している方は 15 名くらいと思われます。

2,200 台は完成しました。養殖業者は、カキ・ホタテ

5 つ目は生活に不安を持つ人たちが増え、自殺願望

は 290 人から 150 人に、ワカメは 35 人から 20 人

者もたくさんいる事です。睡眠薬を服用する患者さん

に大幅に減っています。魚市場は、山田・船越湾いず

も増えているそうです。山田町では、町内 43 カ所に

れも仮設市場で再開しています。水産加工業者約 30

仮設住宅 1,940 戸が建設され、完成次第 6 月 1 日か

社のうち、被災を免れたのは 1 社のみで、借り工場、

ら順次入居を開始しました。私は社会福祉法人の理事

仮設、修繕で再開したのは約半数です。多くの従業員

長もしており、障がい者の通所施設・就労継続支援事

が職を失いました。

業所 B 型を運営しています。この作業所の周辺には 9

4 つ目は医療・介護施設の被災と現状です。資料 3

カ所、
475 戸と町内で一番多くの仮設住宅があります。

をご覧下さい。2 階建て建設の県立山田病院は 1 階部

昨年 7 月はじめに入居が始まりました。入居して 2

分が浸水し大規模半壊で現在も休診中です。今、山田

週間ぐらい経った頃、
「仮設にいる多くのお年寄りが

町には病院がなくなり、入院できる医療機関はゼロで

自殺したいと言っている」
「なんとか助けてもらいた

す。同病院は昨年 7 月 4 日から仮設診療所で診療を

い」と知人の行商をしている方が訴えてきました。

開始し、整形外科に加え内科診療も行っています。医
師は 2 名から 3 名体制になり、患者さんは増えてい

◆自殺予防や孤独死の防止に「お茶っこの会」

ます。震災前、4 施設あった医院のうち、被害が無かっ

阪神淡路大震災の経験から、こうした事を心配して

たのは 1 施設、3 施設は取り壊し、1 医院は医師が死

おりましたので、さっそくチラシを配り、昨年 7 月

亡し廃院、1 医院は町内での再建はないようです。平

22 日、第 1 回「お茶っこの会 ( おしゃべりの会 )」を

成 5 年には町内に 9 診療所あったのが現在は 3 診療

開催しました。お年寄りと障害を持つ方々を対象とし
たもので、家族を亡くしたり寂しい思いをしている人
たちが元気になってほしい、津波から助かった命を大
事にしてほしい、自殺者や孤独死を出したくないと
願っての事です。毎週 1 回開催しています。お茶を
飲み、おしるこを食べ、おしゃべりをする、カラオケ
を歌う楽しいひとときです。去る 7 月 24 日で 53 回
目でした。参加者は毎回 30 人前後で、75 歳以上の
高齢者がほとんどです。声を出して歌うと心が晴れる
ようです。12 月からは毎月 1 回、温泉・大浴場にも
行っています。仮設の風呂は小さいので、温泉や大浴
場で手足をゆったり伸ばしたいとの希望が多く、毎回
20 人以上が参加しています。
「お茶っこの会」はお金
もかかりますが、なんとか工面しながらこれからも続
けていきたいと思っています。
住民の大きな不安の一つが、震災後、町内に入院で
きる病院がなくなったことです。入院するには町外の
病院になり、通院にもお金がかかります。治療費より
交通費の方がかかる場合もあります。
こうした実情に、
私共の社会福祉法人では障害者と高齢者を対象にした
移送サービスをはじめました。第 1 次は昨年 7 月〜
10 月の 4 ヶ月間行いました。第 2 次は昨年 11 月か
ら今年の 10 月 25 日までの期間で行っています。昨
年 7 月は利用者総数 51 人でしたが、今年 5、6 月は
500 人を超える利用者となっています（資料 4）
。復

資料3「医療・介護・福祉 被災と現状」

興が進んでいない今日、このサービスは被災者に大変
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立山田病院の再建については、町、町議会、地域医療
を守る会の三者が県知事、県医療局に要望し再建され
る事になりました。山田町民が望む県立山田病院の再
建場所についてのアンケート調査を行ったところ、町
内の浸水区域外を 57.3% の町民が望んでおり、その
方向で町と町議会、地域医療を守る会が県と協議して
場所を決めていく事になると思います。
現在、県立山田病院の副院長が訪問診療に力を入れ
てくださり、月に 100 人を超える患者さんを診てい
ただいています。大変ありがたく感謝しております。
医療で何よりも大事なことは、医師、看護師などのマ
資料4「ためらいを払う通院等移送サービス」

ンパワーです。その上で病院をどれだけ早く建設する
かです。被災者への医療費免除が 9 月で終了します。

喜ばれています。継続的に補助金を受けられれば続け

これらの再延長も必要ですし、通院への援助も必要で

たいと思っています。併せて、補助金がなくなった後

す。

の事については、
障害者、
高齢者が低額料金でタクシー
等を利用できるよう国、県、市町村に要請していきた
いと思っています。
次に、地域で安心して暮らすために何が大事かにつ
いて簡潔に話します。第 1 は雇用の確保。働く職場
が必要であり、
地場産業を復興させることが重要です。
山田町は漁業・水産業が町の基幹産業です。若者と現
役が希望の持てる漁業に、魅力いっぱいの三陸沿岸漁
業に復興させようと、沿岸漁民の皆さんが岩手県民漁
民組合を震災後に作りました（2011 年 10 月）
。そこ
では、岩手県知事と農林水産大臣に三陸沿岸漁業の復
興について申し入れも行っています。内容は、震災前
に復旧するだけでなく、漁業者の所得を向上させ、後
継者を育てる。そのため、サケ資源の公平取分と回帰
率の向上を図り、
サケ刺し網漁ができるようにする事。
現在、11 月〜 12 月になっているアワビ漁解禁時期
を見直し、
所得向上につなげる事。沿岸漁場を破壊し、
水産資源を根絶やしにする底引き網漁、巻き網漁に
ついては、水深 250m より浅い海域での操業禁止と
2 隻びきの操業をやめさせる事。日本の食料と農林水
産業に壊滅的打撃を与える TPP に参加しない事。放
射能汚染による農林水産業への影響は深刻であり、原
発ゼロと青森県六ヶ所村の核燃料再処理工場を廃止す
る事など、これまでの政策を転換し、沿岸漁業者が三
陸の漁村で安心して暮らせるようにする事です。その
他、企業の立地を促進する観光産業の復興はもちろん
です。
第 2 は、安心して住める家の確保です。高齢者の
皆さんは、持ち家を持つ事はきわめて厳しく、災害復
興住宅の建設を待ち望んでいます。
土地の造成を急ぎ、
戸建ての災害復興住宅を早期に建設することが重要で
す。そうして、学校の校庭や公園に建設されている仮
設住宅をなくし、子供たちがのびのびと育つようにし
たいものです。
第 3 は地域で安心して住み続けるためには、医療、
介護、福祉の充実が不可欠です。入院機能を持った県
「地域医療再生の処方せんを共に考え、
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「気仙医療圏における陸前高田市の医療と青写真」

パネルディスカッション

パネリスト

医療従事者の立場から

石木 幹人 さん

石木 幹人 さん ( 岩手県立高田病院院長 )

