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願いは叶う

　　太宰治のふるさと津軽の金木町。

４４年間にわたり地域４万人の命をまもってき

た金木病院の救急が医師不足により２００７年１

月１日から取り下げとなりました。

危機に瀕した金木病院。地域住民が救急再開を

求めて立ち上がりました。

同年１０月１日、願いが叶い救急が復活しまし

た 。これはとある名もないローカル病院の救急

再開の現場記録です。

（わたしたちの取り組みに深いご理解とご協力

をいただいた報道関係者特に東奥日報社記者中村

規久夫氏、陸奥新報社記者長内忠光氏に満腔の感

謝を捧げます）

2007年10月29日

事務局　一戸彰晃



目次
2006・11・14（火）  金木病院・署名活動  1.........................................................

2006・11・15（水）  金木病院・潰された投稿  2.............................................

金木病院・署名チラシ  4...................................................

金木病院・署名用紙  5.........................................................

2006・11・16（木）  金木病院救急維持へエルムで署名  6.......................

青森県の医師数は全国で下から４番目  8...........

2006・11・17（金）  医師確保の努力は充分なされているか  10.......

金木病院をNHKがとりあげる  11.............................

2006・11・18（土）  金木病院・署名活動（１）  13....................................

金木病院・署名活動（２）  14....................................

2006・11・19（日）  青森県の医療設備と医師数  15....................................

だいじょうぶか医療フォーラム  15.........................

2006・11・20（月）  地域医療を考える県民フォーラム  17...................

病院の赤字問題  18................................................................

2006・11・21（火）  金木病院・観光地としての役割  20.........................

2006・11・22（水）  金木病院・広がる波紋  22...............................................

いいはなし♪  24......................................................................

2006・11・23（木）  金木病院・署名活動（３）  26....................................

2006・11・24（金）  医師不足・次は歯科医！？  28....................................

鈴木厚『日本の医療に未来はあるか』（ちく

ま新書）  29.................................................................................

2006・11・25（土）  金木病院・署名活動（４）  32....................................

金木病院署名中間集計・一万筆を突破！

 34..........................................................................................................

金木病院署名・二万筆に迫る！  35.........................

2006・11・26（日）  金木病院署名・分析  37.....................................................



2006・11・27（月）  金木病院・署名活動終了  39..........................................

2006・11・28（火）  金木病院署名・二万筆を突破！  40.........................

2006・11・29（水）  医師配置基準・青森最低の43%  41........................

金木病院署名・署名簿を提出  42..............................

2006・11・30（木）  金木病院・救急取り下げの波紋  45.........................

2006・12・01（金）  金木病院・存在意義  46.....................................................

金木病院・驚きの市長コメント  48.........................

2006・12・02（土）  金木病院・流れが変わった  53....................................

市長コメント全文  62...........................................................

自治体病院の再編  64...........................................................

2006・12・03（日）  潰された投稿（２）  67.....................................................

2006・12・04（月）  金木病院・望まれる具体策  69....................................

ホワイトリボン運動始まる！  99..............................

2006・12・05（火）  金木病院・流れが変わった（２）  101...............

市長へ要請はがきをだそう！  103...........................

2006・12・06（水）  五所川原市議会開催  106.................................................

ホワイトリボン運動広まる！  107...........................

2006・12・07（木）  金木病院・ブログから  110............................................

金木病院・その意味するもの  111...........................

お知らせ  113..............................................................................

2006・12・08（金）  市民の責任  115........................................................................

2006・12・09（土）  貧弱な医師確保策  117.......................................................

2006・12・10（日）  金木病院・署名活動（４）  118................................

2006・12・11（月）  クリスマス・コンサート開催！  119.....................

2006・12・12（火）  医師確保・半歩前進！  121............................................

2006・12・13（水）  救急搬送の対応策  123.......................................................

金木病院・「陸奥新報」社説  125...........................



2006・12・14（木）  カッチーニのアヴェマリア  128................................

2006・12・15（金）  金木病院・「白」のこだわり  129...........................

2006・12・16（土）  世相を表す漢字  131.............................................................

2006・12・17（日）  金木病院・「東奥日報」社説  133...........................

2006・12・18（月）  本県で働く気なく弘大医入学6割  136................

2006・12・19（火）  金木病院・医師確保策（１）  138...........................

2006・12・20（水）  金木病院・医師確保策（２）  139...........................

2006・12・21（木）  高橋衆議院議員動く！  141............................................

2006・12・22（金）  ホワイトリボン運動（２）  143................................

2006・12・23（土）  本日6時・クリスマスコンサート  145................