◆経営が軌道に乗り

NST 小委員会、リハビリ小委員会、排泄小委員会 ) を

かけた矢先の震災

作り、高齢者特有の問題を考えながら病院全体で頑

県立高田病院は

張って知識を深めていく取り組みを平成 16 年の後半

こ れ ま で、 人 口 が

ぐらいから始めました（スライド 1）
。今でも週 1 回

24,000 人 あ っ た 陸

トータルケア回診を行い、これには全職員が参加して

前高田市において岩

います。このほか外来活動もいろんなことを考え実行

手県気仙地域の二次

しました。訪問診療は前から行っていましたが、終末

医療圏を担っていま

期医療も追加し、状態が悪化したときはその都度訪問

した。その中に県立

し、激しい症状のないときは家族との話し合いの上、

病院は 3 つ ( 大船渡

同意を得た場合は在宅で看取りも出来るようになりま

病院、高田病院、住

した。糖尿病外来は専門医に月 2 回来ていただきま

田病院 ) あり、当病

した。スタッフや医師、薬剤師、近隣の開業医の先生

院は海岸から 1.5km、海抜ほぼ 0 メートルのところ

にも声をかけて、勉強会を専門医が来る都度開催し、

にありました。海岸沿いに 7 万本の高田松原があっ

診療のレベルを上げていきました。薬剤師さんも一緒

たので海が見えませんでしたが、津波を経験してから

に参加し知識を得るので、医師にも緊張感がうまれ、

は病院から海が随分近かったのだと感じています。

効果が上がりました。禁煙外来については経口薬の効

私は平成 16 年に県立高田病院に赴任してきました。

果などもあり、
成功率 8 割を実現しています。しかし、

当時は医師不足がどんどん進行し、同年 4 月に婦人

職員の喫煙率が下がらず、平成 19 年よりこれを実施

科が撤退、2 病棟が 70 床 1 病棟に縮小されました。

していますが、職員で禁煙したスタッフがほとんどい

平成 17 年には基幹病院の県立大船渡病院から呼吸器

なかった点が残念です。

科、循環器内科、神経内科が相次いで撤退し、平成

その他、ほほえみ外来 ( 寝たきりや車いす患者さん

18 年には消化器内科 1 科のみになってしまいました。

の予約外来 )、バス優先外来 ( 路線バスで来院の患者

急患も内陸まで連れて行かなくてはならない状態でし

を優先的に診療することにより、帰りのバスに間に合

た。また、同年から住田病院の病床が縮小され有床診

わせる ) をこれまで実施し、平成 23 年から、さわや

療所になり、平成 21 年には無床診療所となりました。

か外来 ( 認知症外来 )、いきいき外来 ( 在宅酸素療法

このように医師不足が地域全体で進んでいきました。

の患者さんの予約外来 )、ほっとつばきシステム ( 在

そこで高田病院をどうするか考えたのが、県立大船

宅療養、施設入所患者さんの支援システム、訪問診療

渡病院を支える機能と、高齢者を支える医療、陸前高

患者さんの急変時入院システム ) などを本格的に導入

田市の二次救急機能を担うことであり、看護職との連

する予定でした。これらを踏まえ「気仙在宅医療を支

携、市役所、住民等との連携を目標に掲げて進んでい

える会」を立ち上げようと、昨年 2 月 26 日に記念交

く事でした。まず、高齢者の医療についてはトータル

流会を行いました。こうした様々な活動により病院の

ケア委員会 ( 嚥下・口腔ケア小委員会、褥瘡小委員会、

経営が改善された矢先、震災により全てを失ってしま

スライド1

スライド2
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から支援が入りましたので、立ち上げた場所に最低 1
チームをあてがうことができ、我々は 23 日から 2 週
間休むことができました。4 月 4 日に再出発し、全職
員のグループワークによる今後の方針や目標、対応に
ついて話し合いました（スライド 3）
。地域のコミュ
ニティーセンターで、カーテンにより診療科ごとを仕
切り、外来を始めました。7 月 25 日には新しい外来
棟が立ちました。こじんまりとしていますが使いやす
く、朝は患者さんと一緒にストレッチをしてその日を
スタートさせます（スライド 4）
。また、住民との対
話ということで、健康講演会も再開し、仮設生活によ
る生活不活発病予防のための体操なども広めています
スライド3

いました。

（スライド 5）
。
今年の 2 月 1 日には病棟が再開しました。現在は
被災前と比べると医師の数も増えて充実しています。

◆医療・介護・福祉と行政の連携で魅力ある病院づく

特殊外来も被災前に考えていたものを再開でき、健康

り

増進外来も一関市国保藤沢病院を参考に行っていま

被害状況ですが、入院患者 52 名うち、12 名が第

す。

一波で亡くなりました。39 名を屋上に救出しました

病院復興の考え方について（スライド 6）
、気仙地

が、そのうちの 3 名が翌日までに亡くなりました。

域医療圏に於いて高齢者医療を充実させるためには福

翌日、ヘリで 36 名の患者、74 名のスタッフが搬送

祉・介護・行政との連携が欠かせませんので、こうし

されました。何もない中、3 月 13 日から診療を再開

た施設の近くに病院が建設されることを望んでいま

しましたが、患者さんが殺到することになります。個

す。そして、若い先生方にも来てもらえるような活発

人医療機関含め、陸前高田市内の医療は崩壊状態でし

な病院を目指して今後も頑張っていきたいと思いま

た。14 日に大きな避難所を廻って救護所の立ち上げ

す。

場所を選定しました（スライド 2）
。20 日頃には全国

スライド4

スライド5

スライド6

「地域医療再生の処方せんを共に考え、
明日の街づくりに活かそう 〜医療・介護・福祉 / 社会保障 in 花巻〜」 10

第

2部

パネルディスカッション

「医療過疎地からの再生 〜『健康と福祉の里』を築くまで〜」
医療従事者の立場から

佐藤 元美 さん ( 一関市国保藤沢病院事業管理者 )

◆地域の医療、雇用、生活不安 〜問われた地方自治

てくるときは冷た

の「存在意義」〜

くなってしまって

私は日本一権威のない病院長を目指しています。す

いる ( 町外で 7 割死

なわち住民に近い、患者に近い医療をやることが重要

亡 / 当 時 )、 こ れ は

だと思っています。
藤沢町は県南の県境に位置します。

尊厳に関わることで

山の中にあることから公共交通機関に恵まれない所

もあるでしょうし、

です。藤沢町は平成 23 年に一関市に合併されました

何より住民は自分も

（スライド 1）
。昭和 26 年から続いた当時の県立藤沢

こうなるのではと恐

病院が昭和の大リストラにより 30 病院から 28 病院

怖感を持ってしまい

に減った際にその対象となりました。医師不足や経営

ます（スライド 2）
。

難により千厩病院に統合され、昭和 48 年になくなり、

早めの入院をするた

平成 5 年に現在の一関国保藤沢病院ができるまで 25

めに町を離れたりす

年間病院のない町でした。病院がないと暮らしが困難

る方もいらっしゃいました。若者には職場を与えられ

で、健康不安などから自殺者も多い町になる事が考え

ず、老人に死に場所も与えられないのであれば、地方

られます。幸い、病院ができてからは自殺者が減って

自治の意味がないと町のみなさんが決心して建設が決

います。

まったのです。裕福ではなくで、時に「第 2 の夕張」

それまでは町の人が亡くなるときに町外に連れて
行っていたのですが、これまで平穏に生活して、いよ

パネリスト

佐藤 元美 さん

と揶揄された町だっただけに、財政的には難しい判断
だったと思います。

いよ最期というときに家族や友人と離れて、次返っ
◆住民と一緒の医療は質と満足度を上げる
私は平成 4 年に藤沢町に来て、翌 5 年に病院がで
きました。藤沢にお世話になって 20 年になりました
が、とにかく病院の会計を改善しながら個人の負担も
減らすことを目標にしました。財政的に厳しい町では
どこかだけ儲かっても、どこかで儲からないのでは帳
尻がつきません。そのために、まずは予防に力を入
れ、受診回数を減らして交通費も減らすようにと患者
バス 2 台を無料で運行させました。訪問診療で 150
世帯に行っています。平日午後や土曜日も外来を実
施し、救急を減らす努力をしています（スライド 3）
。
普通の時間帯に患者さんが来やすいようにするなどし
た結果、黒字化を達成でき、患者満足度も上がりまし
スライド1

スライド2

スライド3
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た。今では旧町民の 8 割が地元で最後を迎えています。
現在の病院は古い役場の庁舎の近くに建てられ、老人
介護施設が隣接しています。3 つの財布をそれぞれ考
えながら無駄のない医療をするためにこのようなレイ
アウトになりました（スライド 4）
。
住民との交流もまた医療の質を高めます ( スライド
5)。私たちの仕事を住民に知っていただきながら、逆
に私たちも住民の暮らしを知る努力をしました。住民
の要望を聞くために、私たち自らが積極的に地域に出
るような試みを 19 年間続けた結果、運営には寄付な
どの協力もいただけるようになりました（スライド
6）
。また、研修医育成のため、研修医の報告会を公
スライド4

開することで刺激となり、外来研修もうまくいってい
ます。住民と一緒の医療は質も高く、住民、医療従事
者の満足度も上がることを全国に知らせたく、地域医
療セミナーを 3 年前から町のお祭りと合わせて住民
と一緒にやっています。今年も一橋大学の先生、看護
学生、医学生、若い医師がお祭りで楽しみ、家庭訪問
をしながら地域で暮らすこと、医療をすることの意味
を考えています。また、糖尿病の患者さんには治療を
押し付けるのではなく、その人にあった解決法を診察
室の中で一緒に考えるよう、健康増進外来をやってい
ます。この取り組みは全国で 5 カ所やっていて、今
後も発展していくと思われます。以上の取り組みの結
果、
藤沢町の医療費は岩手の中でも低く維持しながら、
寿命も比較的長くになっています。

スライド5

被災地の医療の復興、復旧は大きな課題です。近代
的なインターネット技術、医療機械で解決という意見
もありますが、やはり、医療者と患者さんが本当に理
解し合って、身の丈にあった持続できる医療を真剣に
考えることこそ第一歩だと思います。

スライド6
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「陸前高田市におけるフィールドワークを通じて」

パネルディスカッション

医学生からの報告

書上 奏 さん ( 群馬大学 医学部医学科 3 年 )

◆医学生として何
ができるかを考
えた
昨年 8 月に医
学生ゼミナールの
企画で、震災直後
の現地に行って現
状を知り、現地の
声を聞きたいと陸
前高田市でフィー
ルドワークを行い
パネリスト

書上 奏 さん

ました。昨日も 1

年ぶりに同市を訪問しました。
多くの命が犠牲となり、

スライド2

哀しみと絶望の淵に立たされた歴史的大震災の年に医

災を忘れないでいてほしいという言葉を頂き、フィー

学生であったことの意味を重く受け止め、私なりに被

ルドワークに参加できなかった仲間にもこのことを伝

災者に思いを寄せ、自分に何が出来るか考えてきまし

えました（スライド 2）
。戸羽市長をはじめ、行政職

た。

の方々、
医療従事者の方々自らも被災者でありながら、

フィールドワークでは震災後間もない大変な状況の

家族の安否も分からないまま目の前の人を助けたいと

中、たくさんの方々にお話頂きました。仮設市役所で

いう一心で働いていたこと、大きな絶望の中でも、こ

は戸羽市長はじめ、職員の方々、保健師さんなどから

れからの地域医療、地域社会を再生するために課題と
向き合っていたことが分かりました。
参加者の中には、
「私も緊急時に適切な対応ができるよう、患者に寄り
添える医療者になりたい」
と感じた学生もおりました。
また、
「テレビだけではわからないような被災地の現
状を目の当たりにし衝撃を受けましたが、被災者の言
葉は力強く、私自身も被災地に貢献しようと思った」
という声も聞かれました。
全国の医学生は東日本大震災から何を考え、どう行
動したか。全国の医学部自治会が加盟している全日本
医学生自治会連合は、福島県立医科大学や群馬大学、
岐阜大学など、全国 25 の大学でアンケートを実施、
計 1,940 名の医学生から回答を得ました（スライド
3）
。結果では、
「日頃の実習や勉強をもっと頑張ろう

スライド1

震災後の市の課題、震災後の派遣活動の様子をお話い
ただきました（スライド 1）
。避難所となった高田第
一中学校では、被災者の方々と接し、当時の様子をあ
りのままに伝えて頂きました。また、7 月 25 日に開
院した県立高田病院の外来を石木院長、昨日も鈴木事
務局長に案内していただき、津波の被害が大きかった
旧県立高田病院の被災状況を確認することもできまし
た。夜に行われた学習交流会では、高田病院のスタッ
フのみなさんと懇談をさせて頂きました。フィールド
ワークを通じて大震災の被害の大きさを感じ、そこに
はひとりひとりの生活があったのだと改めて実感しま
した。現地の方々から、まずは現場を見て欲しい、震

スライド3
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と思った」や「被災の状況をもっと知りたい」と考え
ている学生が多くいることが分かりました。また、
「医
学生であっても医療行為が行えないことにもどかしさ
を感じたが、他にも何かできることがあると、ボラン
ティア活動を通じて感じた」
「被災者を医療面でサポー
トしている医療スタッフの方をテレビで見て、そうし
た医療者になれるよう頑張る」というコメントもあり
ました。震災に向き合い、将来の医師像を模索し、将
来、よりよい医師となって社会に貢献したいと思う多
くの医学生がいたという、この結果を広く社会に発信
したいと思い、医学生ゼミナールや医学教育学会で報
告してきました。今後も引き続き発信を続けていきた
いと思います。
◆安心して暮らし続ける社会の実現は医療者の使命
最後に、医療者の役割は健康の守り手です。これま
での被災地における地域医療、地域社会再生の取り組
みから、人々の命、生活を守る将来の医療者として私
たちが大切にすべきことは、震災当時に行われた「被
災者に寄り添う医療」だと学びました。
日本、世界の情勢は刻々と変化しています。その中
で、被災地はどういう状況なのかと瓦礫撤去ボラン
ティアなどにも行きました。被災地のために私たちが
できたことは些細なことであり、復興までの道のりは
厳しいとも感じました。しかし逆に、これからどう復
興していけばいいか私たちが考えるきっかけにもなり

スライド4

ました。
健康の守り手として大切にしたいことは、①今なお
仮設住宅で暮らしている方に思いを寄せること②どの
ような専門を持つ医師でも、喪失体験を持つ方々の心
のケアを学ぶこと③被災者の方々を苦しませているも
のを社会全体の問題として広い視点で捉えること④震
災前からの問題となっていた医療者不足、経済発展効
率のみを重視した結果、命や健康を脅かされている社
会構造̶。これらは震災によって浮き彫りになりまし
た。このような問題に取り組むことも健康の守り手と
してすべきことだと思っています（スライド 4）
。そ
して私たちは震災後の社会を担っていく者でもあり、
被災者、災害弱者となり得る人々、医療を受けたくて
も受けられない人、今最も困っている人々の視点に

スライド5

立って医療を取り巻く社会の問題を考えなくていけま
せん。被災地の現状と向き合い続け、誰もが安心して
暮らし続けることのできる社会を、医療者として実現
する使命があります（スライド 5）
。
今年 8 月 9 日〜 12 日の「第 55 回医学生ゼミナー
ル in 群馬」には、全国の医療系学生が集まり、震災
後社会の今をありのままに学び、よりよい未来をつ
くっていくためには医療者としてどのようなことがで
きるのかを自分達なりに探っていきたいと思います。
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「岩手県医療再建計画について」
行政の立場から

高橋 勝重 さん ( 岩手県保健福祉部保健福祉企画室企画課長 )

◆質の高いサービスの継続的な提供と、保健・医療・

を 入 れ、21 年 度

福祉提供体の構築めざす

のセミナーには国

県内外からのご支援、
ご尽力に感謝を申し上げます。

保藤沢病院の佐藤

まず、発災時は県内高校生を対象にした医学部セミ

元美先生にも講師

ナーを開催しておりました。県内から 123 人が参加

を務めていただき

しましたが、以降のプログラムを全て中止しました。

ま し た し、22 年

沿岸部の生徒は帰宅できなかったため、盛岡市内のホ

度のセミナーは教

テル、避難所の小学校で 2 晩を過ごされました。家

育委員会と初めて

族と連絡が取れない、地元の状況が分からない中で冷

一緒に取り組みま

静に対応していただきました。心中を察すると大変

した。そうしたと

だったと思いますが「来年も参加したい」という言葉
に励みを感じ、以降も仕事を進めております。

ころでの発災でし
パネリスト

高橋 勝重 さん

た。

震災前の岩手県の医療について、最も大きな課題は

本年 5 月 1 日現在の医療提供体制の復旧状況につ

医師不足に伴う地域医療崩壊の危機ということが言

いて、病院は仮設施設により診療を再開しています

えます（スライド 1）
。医師数は増加しているものの、

が、病床も再開しているのは県立高田病院 1 件です。

全国水準を下回っており依然として格差が大きい状況

被災した診療所の 76%、歯科診療所の 78%、薬局の

にあります。また、県庁所在地である盛岡市や県央部

68% が再開しています。これまでの復旧が進む間、

に医療機関が集中しており、特に被害の甚大だった沿

発災当初からの医療を担ってきた全国の DMAT、医療

岸部や県北で医師が少ない状況にありました。併せて

救護チーム等の皆さん、現在も続く県内外からの支援

特定診療科の医師不足もあり、小児科、産婦人科は医

に改めて感謝申し上げます。

療機関の偏在が大きいという状況でもありました。こ

昨年 8 月、県では復興計画を策定しました。基本

れらに対応するために、医師のライフステージに合わ

計画、実施計画で構成する内容になっており、私は保

せた様々な視点からのアプローチで、医師の確保、県

健・医療福祉の分野を担当していますが、この分野で

内定着を図るため、平成 17 年 3 月に「医師確保対策

は、まず、被災した医療機関や社会福祉施設等につい

アクションプラン」を策定して様々な取り組みを実施

て早期に機能回復を図るほか、被災地での保健活動や

してきました。奨学金制度にも力を入れ、順次、制度

心のケアに取り組みます。また、新たなまちづくりに

を拡充しています。3 制度合わせて新規貸付枠 55 人

おいて質の高いサービスを継続的に提供できるような

を確保しています。今後は平成 28 年度頃に考えてい

保健・医療・福祉提供体制の構築をめざそうと考えて

る奨学生の本格的な輩出に向けて、地域における医師

います。医療再生の進め方について、これは構想手順

確保、医師に地域に来て欲しいという切実な願いと、

を被災者の生活に対応して示したものです（スライド

一方で医師のキャリア形成の考え方が両立するような

2）
。常に今の体制・機能を低下させることなく、新

配置調整の仕組み作りを検討しているところです。ま

しいまちづくりに対応した医療機関の復興支援や従事

た、このように進学者の確保・拡大の取り組みにも力

者の確保、保健福祉との連携強化を進めていくことが

スライド1

スライド2
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課題です。医療施設の復旧の進め方については、移転
先の確保等、直ちに再建が難しい先生方には仮設診療
所での診療活動後の再建を計画して頂いています。災
害復旧補助については、補助対象施設の拡大が必要な
ほか、使い勝手の悪さに問題があり、改善を国に要望
していたところ、
「地域医療再生臨時特例交付金」が
措置されました。岩手県には約 176 億円が交付され、
十分とは言えませんがおおよそのところ復興財源が確
保されました。復興計画では、被災施設の本格再建を
メインにご覧の 4 本柱で取りまとめております（ス
ライド 3）
。施設整備については県立病院の再建を含
めてまちづくりと連動して具体化を進めていきます。
また、ICT の活用方策等についても今後本格的な検討

スライド3

を進めますが、最終的には予算編成や県議会の審議を
経て決定されるものです。復興に向けては地域のプラ
イマリーケアが確保されることが重要なので、ご覧の
ような形で（スライド 4）
、特に開業医の方の早期再
建を積極的に進めたいと考えています。
◆被災地の医療提供体制の再建を住民と一緒に
これまではハード主体のお話でしたが、地域全体で
どのような医療を提供するのか併せて考える必要があ
ります（スライド 5）
。本年度は医療法に基づく医療
計画である県の「保健医療計画」の見直し時期でもあ
りますが、25 年度からの新しい計画に向けて在宅医
療の推進や奨学生医師の配置調整の在り方を含む医師

スライド4

確保対策、災害時医療提供体制の充実等が全県的な課
題です。現在、各圏域でも検討が始まりましたが、被
災地では復興の取り組みと連動しての議論が重要であ
ると思っています。在宅医療については、医療・介護
資源の偏在などを多職種の連携やネットワークで克服
し、ニーズに応えることが必要だと考えています（ス
ライド 6）
。目指すところの地域包括ケアシステムの
構築が課題ですが、一方で被災地だからこそ重要な取
り組みであるという声も大きいです。住み慣れた地域
で安心して生活していくことができるよう進めていく
必要があり、地域に合った進め方で、出来るところか
ら高みを目指す方策について、介護保険を担う市町村
とも連携して考えていきたいと思います。

スライド5

終わりに、本県では平成 20 年から県民総参加型の
地域医療体制作りに力を入れてきました。国保藤沢病
院の取り組みなどを参考に、各圏域で保健所を中心に
地域説明会、出前講座、意見交換会等を開催していま
す。また、医療を支える地域住民の活動も広がってき
ています。被災地では今後の医療提供体制の再建に向
けて、医療・行政関係者の話し合いも始まったところ
ですが、そこでは住民も交えて議論を進めることも大
事だと考えています。目指すべき地域医療の姿はどう
いうものか、どうすれば近づけるか、住民の方々にも
一緒に考えていただきながら着実に復興を進めていき
たいと思います。

スライド6
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「陸前高田市の医療、介護、福祉のこれから」
行政の立場から

菅野 直人 さん ( 陸前高田市民生部長 )