2006・12・24（日）  願いをこめてコンサート  147......................................

2006・12・25（月）  金木病院と選挙  149.............................................................

2006・12・26（火）  マスタープラン  152.............................................................

2006・12・27（水）  あらたな取り組みに期待  155......................................

2006・12・28（木）  県内１０大ニュース  157.................................................

2006・12・29（金）  まだ北津軽郡？  159.............................................................

2006・12・30（土）  女性産科医復帰研修応募ゼロ  161...........................

2006・12・31（日）  「維持する会」中間総括と展望  171.....................

ドクターからのご意見  173............................................

2007・01・01（月）  新年をむかえて  180.............................................................

2007・01・02（火）  救急車受け入れ休止  182.................................................

2007・01・03（水）  死亡事故発生  184..................................................................

2007・01・04（木）  あいつぐ選挙  186..................................................................

2007・01・05（金）  新医師確保総合対策  187.................................................

2007・01・06（土）  医師の給与  191........................................................................

2007・01・07（日）  住民運動の成果  195.............................................................

2007・01・08（月）  医師給与（２）  197.............................................................



2007・01・09（火）  医師不足とコメディカル  199......................................

2007・01・10（水）  市議会議員へアンケート  206......................................

2007・01・11（木）  医師招聘・半歩を維持  210............................................

2007・01・12（金）  医師不足と価格メカニズム  212................................

2007・01・13（土）  赴任特典は「馬」  217.......................................................

2007・01・14（日）  市議会議員アンケート結果  221................................

2007・01・18（木）  指定管理者制  228..................................................................

2007・01・19（金）  彦根で署名活動  231.............................................................

2007・01・20（土）  夕張へのメッセージ  251.................................................

2007・01・21（日）  市議会選挙投票日  255.......................................................

2007・01・22（月）  当選議員アンケート結果  258......................................

2007・01・23（火）  滋賀県「支援センター」設置  262...........................

2007・01・24（水）  ２大都市でも医師不足  264............................................

2007・01・25（木）  新市議会へ  267........................................................................

2007・01・26（金）  弘大依存からの脱皮  272.................................................

2007・01・27（土）  消えた５０％  279..................................................................

2007・01・28（日）  彦根で署名活動（２）  284............................................

2007・01・30（火）  厚労省・奨学金設定条件を緩和  288.....................

2007・01・31（水）  どかまけの日  297..................................................................

2007・02・01（木）  彦根で署名活動（３）  299............................................

2007・02・02（金）  医師も病んでいる  302.......................................................

2007・02・03（土）  消え逝く病院  313..................................................................

2007・02・04（日）  RAB「医師確保の取り組み」  317..........................

2007・02・06（火）  彦根で署名活動（４）  323............................................

2007・02・07（水）  愚痴はよそうと思うのだけれど  327.....................

2007・02・08（木）  医師へのアンケート  330.................................................

2007・02・09（金）  政治も動く  339........................................................................



2007・02・10（土）  大畑でも声あがる  355.......................................................

2007・02・11（日）  ない袖は振れない  357.......................................................

2007・02・12（月）  暖冬さまさま  362..................................................................

2007・02・13（火）  佐野市民病院  365..................................................................

2007・02・14（水）  医師アンケート作成中です  377................................

2007・02・17（土）  医師を求めて  386..................................................................

2007・02・19（月）  原発と医師派遣  390.............................................................

2007・02・20（火）  霧の中の処方せん  393.......................................................

2007・02・21（水）  彦根市の取り組み  397.......................................................

2007・02・22（木）  西北五地域医療シンポジュウム  399.....................

2007・02・23（金）  市議会議長へ「請願書」提出  405...........................

2007・02・24（土）  医師アンケートたたき台  409......................................

2007・02・25（日）  小児科医の過労死  417.......................................................

2007・02・26（月）  県医師不足の構造  421.......................................................

2007・02・28（水）  財政再建とマスタープラン  428................................