◆県立高田病院を中心に、医療・介護・福祉施設の集

能も備えた施設を 1

中エリア創設

箇所に集めて高台に

はじめに、皆様から様々な形でご支援を頂き、改め

作りたいとして復興

て感謝申し上げます。被害状況について、津波により

計画の目玉にしてい

沢山の人命と財産を失いました。行政機能もほとんど

ます。近くには高齢

を失った中でのスタートでした ( スライド 1）
。医療

者福祉施設もあり、

機関については 4 つの開業医が廃業し、2 つの医院が

一体的な整備ができ

6 月から再開しています。介護サービスは従前通りほ

るものと期待してい

ぼ復活しました。全国から医療チームの支援をいただ

ます。主要事業につ

き、自治体からの職員派遣については、昨年 62 人、

いてはスライドをご

今年は 58 人の職員に応援にきていただいています。

参照ください ( スラ

陸前高田市の復興に向けて、昨年 12 月に震災復興

イ ド 3）
。この過程

パネリスト

菅野 直人 さん

計画を策定しました。その中で、
「市民の暮らしが安

の中で、
「保健医療福祉未来図」
、別名「たたいてちょ

定したまちづくり」として、保健福祉、介護医療の総

う台」というものがあります ( スライド 4）
。当初、

合的システムに支えられた市民一人一人の居場所が陸

災害時は全体的なミーティングが医療関係者により行

前高田であるということを掲げました ( スライド 2）
。

われましたが、その中で現状把握と課題共有を図って

その構築の過程で、保健医療福祉集中エリアの創設と

いこうということで「包括ケア会議」の 1 回目を昨

いうものがあります。これは県立高田病院、保健セン

年 3 月 27 日に開きました。その後、市の復興の道筋

ター、ふれあいセンターに地域包括ケアセンターの機

について、様々な形で協議を進めて参りました。今年
の 4 月からは更に一歩進めて、未来図会議として復
興に向けた具体的な事業を具現化していくためのもの
にしていこうと進めているところです。
人が集まって、
色んな意見を出し合っていこうという「はまってけら
いん、かだってけらいん」という陸前高田の言葉で、
未来図を一緒に作っていこうと取り組んでいます。
◆「住み続けたいまちづくり」を市民との恊働で
これからの取り組みについては、保健関係は今年か
らガン検診等も受けられるまで回復してきました。一
方で震災で保健師を 5 名亡くしましたので、新人の
保健師は大忙しですが、9 月には第 3 回目の全戸対象
ローラー作戦を行い、その後の生活環境も変わってお

スライド1

スライド2

スライド3
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りますので、その辺りのお話を聞けるのではないかと
思っております ( スライド 5）
。保健医療福祉集中エ
リアの創設について、施設整備の関係を中心としなが
ら、それを機能させるための地域包括医療システム構
築が重要だと考えています。
高齢者対策ということで、
在宅、介護の横の連携ができるような具体的整備に力
を入れていきたいと思います ( スライド 6）
。
これは高齢者人口の状況です ( スライド 7）
。震災
で一時的に高齢者が減少しましたが、今後は高齢化率
が高くなっていく事が予想されます。仮設住宅でも高
齢者だけの世帯が 479 世帯、700 名が暮らしてらっ
しゃいます。そういった方への対応が今後の課題とな
スライド4

ることから、災害公営住宅では下層階を高齢者向け仕
様にしたり、サービス付き高齢者向け住宅など、ある
程度集合住宅にまとまって頂いて集中的な介護サービ
ス等が行われるような住宅整備が必要だと考えていま
す。ただ、現在は高台移転として被災された方々の住
宅を造ることが最優先になっていますので、これらと
一緒に考えていきたいと思います。通院支援ではバス
等もありますが、様々な形で今後の検討課題だと思っ
ています。先ほども触れました「居場所」については、
一人一人が安心して陸前高田市に住み続けたいと思う
ようなまちにしたいと考えており、そのためにも行政
機能の回復を第一に、市民と協働した地域づくりを進
めていきたいと思います。ハード面では集約的・一体

スライド5

的に整備する一方で、ソフト面では多面的、重層的な
システムを構築していきたいと思っています。復興の
段階に入ったばかりです。今後とも皆様の継続的なご
指導、ご支援をいただければ幸いです。
最後に、7 万本ありました松が奇跡的に一本残りま
したが、私たちはこれを希望の証として残していこう
と思っています。
「奇跡の一本松保存募金」を始めま
したので（スライド 8）
、併せて皆様のご協力を賜れ
ばと思っておりますのでよろしくお願い致します。

スライド6

スライド7

スライド8
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「院内開業制度について」
地域医療を守る全国の取り組み

古田 晴人 さん ( 市立芦屋病院事務局長 )

◆院内開業は方式は究極の病診連携

が有効であり、究

〜病院の医師不足を解消し、診療所の再建にも貢献〜

極の病診連携だと

私からは被災した自治体病院の勤務医不足の解消と

考えています。こ

診療所の再建について、院内開業方式の有効性につい

の方式は病院のフ

て発表させていただきます。被災した自治体病院の医

ロアを開業医に借

師不足について、医療機関が壊滅的被害を受け、復旧

りていただき、そ

復興が長引く中で、どう医師を確保していくかが課題

こで診療していた

となっています。一方、被災された診療所の再建につ

だきます。当院で

いても今後、土地取得においても土地造成が必要とさ

は平成 18 年から

れ、聞くところによると 5 〜 6 メートル地盤の嵩上

実施しています。

げもあることから、その確保が長引くことも考えられ

住民に対して医療

ます。また、建築費、医療機器購入についても借金し

サービスを低下さ

なければいけませんし、医療技術者などの「人」の確

せずに、病院の医師不足も解消できるとして、全国で

保の問題もあります。開業医の全国平均年齢は 59 歳

初めて採用しました。芦屋市は、大阪と神戸に挟まれ

ですので、今から開業すると、このようなリスクをす

た人口 9 万人ほどの小さな都市ですが、そのような

パネリスト

古田 晴人 さん

べて抱えざるを得ず、
診療所の再建は厳しい状況です。

所で当院は院内開業方式による運営を行っております

先ほどの報告にもあったように、廃院される方々が多

（スライド 1）
。院内開業を行うまでの経緯ですが、阪

いのも実情だろうと思います。
この双方の悩みを解決する方法として院内開業方式

神・淡路大震災等による市財政の破綻危機がありまし
た。この市の財政難から病院への一般会計繰出金が年
間約 4 億円削減されました。これにより当院の経営
改善が急務となり、様々な病院経営改善を実施した中
の方法の一つとして平成 18 年から院内開業方式がと
られました（スライド 2）
。今回の東日本大震災では
地震を起因とした巨大津波による被害であり、阪神・
淡路も都市部直下型の巨大地震という点で環境が類似
しています。芦屋市もこれまで東北の方々に多くの支
援を頂きました。この場を借りて御礼申し上げると共
に、一日も早い復興を願っています。
さて、阪神・淡路大震災によって市は膨大な業務に
追われることになります。それと併せて復旧・復興事
業が標準財政規模の 10 倍にもあたり、こうしたもの
が全て市の借金として財政にのしかかってきました。

スライド1

スライド2

スライド3
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加えて、受益者負担については水道・下水道料金等が

可能です。あまり活用されていませんが、現行制度で

値上げとなり被災者にも負担増となりました。神戸市

も 73 歳まで働くことが可能です。その他に、地方公

では、震災当日の朝は地震により水道管が破損し、火

務員法第 3 条 3 項に基づく特別職での働き方や条例・

も消せなかったことから、1 軒の火事が 10 軒、100

規程・要綱により常勤嘱託職員として働くことも可能

軒と燃え広がり、多くの方が焼死されました。地震に

です。つまり、やる気があれば何事もでき、それには

より鉄筋コンクリートのビルが倒壊し、木造家屋につ

それぞれの立場の方が自らの責任をきちんと果たし、

いても 2 階建ての 1 階部分が崩れる事が多く、1 階

必要なことを速やかに実施することが大事だと思いま

に住まわれていた高齢者の多くが亡くなったのも特徴

す。

です。
市の財政については借金そのものが震災前の約 6
倍の 1,200 億円に増え、毎年の支払いがこれまでの
24 億円から 100 億円にも膨れ上がりました（スライ
ド 3）
。こうして、病院については赤字部門である泌
尿器科、耳鼻咽喉科、歯科を院内開業の対象とし、公
募を行いました（スライド 4）
。実施に当たって、近
年、開業医が集まって「医療モール」が形成されてい
ますが、それを病院内でやろうということでスタート
させました。医療法の関係で、
病院の出入口とは別に、
院内開業の出入口を作り、病院施設の一角で診療して
いただくという形にしています。医療法上の対策につ
いて、12 条 ( 開設者の管理等 ) と 20 条 ( 清潔保持等 )
で兵庫県等と協議を行いました。病院の開設者は基本
的に院内開業のフロアを管理する必要がありますが、

スライド4

院内開業の開設者である診療所の医師が管理するとい
うことで整理させていただいたことと、清潔保持につ
いては、病院と院内開業を間仕切りで完全独立させた
形で認可されました（スライド 5）
。
院内開業のメリットについては、院内開業医が病院
の MRI や CT 等の高度医療機器が利用可能になります
し、臨床検査や手術室も利用できます。開業医が今ま
でできなかった以上のことが可能になった点がメリッ
トです。病院のメリットとしては、赤字部門の診療科
や機能をなくすことなく、院内開業医からの家賃等の
収入を得ることもでき、約 1 億 5 千万円の経営効果
がありました（スライド 6）
。被災地での病院再建に
是非とも活かして欲しいものです。

スライド5

◆もう一つの医師不足対策
〜勤務医の定年延長について〜
勤務医の定年延長について、
追加でお話し致します。
現在のところ、65 歳を超えると勤務医は定年退職と
なり、その後、多くの先生方が民間病院で働かれま
す。しかしながら、65 歳を過ぎても元気な勤務医は
沢山おられることから、定年後も自治体病院で引き続
き働けるようにならないかと青森県保険医協会の大竹
会長よりご意見をいただきました。そこには 65 歳定
年という法律の壁がありますが、勤務延長制度を活用
すれば、これにより 3 年間定年が延長できます。ま
た、任期付雇用によりさらに 5 年間雇用することが

スライド6
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「地域医療を守る条例について」
地域医療を守る全国の取り組み 千坂 恒利 さん ( 延岡市健康福祉部地域医療対策室室長補佐 )

◆時間外の安易な受診で勤務医のモチベーションが低

なお医師不足を

下

招いた原因の一つ

宮崎県延岡市が地域医療対策に取り組みはじめたの

は、県立延岡病院

は、市内にある宮崎県北部約 25 万人の中核病院であ

を時間外に安易な

る県立延岡病院に勤務する医師が年々減少することに

受診をする患者が

より、中核病院の診療体制が脆弱化し地域全体の医療

多く、勤務医のモ

体制の崩壊への危機感が強まったことがはじまりで

チベーション低下

す。また活動の特徴として、
地域医療を守ろうと市民、

や過度な負担に繋

医療機関、行政が一体となっていることがあります。

がっているという

そもそも、県立延岡病院は入院病床を 460 床有し、
二次、三次救急と救命救急センターを持つ地域にとっ
て大変重要な病院です（スライド 1）
。

ことが言われてい
パネリスト

千坂 恒利 さん

ました。そのため

まずは、県北の医療の実情を市民に理解していただく

そのため、医師不足に対して早急に何らかの対策を

必要があるとの考えから、宮崎県北部の住民に医療現

講じる必要性があったことから、宮崎県、医師会、延

場の実情を知らせる内容と、地域医療を守るために適

岡病院、企業代表、住民代表が一緒になって対策を検

正受診等を推進することを啓発するチラシを作成し全

討する医療問題懇話会を開催しました。

世帯に配布しました。これらの啓発は現在でも行って

その検討された中で、行政にも医療対策を専門的に

おります。その間に中核病院の 6 名の医師が退職す

取り扱う部署が必要だとして、平成 21 年度に延岡市

るという新聞報道がなされました。これは、行政が中

地域医療対策室が設置されました。

心になって実施する活動だけではこの問題への対応が
難しいことの表れだとして、2 つの市民団体「宮崎県
北の地域医療を守る会」( 市民中心 )、
「県北医療を守
るネットワークの会」( 商工業者中心 ) が立ち上がり
啓発活動等を実施いたしました。現在でも、市と協働
して啓発を行っております。
さらに、中核病院の体制維持と役割を明確にするた
め、初期救急医療体制の整備についても延岡市医師会
の協力により、夜間急病センターの深夜帯 (23:00~ 翌
朝 7:00) の診療体制拡充が図られました。このような
市民、医師会、行政の動きをきちんとした理念のもと
に進める必要があるとして条例制定に至りました ( ス
ライド 2）
。

スライド1

スライド2

スライド3
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◆地域医療を守るために行政、市民、医療機関の責務
を明示し条例化
「延岡市の地域医療を守る条例」は、二つの基本理
念で成り立っています（スライド 3）
。一つは、地域
医療を守るため、
「市、市民、医療機関が一体となり
全体で守る」
。二つ目は、健康長寿を目指すため、
「市
民自らの健康増進の努力と、医療・保健・福祉の連携」
を進めることです。この健康長寿を目指すことにつき
ましては、地域医療を守るためには、そこに住む住民
が医療をよく知り、自分の体を知ることで健康を増進
させ、効果として医療者の負担を軽減し、延岡の地で
活動していただけると思ったからであり、健康長寿の
スライド4

推進につきましても平成 22 年 12 月に「健康長寿推
進市民会議」が市民中心に発足され、運動、食事、検
診の三つを柱に取り組んでいます。行政におきまして
も、職員 4 名による「健康長寿推進室」という専門
部署を設けています（スライド 4）
。また条例は、地
域医療を守るために市の責務、市民の責務、医療機関
の責務を明示しました ( スライド 5）
。効果につきま
しては、県立延岡病院の夜間・休日の救急患者数の数
字から、啓発等の医療を守る取り組みを実施する前の
平成 19 年には 9,237 名の安易な受診が見られたもの
が、平成 23 年には 4,374 名と大幅に減少し住民に医
療機関の役割が理解されてきたことに表れています
( スライド 6）
。なお患者の内訳を分析しますと、来院
患者のうちに診察後入院に至る比率が大きな減少には

スライド5

いたっていないことから、県立延岡病院が本来重傷・
重篤な患者さんへの対応する医療機関であるという役
割が、広く認識されてきたものだと考えます。
また地域医療を守る条例の推進につきましては、地
元医師会の先生方の大きな協力が合って成り立ってい
ます。県立延岡病院に専門医が不足したことから対応
が困難になってきた、消化管出血や脳梗塞の患者対応
についても市内の医療機関が輪番制で対応していただ
いています。最近では、このような活動に対し、医師
を派遣している大学からも評価を得てまいりました。
以上、地域医療を守る取り組みについてはまだまだ
途上ではありますが、条例策定の経緯とそれ以降につ
きまして延岡市の取り組みを簡単にお話しをさせてい
ただきました。

スライド6
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第

2部

Ⅳ .フロアーからの質疑 ・ 意見交換

パネルディスカッション

司会 大竹 進 さん
（青森県保険医協会）

司会：このフォーラム

ていただき、開かれた場所で様々な意見を出し合うの

を企画するにあたり、

が理想ですし、議論した中で可能なことは翌日から実

「あれも、これも」と

践することも大事です。毎年そういう機会をつくって

欲張って盛り沢山の内

も「その意見、去年も出ましたね」では進歩が見られ

容に致しました。皆様

ず、以降、誰も参加しなくなります。藤沢町でのこう

には短時間でおまとめ

した取り組みの結果、
「支える会」が出来て、病院の

いただきありがとうご

催し物への参加を募ったり、連絡し合ったりという自

ざいました。ここでは

主的な動きが見られるようになりました。医者も患者

フロアからの質問、意

さんがいなければ成り立ちませんし、患者も医者あっ

見交換を通じて深めて

ての医療ですから、お互いが必要としている事を理解

いきたいと思います。

して話し合うことが

どなたかございますか。

大事だと思います。
菅野直人さん：
「た

参加者 A：私は地域医療、災害復興の際の住民参加に

たいてちょう台」は

関心を抱いております。藤沢町では住民交流会が行わ

その名の通り、一つ

れているようですが、これを持続するのは大変だと思

に固めるのではな

います。
一般的に住民はお客さんになりやすいもので、

く、これにいろんな

どういう工夫をし、モチベーションを持たせているの

方たちが意見を出し

でしょうか。二つ目は、陸前高田市の「たたいてちょ

合うための「たたき

う台」について、たたくのは誰か、どこまで、どのよ

台」です。これは地

うにたたかれたのかをお聞かせください。三つ目は、

域包括会議が始まっ

延岡市の市民、医療機関、行政が一体となって地域医

たあたりから、
救護、

療を守る取り組みについて、住民はそれにどう参加し

応急、緊急的対応と

ているのでしょうか。講演スライドでは住民が「健康

合わせて未来を見つめた、復興に向けた話し合う場を

に気を付ける」
「医療機関の安易な受診に気を付ける」

つくろうと発案されました。最初はぽつぽつと出てい

という話でしたが、住民が「おまかせの医療」からの

た案が、少数であっても議論されることで様々な形に

脱却にどう参加していくか重要だと思います。難しい

変わっていきます。例えば、包括ケア会議が行政や保

ことですが、その点で実態をお聞かせください。

健所だけでやっているのではなく、市内で活動してい

司会 横山 壽一さん
（金沢大学、国民医療研究所）

る NPO 法人なども入れながら住民と接触し、声を集
佐藤元美さん：住民と話し合う時に一番大事なのは、

め、たたき台に活かします。形は日々変わっていきま

住民を受益者にしないことです。地域医療で一番大事

すが、向かっていく方向はぶれていません。その過程

なのは、その土地の医療がなくなって一番困るのは住

で保健医療分野の復興計画にかなりの部分提言が盛り

民ということです。医師や看護師は隣町でも仕事がで

込まれましたし、こうした話し合いの場が「たたいて

きます。ですから、医療について深刻に支えようとい

ちょう台・未来図会議」になっています。

う気持ちになっていただきたいのは、実は医療過疎の

千坂恒利さん：地域医療を守る取り組みに住民がどの

住民です。しかし、そうした本音を言わず、
「みなさ

ように参加するか、またそれをどのように継続させて

んも大変ですね」と言いながら黙って医師が去ってい

いるかについてご質問をいただきました。中核病院の

くということがあったのだと思います。地域での「ナ

医師退職の問題が発生した段階で、原因究明と対策検

イトスクール」を 20 年やってきて、必ず参加者に言

討する
「医療問題懇話会」
を、
市が主催で開催しました。

うのが、
「皆さん、今晩は患者としてではなく、病院

その中に、市民の代表で行政区の区長さんや、産業界

を支える理事になったつもりでお話しましょう」とい

からは地元の企業の代表にも加わって頂きました。本

うことです。協議会や委員会をつくると、
いわゆる
「お

来であれば最初からすべての住民に実情を説明するこ

りこうさん」だけで構成されてしまい、議論になりま

とが必要なのかもしれませんが、対象者が不特定多数

せん。批判的な方こそ参加していただき、どうしてそ

でもあり説明する手段的にも難しい問題でしたので、

う考えるのかお聞きしたほうがいいと思うのです。研

方策を検討する段階で会議に入ってもらい、検討の結

究者や社会学者など、医療分野以外の方も一緒に入っ

果まずは啓発チラシを作って市民に周知したところで
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す。しかし、チラシだけではなかなか見てもらえない
実態と、そうした啓発の最中にも医師の退職報道もあ
り、危機感をもった市民団体が起ち上がって、
「宮崎
県北の地域医療を守る会」や「県北の地域医療を守る
ネットワークの会」
などが設立されました。その中で、
皆さんが医師確保のために県や大学に署名を集めて出
すことになりましたが、活動を実施する前に実情と原
因を行政に説明してもらいたいとの要望もあり、説明
をいたしました。そのため単なる医師確保を求める署
名では、今まで実施されてきた多くのものと変わらな

事だと思いますので、現場にいるみなさんが、
「介護

いので、自分達も医師不足をまねいた原因の一つであ

があって良かった、
介護保険で救われた」という事例、

る適正受診に努める覚悟 ( 安易な時間外受診の自粛 )

意見などあればお聞かせください。

をあわせて啓発する署名活動となりました。
その結果、
約 1 ヶ月で 15 万を超える署名が集まり、これをもっ

井上英夫さん：今回は医療に比重を置いて話しました。

て宮崎県と大学に医師派遣継続をお願いしました。現

「介護があって良かった、介護保険で救われた」とい

状では「宮崎県北の地域医療を守る会」と市が共同し

うような話はあまり聞きませんね。ちょっと話はそれ

てチラシや啓発グッズを配ったり、啓発の劇等をイベ

ますが、私は日本的な医療と介護を厳密に分けている

ントの際に時間を確保して実施しています。ご質問の

制度がおかしいと思っています。
全体がケアであって、
人権のにない手として養成するときに医療に比重を置
く職種、介護に比重を置く職種が必要でしょう。これ
をきっちり分けなくても受ける側からすれば介護士で
あっても看護師であっても、ケアや介護がしっかり受
けられれば良い。私は「ケア」という言葉を、その中
に介護も看護も含めた広い概念で使っています。どの
分野は誰がやるなどといった職域の争いは無用であ
り、現に、看護師が介護的なケアをやっていますし、
物議を醸すかもしれませんが、専門的な研修等を経て
介護士が医療的なケアをすることも不可能ではないと

通り市民活動を継続させるという点では、難しい問題

思うのです。介護保険制度については、そのあり方を

があると思います。延岡市の場合においては、協働し

根本から考えたほうがいいと思っています。現在の制

て対応していくことで相互連携が図られていると考え

度は保険に比重がかかりすぎているため、保険料、利

ております。
現在では小児科医不足ということもあり、

用者負担、さらには複雑な認定システム等が壁になり

市民生活に影響の大きい小児救急を維持運営していく

災害時に機能しにくい。したがって、
「平時」からケ

ために、若い親御さんたちに理解を深めてもらうこと

アをしっかり保障できるシステム、介護保障にすべき

が必要と、小児医療の問題を重点的に啓発されていま

だと思っています。

す。今後もそれぞれの問題点について、ある程度緊急
性を要するものについて情報共有を図りながら、協働

司会：これについては異論・反論がでそうですが、他

して活動を実施していくことにしています。

にございますか。

司会：その他ございますか。

参加者 C：佐藤元美さんのお話の中に、
「保健、医療、
福祉の垂直的統合」という言葉がありましたが、これ

参加者 B：医療・介護・福祉、社会保障フォーラムと

はどういうことをさすのでしょうか。また、人材育成

いう内容ですが、医療は「医師不足、看護師不足、医

について、井上英夫さんがおっしゃった介護、看護分

療機関不足」など、問題としては目に見えやすいので

野でどちらも人材不足ですが、単に外国から人を呼べ

すが、今の日本は超高齢化社会であり、岩手の現状で

ば良いという問題でもないと思います。本気で介護、

も高齢者が多いと思われます。
介護は無視できないし、

医療、福祉を連携させるならば、
「垂直的統合」を人

生活の中でも基本になってくると思います。阪神淡路

材育成に用いることができると考えます。私はオラン

大震災の時は介護保険制度がありませんでした。東日

ダの社会保障・社会福祉に関する研究を行っています

本大震災では、当時あった孤独死、高齢者が取り残さ

が、オランダでも介護、看護職の人材が不足していま

れたという教訓を今回の復興に役立てていると思いま

す。日本と同じ問題を抱える中で、オランダでは若い

す。
「それが住み続けたい」思いの基本には介護も大

人に介護職を入り口にして、ステップアップを重ねる
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ことで医療職に繋がり、将来的には訪問看護師に就く

司会：ありがとうございました。震災時における介護

など、一般開業医に近いような役割に育てられるよう

の機能についてお話を聞きたいという質問が始めにご

に人材育成のための資格制度を一元的に進めていま

ざいましたが、佐藤照彦さん、その点どうでしょうか。

す。こういった可能性が日本にはないのかとずっと考
えてきました。
医療に従事している先生方の視点から、

佐藤照彦さん：震災で介護施設の多くが被災を受け、

介護と福祉をどう繋げられるかお聞かせください。

ほとんどが機能しませんでした。1 ヶ月程してから訪
問介護の措置が執られましたが、先ほど井上さんが話

司会：
「垂直的統合」のお考えについて、佐藤元美さ

されたように、現在の介護保険制度は、利用者にとっ

んお願いします

ては利用しづらいと思うこともあります。私の地域で
も介護施設、特別養護老人ホームがありますが、選択

佐藤元美さん：垂直統合は資本主義経済の中で、大手

の余地があまりありません。利用したくても待機をさ

自動車メーカーなどがやっている手法です。車を作る

せられている方があまりに多いという現状がありまし

にしても車体からエンジン等部品、組み立て、販売、

た。保険料対象者から徴収されていますので、きちん

リースも含めてメーカー関連会社が行っています。川

とサービスが出来るようになってほしいと思っていま

上から川下まで一貫した管理のことを言います。これ

す。介護において、一番の問題は人材確保の難しさに

を医療に当てはめると、簡単に言えば初診から看取り

あります。私は障害者施設を運営していますが、国か

までを内部化するということです。連携ではなく統合

らのお金だけでは待遇は良くできません。もっと職員

してすべて自分のところで完結させることです。我々

を大事したいですから、費用の増額や、人材育成を国

の仕事の大半が、来た患者さんがどんな人かを知るこ

で力を入れていただけたらと思います。医師不足につ

とです。生まれからはじまり、食べてはいけないもの

いてもマスコミから多くの取材を受けました。山田町

や手術歴等まで、情報収集にものすごい時間がかかり

では 10 万人あたり 50 人しかいません。医学部の定

ます。その一人の患者さんに対し、外来時に聞いて、

員を増やすなど努力はされているのは分かります。し

入院で聞いて、施設で聞いて、訪問看護時に聞いて。

かし、医者が一人前になるには 10 年から 15 年かか

これを垂直統合すると、情報がまるごとついたまま次

り、私たちのような町では医療が崩壊するのではない

へいけます。連携と違い、例えば「この患者は退院す

かと懸念しています。県立山田病院の副院長は一人で

るけど、その前 2 週間は老健施設にいて、その後は

約 1 ヶ月間に 100 人を訪問診療しています。とても

訪問看護ですね」という情報は、全員が集まり回診に

ありがたいのですが、私たちはこれに甘えてしまって

参加することで、家族も含め決定でき、共有できます。

います。こういう所に行政も支援をしていただきたい

医療と福祉をお金の面で「ここから先は別」と分けて

ですし、こうした先生を大事にするような仕組みが必

も、介護施設でも医療は必要ですし、病棟内でも介護

要だと思います。医師不足を解消するために、大学卒

は必要です。これを自然な形にするために、自分たち

業後の数年間を地方病院で勤務する制度を検討してい

のところで初診から在宅、施設まで一貫してやってい

ただきたいと思っています。そうでなければ地方に医

ます。同じような考えで、若い医師を育てるために、

者が来ないのではないかと危惧しています。

また、中高生に医療・介護に興味を持ってもらうため
のセミナーも行っています。現に、
セミナーに参加し、

司会：石木幹人さん、ご意見いただけますでしょうか。

働いている元中学生もいます。今働いている介護職を
大事にしないと、どんなキレイなことを言っても一生

石木幹人さん：介護職の人たちで被災して亡くなった

の仕事として選んでもらえません。内部化して一体的

人もかなりいたと思います。なので当初はかなり混乱

に統合したサービスにすることは、
「囲い込み」とし

しただろうと思います。
実際はどうか分かりませんが、

てあまり良くないことだと言われていますが、私は経

被災して避難所に入った人たちは、その中に色んな職

済的にも合理的で、人を育てる点でも、介護職のため

種の人たちがいたので、ある程度仮設に移るまでは大

にもいいと思っています。

丈夫だったと思います。しかし、被災しなかった人で
介護が必要だった所に行けない状況があったと思いま
す。現在でも介護職が増えているわけではないので、
足りない部分があると思います。仕事の量も増えてい
るでしょう。訪問看護ステーションも同様の状況で、
そろそろパンク状態ではないかと思います。もう一
つ、介護と医療の連携について、私の所では平成 18
年から「地域連携パス」をつくり運用しています。ケ
アマネージャーが付いている患者さんが入院してくる
と、患者情報が書かれたパスが来ることになっていま
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す。それを参考にしながら退院まで ADL が落ちない

と思います。

ような医療とリハビリを入れて展開し、退院前にケア
マネージャーや家族を交えて話し会いをします。出さ

司会：ありがとうございました。その他ございますか。

れたケアプラン等を勘案し、良ければ退院してもらっ
ています。その時に病院からの情報として、患者情報

参加者 E：大学で学生をしています。昨年、ゼミの研

をケアマネージャーさんに渡す仕組みにしています。

究調査で陸前高田市に行きましたが、仮設住宅でパー

当初、疾患が治っても ADL が低下し、自宅に帰って

キンソン病の高齢者の方が車いすで暮らしていらっ

も介護もできないという退院できない状況が多くあり

しゃいました。その方のお話では、立つのも歩くのも

ました。この状況を何とかしたいと思い地域連携パス

辛いそうです。車いすの移動で、例えばキッチンも高

を作りました。
これを構築する中で、
多くのケアマネー

い位置にあり、調理や皿洗いが困難なのと、洗濯物を

ジャーさんとコミュニケーションが出来るようになり

干す際も杖をつきながら行っておりました。その後、

ました。当病院では「ほっとつばきシステム」を立ち

行政の方たちも住民の過ごしやすさの追求のために努

上げましたが、佐藤元美さんが話された情報共有の仕

力していると直接お話も伺いました。しかし、介護保

組みについては、これに近いものだと思います。在宅

険では仮設住宅の補修などができず、制度的に不十分

で診ている患者さんの情報を予め病院に登録しておく

ではないかと思いましが、その点でご意見をお聞かせ

もので、急変した際はそのまま病院に連れてきてもら

ください。

えばスムーズに入院できるというシステムです。訪問
診療されている先生の数は少ないですがいらっしゃる

菅野直人さん：陸前高田市の状況についてご質問いた

ので、連携をとりながら、あるいは陸前高田市だけで

だきありがとうございます。仮設住宅について、車い

はなく住田町なども入れた形で広域になればもっと効

す等、体が不自由な方への対応は当初出来ませんでし

率良くなると思います。

た。この実情は県や国にもお話をしています。基本的
に住宅改修は介護保険で使える事業がありますが、当

司会：ありがとうございました。その他の切り口から

初、一時的な場所であれば駄目で、そこを自宅として

いかがでしょうか。

住所を定めれば使えるという回答だったと思います。
それ自体「何を言っているのだ」というご批判をいた

参加者 D：私は大学で社会学を教えております。佐藤

だきますが、
仮設自体がその対応を前提としておらず、

元美先生にお聞きしたいのが、家計も国保も病院もす

陸前高田市は被災者が多く、仮設をとにかく早くとい

べて黒字ということについて、予防を重視してそれを

うことで画一的になった部分もあります。その後、気

乗り切ったと理解しましたが、そのやり方、大事な点、

仙地域のリハビリ関係の勉強会で、実際に車いすで仮

コツについてもう少しお聞かせください。

設生活するにあたり、どのような問題があるかを検証
したり、意見等を聞く場を設けました。しかし、根本

佐藤元美さん：ご質問ありがとうございます。3 つの

の解決には問題がまだまだあると思っています。その

財布を同時に考えてそれぞれをプラスにするのは、コ

後、陸前高田市では、例えば玄関にスロープを付ける

ツのようなものではなくて、
病院が儲かるためには
「他

などやらせていただきましたし、釜石市では長屋形式

は犠牲にして良い」とか、国保の赤字解消に病院が少

の住宅を大学の先生方と一緒になって建てています。

し我慢すればいいとか、その都度やっていたら大変で

井上英夫さん：仮設は阪神淡路の経験が生きている面

す。これには色んなやり方があります。例えば薬にし

もあります。しかし、場所によっては徹底されていな

ても上位品目はジェネリック化するなどで経費はかな

「仮設」だから加工し
い所もあるようです。一番は、

り減らせます。患者さんの受診回数についても、安定

てはいけないということが言われていますので、その

して自分で管理できるのなら、受診日の間隔を開ける

制約で介護保険はほとんど利用されていないのが現状

ようにする。また、難しい病気では検査は初診日に全

ではないでしょうか。しかし、今回の震災では仮設に

て行い、その日に結果を出して必要なら次の日に大学

ついても工夫のある所とない所、自治体で開きがある

病院を受診してもらうことも大事です。何度も病院に

と思います。これを次の経験に活かすべきだと思いま

来ていただく事で、実はこの「3 つ」に負担がかかっ

す。

ています。また、在宅医療についても、ワンポイント
で考えると高いですが、入院より施設、施設よりは自

参加者 E：県が行う医師確保対策アクションプランで

宅で暮らしていただくことが社会全体への負担を低く

効果があったものは何でしょうか。また、医学生は将

し、利用者の満足度も上げると思います。そこに病院

来の医師として貴重なご経験をされましたが、今後ど

のパワーをシフトすることで 3 つの財布を改善する

んなことに気をつけながらケアをしていけばいいか、

ことは可能だと考えます。それ以上の細かい事は時間

お考えになった点をお教えください。

も限られていますので別の機会があればお話ししたい

司会：これについては高橋勝重さん、書上奏さん、お
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願い致します。

も同様で、それぞれの地域に合った福祉のあり方は必
ず見つかると思います。各々が自らの問題と考え、関

高橋勝重さん：医師確保対策アクションプランの特徴

連する自治体と協議されるのが最初の一歩だと思いま

的な取り組みとして、まず、県内 12 の臨床研修病院

す。

が連携強化を図り、相互の強みを活かした研修体制の
ネットワークを整備し合同説明会、オリエンテーショ

司会：沢山のご意見ありがとうございました。最後に

ン、
スキルアップの取り組み等を行っており、
そういっ

井上英夫さんから一言お願いします。

たものが本県の強みにもなっていくものと思います。
また、直接的な効果が期待できる取り組みは奨学金に

井上英夫さん：災害のときに国や地域の問題が如実に

よる医師養成だと考えています。だいたいのところと

現れるものです。眼前に現れた問題にどう取り組むか

なりますが、新制度が平成 20 年から始まり、医学生

は、平常時からどう取り組むかということでもありま

で 6 年間、その後 2 年の臨床研修を経て地域に出る

す。平常時に手厚い医療や豊かな福祉、所得保障等の

のが平成 28 年頃と見込まれており、医師不足地域の

社会保障が充実していれば災害時でも大きな力を発

切実な現状や、
「こういう医師になりたい」という医

揮します。奥尻島では津波被害があったとき、保健師

師側のキャリア形成の希望と両立できるような配置が

さんが地域、住民を把握していたので適切、効率的に

今後の課題だと思っています。また、先進的な各県の

薬を配って多くの方が助かりました。石木幹人さんの

取り組みの中で、いわゆる「コンビニ受診」について

お話でもケアマネージャー等との情報共有についても

お話がございましたが、沿岸被災地の中核病院での時

有事の際に効果を発揮するものだと思います。もう一

間外診療は、震災後増えている状況にあるものの、た

つ、福祉避難所が今回、一定程度機能しました。こう

だ、これについては重症化する前にきちんと受診して

した福祉施設が地域にあればそこが避難所になり、学

頂きたいと考えていますし、今後、生活習慣病の予防

校避難所とは別なケアが専門家により受けられるので

も併せてアピールしていきたいと思います。

す。そういう意味で平常時からの備えが大事だと思い

書上奏さん：私たちは今後も対話、傾聴を通じ、被災

ます。国、自治体はハードの部分に加え、人材育成や

者の心に寄り添うケアを続けていこうと思っていま

その配置など、ソフト面も含めて、予算を使うべきと

す。被災地の方とお話しした際に、
「何でもやります」

ころにはしっかり手当てしていくことが重要だと思い

というボランティアの言葉が重かったと聞いたことが

ます。

あります。これは直接現地で聞かなければ分からない
ことで、直接声を聞き、考え、活かしていきたいと思っ

司会：まだまだ言い足りないこともあったかと思いま

ています。

すが、ディスカッションはこれで終了したいと思いま
す。ありがとうございました。

参加者 F：県内の社会福祉協議会で従事しています。
介護職員の処遇が改善されずに、医療、介護、福祉の
現場から人がいなくなる問題や、例えば被災地で一番
必要とされている移動支援についても、民間の支援で
は資金面や継続性等で限界も感じます。どのように国
に働きかければ制度が有効的且つ効率的に動くのかア
ドバイスをいただければと思います。
司会：このご質問については阪神淡路大震災を経験さ
れた古田さんからお願い致します。
古田晴人さん：おっしゃる通り、国が様々な制度等を
充実させることで介護職員の処遇や福祉施策が改善さ
れることが期待できます。しかしながら、法律改正や
制度設計を国に働きかけるには大きな運動が必要で、
相当な労力を伴います。国も課題を認識し財政が厳し
い中、平成 21 年度に介護従事者処遇改善に向けた取
り組みとして、介護報酬を 3% 改定しました。医師の
勤務延長について、国家公務員法や地方公務員法を変
えるのは困難なことから、地方自治体の条例や要綱に
よる制度設計の可能性を先ほどお話ししました。これ
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Ⅴ . 閉会挨拶

和田 肇 さん （名古屋大学大学院法学研究科総合法政専攻 教授、

日本学術会議 連携会員）

主催団体を代表し、日本学術会議「大震災後の
安心安全な社会構築と法」分科会より閉会のご挨
拶をいたします。
非常に沢山の方にご参加をいただき、充実した
討論等ができたと思います。今回の震災では医師
不足などが浮き彫りになりましたが、法律専門家
の不足も同様に明らかになっています。日本学術
会議は震災以降、様々な提言等を行ってきました。
当分科会は法学委員会に属し、憲法や生存権、社
会保障といった問題から、街づくり、地方自治、雇用問題等々、幅広く検討し
ています。日本学術会議の大きな役割は学者の立場から政府に対し提言するこ
とです。是非、今日のお話を今後に活かしていきたいと思います。
今、日本学術会議で大きなテーマになっているのが「学者の社会的責任」で
あります。地震や原子力の研究者だけでなく、
この間、
学者としての尊厳を失い、
時に非難を浴びています。学問に対する信頼を失ったこの状況を再建すること
が課題になっていますが、その一環として地域でシンポジウム等を開催するこ
とで我々自身も地域の声を吸収し、政策提言に活かさなければいけないと考え
ております。
この企画が被災地における復興再生と、将来に向かっての大きな発展へ繋が
るきっかけになると信じ、主催団体を代表してご参加いただいた多くの皆様に
御礼申し上げます。ありがとうございました。
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Ⅵ . 参加者の感想
（自由意見記載欄より）

◇学生、大学関係者

次から行動に移していくことを自分で考えようとす

・とても貴重な経験となりました。大学では福祉を専

る事が大切だと感じました。

攻しているのでとても刺激になりました。刺激にな

・ 資料 P37（陸前高田市「みんなの居場所・健康づ

りすぎて頭がパンクしそうな程です。色々感じたの

くり未来図」より）の中心にある保健・病院・福祉

でこれから頑張って勉強していこうと思います。
・

の施設をつなぐ廊下をどう評価するか ( よくつない

いくつもの事例を聞けた事はとても有意義でした。

だ。やっぱり壁がある )。芦屋市には公立病院の中

医療・福祉・介護・行政の視点からの意見を聞き、
ディ

に民間診療所。藤沢では一体的整備 ( しかし、廊下

スカッションしたのは良かったと思います。

には 10cm の隙間をつくらざるを得なかった ) 規制

・ 今回は沢山の貴重なお話をありがとうございまし
た。私は今、福祉を専攻しているのでとても勉強に

etc。他の例では診療所、特養、保育所の一体的運
営 ( 複合施設 )。岩手県立病院では 1F を県立診療セ

なりました。地域と一体となった医療・介護・福祉

ンター、2F を民間の特養。県の方針は一体的計画

の連携が大切なのだということが分かりました。将

→「一体的」とは廊下もない一体的建物ではないか。

来は地元の宮城に戻って福祉の面から復興を支えて
いきたいという思いがより強くなりました。
・ 貴重な会に参加させていただき大変光栄です。保険
医協会の方々と陸前高田市を訪問しましたが、
見て、
参加しただけで終わらず、今回学んだ事を発信して
いきたいと思います。
・ 震災後、街の再生をする際に新たな都市計画として
医療や介護・福祉を一元化して効率化を図るために

・ 東北の方々は、住民も、市も、県も問題意識を持っ
ていると思います。周囲の人に助けてもらうために
各市や県住民、各種団体がきちんと情報提供と公開
をする姿勢が素晴らしいです。これからも共に考え
ていけるよう、情報公開をよろしくお願いします。
・ 分野は違いますが刺激になりました。個々人の報告
時間が短すぎました。人を少なくして充実させるな
どの工夫が欲しいです。

どのような計画が実現化されているのかをもう少し

・ 一人一人の報告の中身が濃かったので、もう少しお

知りたいと思いました。様々貴重なお話を聴けて大

話を聞く事ができれば良かったと思います。各報告

変良かったです。

の詳細に関しては調べてみます。

・ 本フォーラムを聴き、医療だけでなく、私自身、介
護や福祉の事柄にも学ばなくてはならないと実感さ

◇医療、介護、福祉等従事者

せられました。

・ 医者の「確保」
、そこに頭数がいれば医療が守れる

・ 様々な立場の方からのお話を聞く事ができ、いい経

という考えは大きな間違いです。医者を「育てる」

験ができました。今後も少しずつ学習を進め、これ

という考えが必要です。そして、地域の医者は地域

からの医療・介護・福祉について考えていきたいと

が育てるのです。そのための具体的な人の見える

思います。

ネットワーク、教育プログラム、システム、将来に

・ 様々な立場から震災後の現状、医療・介護・福祉を

希望が見えるキャリアプラン、ライフプランがなけ

とらえて発表をしていたパネルディスカッションが

れば若者は行きません。
「田舎だから、地域だから」

非常に面白かったです。震災によって浮き彫りに

医者が行かないのではありません。
若い人はただ
「い

なった地域の問題点と向き合って復興を目指す現地

い医者」になりたいだけです。そして、人間らしい

の方々の話を多方面から聞き、自分も地域に普段か

暮らしをしたいだけです。地域医療を学べるモデル

らしっかり向き合っていきたいと改めて考えさせら

を創って行く必要があると思います。

れました。
・ 現状について、色々な立場からの話を聞く事ができ

・ 石木先生、佐藤先生の話をもっと聞きたかったです。
やはり住民との連携、継続する学習の場がなければ

ました。
人生の生活の基盤をどう保障していくのか、

ならないのだろうと思います。
情報をどう取り入れ、

まさに医療・介護・福祉・社会保障の話だなと改め

共有し、
経験化するかが大切だと感じました。また、

て思いました。

お金の使い方を考える、簡単にだまされないように

・ パネルディスカッションが非常に有意義だったと感
じました。特に、初診から在宅までの患者情報の共

する、全くその通りです。
・ 被災地に今年 4 月に赴任しました。単身で仮設に住

有は医療費節減にもつながり、病院間連携にも拡張

みながら診療しています。現地を何度か訪れたり、

できると感じました。

映像で被災地を見てきましたが、内陸部と被災地の

・ 住民の方とどのように意見交換をして、その情報を

温度差を感じています。内陸部の人達はもっともっ
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と被災地に入って現状を知ってほしいと思っていま
す ( 被災所の声を聞いてほしい )。と同時に、基金

・ 準備された方々、大変ご苦労様でした。丸一日 or
一泊二日でも良かったと思います。市立芦屋病院の

によってどんな復興がなされたか報道すべきだと思

取り組みの話は

います。

取り組みは、リーダーの理念の大事さをつくづく思

・ 被災地の医療に関わる事になりました。そういった

good です。石木、佐藤両院長の

い知らされています。

責務上、近い将来に被災地での医療介護に貢献した

井上先生の「病院の職員は地域医療の担い手だけで

い、しなければいけないと考えております。素晴ら

なく人権、主権の担い手としての意識が必要」とい

しい機会を設けていただき感謝致します。
・ 井上先生の住み続けられる権利について学び、有意
義でした。社会全体で住民の暮らしを守る仕組みを

う言葉は常に思っているテーマで、合致して嬉し
かったです。エキスがいっぱい詰まったフォーラム
でした。

考えて行く必要があり、一人一人の健康への自覚を

・ 岩手の福祉を良くする上でひとつのヒントを頂いた

高める事で、財政的にも有効だという事を確認でき

ような気がします。①平常時からの厚い制度の策定

ました。これらの実践について、藤沢町や延岡市の

②地域の医介福は地元でもんで県議会に提案したい

事例について伺い参考になりました。書上さんが医

と思います。

師を目指す中、社会制度の弱点に気づかされ考察さ

・ 地域医療再生に向け、各自治体の取り組み痛感致し

れている事に感銘を受けました。フォーラムには全

ました。私ができる事は何かと考えたところ思い浮

国各地の大学の先生方や学生等も多く参加され、意

かばず、参加した次第です。同様の会に多く参加す

見交換の充実した素晴らしい内容に刺激も受けまし
た。花巻で開催された事を嬉しく思います。

る事で何かが見えてくると思います。
・ まず被災された方にお見舞い申し上げます。金沢大

・ マスコミからの一方的な情報でしか考えていかなけ

学・井上先生の講演は具体的な内容に踏み込んでお

ればならなかったこれまでの状況とは違い、多方面

話しいただければ良かったかなと思います。今後と

の当事者から生の声、話を聞く事ができ、非常に有

も復興にできるだけ協力したいと思っています。

益でした。これからも継続してこのフォーラムを続

・ 被災の現実を参考に一人の人間として何が可能か考

けていってほしいと考えました。このフォーラムか

え直す機会になりました。色々、私なりの立場でで

ら、自分が、そして自分が住む地域で、自分が所属

きればと考えています。

する組織で何ができるかヒントを得て、実際の行動
へとつなげていきたいと切に思いました。
・ みなさんそれぞれの立場で工夫し活動されているの

◇自治体職員、議員等
・ 被災県で社会保障フォーラムが開催された事に感謝

が分かりました。まだまだ医療・介護・福祉の連携

します。被災者の生活は 1 年 4 ヶ月余を経過して

が十分ではなく、井上先生が言われた一体化が必要

落ち着きを取り戻したものの、仮設住宅での貧困な

だと思いました。

生活、ストレスなど、命と健康が脅かされています。

・ 脳血管障害等による後遺症のため、身体機能、特に

被災地の現状を忘れる事なく、こうした話題を継続

運動器機能低下により日常生活を自立できない高齢

的に取り上げていただければ幸いです。被災者の切

者が増えています。仕事柄、在宅訪問リハビリ等で

実な願いは仕事の確保と住宅の再建です。失業保険

機能回復、維持に関わっていますが、障害を持った

は切れても再就職できない人が 65%、住宅も用地

ご本人、介助するご家族にリハビリの意味を理解し

がなく、高台移転等は早くても 2 〜 3 年後になり

てもらっていない上、やる気を起こさせる意欲を持

ます。仮設での生活は数年続けざるを得ない状況で

たせる努力が足りないように感じています。健康な

す。高田、
山田、
大槌の 3 つの県立病院の再建の方向、

老人も機能低下を減速させる努力を自らしないと寝

財源は示されましたが、用地の確保、医師確保が課

たきりになりうるので、特に周りからの啓発活動が

題です。被災地復興のためにも、住み続けられる総

必要だと思います。自分でできるリハビリを考え出

合的な計画が必要と改めて感じました。

してほしいと思います。また、医療・介護・福祉の

・ 医療過疎地域では災害が追い打ちをかけましたが、

一体化サービスには法律上の制約が多いのが現実の

新しい医療の仕組みができるのではないか、
又、
造っ

ようです。次回があれば、国や自治体の関係者を招

ていく必要性を感じました。そのことは私たちの町

く必要もあると思います。この他、県立病院が診療

でも同じではないかと思いました。

所になり、医師やスタッフも不足しているため、立

・ 考えや課題を共有できました。

派なリハ室が閉塞している所もあります。とても

・ 花巻市民に公開講座の案内をしてもらい、有り難く

もったいなく、リハビリ用に一般開放する等、有効

思っています。

活用をして欲しいと思います。
※ 多数ご感想等をいただいた中から一部をご紹介さ
◇会社員、自営業、団体職員等

せていただきました。
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↑ 岩手日日新聞社（平成 24 年 7 月 30 日）
← 岩手日報社（平成 24 年 7 月 30 日）
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