金木病院救急再開物語（上）

1

2006・11・14（火）

金木病院・署名活動

青森県五所川原市金木町にある公立金木病院は年内で医師二

名が退職することにより救急体制が取り下げになる。

地域のひとたちにとってみれば、未曾有の大事件。そこで有

志がたちあがり「救急体制を維持する会」をたちあげ署名活動

がはじまった。

北日本のローカル病院に、実はこの国の医療政策のひずみが

露呈されてはいないか・・。

金木病院をまもる闘いを逐一レポートしたい。
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2006・11・15（水）

金木病院・潰された投稿

10月25日、金木病院ロビーで「緊急！金木病院応援フォー

ラム」が開かれた。金木町のみならず旧五所川原市からも参加

があり約80名が地域医療を論じた。日頃夜６時ともなればひ

と気もなく閑散としたロビーが、この日だけは生き返ったよう

に活気に沸いた。

　金木病院は医師不足により来年救急体制が取り下げにな

る。それをなんとか阻止しようと地域住民が駆けつけた。入院

患者もいたし、市議会議員もいたし、なによりこの病院でお世

話になった元患者さんたち・・顔ぶれは多岐にわたった。

　金木病院問題はこの国の医療にたいする姿勢がひきおこし

た問題だ。第一の原因である医師不足は、その問題の発端がこ

の国の医師供給に関する施策「医師需給の見直し等に関する検
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討会」報告書（1994）にあることはあまり知られていない。

2017年ころからこの国では医師過剰になるのだという。医師

を減らそう・・だから医師不足は実は国策が招いたものであり

夙に政治的問題である。第二の原因は地域中核病院を置くこと

によって医療体制を再編成するという「効率化」だ。八戸市立

市民病院が中核・拠点病院として建ったにもかかわらず医師が

退職し、純損失は青森県内トップという実態をどう捉えたらい

いのだろうか。199億円をかけて建設すると言われている五

所川原中核病院構想は実に危険な賭けといえないだろうか。

　命の綱というべき救急体制を失うことは健康に不安をいだ

き日々暮らしている人たちにとっては絶望と死を意味する。い

や、老いと病はだれにも避けられないのだから、いま健康な人

たちにとっても同じ意味をもたらす。地域医療の充実こそが、

そこをふるさととして生きる人たちの安心した暮らしを保証す

ることになると私は考える。

　フォーラムで、県策定のグランドデザインをPRした主催

者「地域医療研究会」の思惑はなんだったのかは知らないが、

会場からは金木病院救急体制保持のための「署名運動」の熱い

声があがり、全員が賛同した。そして・・本日、フォーラム参

加者の有志が発起人となって署名運動が実施されるに至ったこ

とをここに報告したい。医療の権利を自分たちの手に取り戻す

ためにギリギリのところで市民が立ち上がったのだ。

-------------------
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この文は地元紙「東奥日報」読者欄に投稿したが、主任K

氏から見解が違うからと書き換えなど執拗な要請を受け、結局

ボツになった。こういう事実が明らかになることを嫌ったとし

か思えない。メディアは市民でなく行政の方を見ているのだろ

う。

金木病院・署名チラシ
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金木病院・署名用紙

金木病院の救急体制を維持する署名活動は

11月11日から11月25日までです。

11月最終週に五所川原市長宛て提出します。
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2006・11・16（木）

金木病院救急維持へエルムで署名

公立金木病院（五所川原市）が、医師不足のため二〇〇七年

一月にも救急指定取り下げを検討している問題で、住民グルー

プ「金木病院の救急体制を維持する会」による救急体制継続を

求める署名活動が本格化している。十二日には、同市のエルム

の街ショッピングセンター（SC）で街頭活動を行い、大勢の

買い物客らが署名した。

　署名活動は十一日に始まり、同会が同市金木、市浦両地区

や中泊町で署名簿を配布している。また、市職員組合、社民党

西北五総支部、西北五地域医療を守る住民の会なども五所川原

地区のほか、つがる市内のうち金木病院に近い稲垣、車力両地

区で署名集めに協力している。

　十二日の街頭署名活動は、一時間ほどの間に二百人以上が

署名した。署名したつがる市車力地区の公務員男性 (36) は

「うちには小さな子どもや年寄りもいるので、救急体制を継続

してほしい」と話した。
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　同会は、月内にも平山誠敏五所川原市長（金木病院組合管

理者）あてに署名簿を提出する予定。

（11/13　「東奥日報」）

http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2006/

20061113162002.asp

-------------------------------

インターネットで閲覧できる「金木病院」関連ニュース

2006年7月11日(火)　東奥日報

霧の中の処方せん／医師不足にあえぐ県内

（１）“過疎”進む金木病院／常勤医2年で4人減

http://www.toonippo.co.jp/l-rensai/kirinonaka/

20060711.html

2006年8月19日(土)　 東奥日報

金木病院で内科医2人 年内退職へ　

http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2006/

20060819092144.asp

2006年10月11日（水）

金木病院、救急体制維持の結論出ず

懇談会で休止に反対意見も

http://www.mutusinpou.co.jp/news/06101104.html

2006年10月14日(土)　 東奥日報

金木病院医師補充なく救急休止も　
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http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2006/

20061014095509.asp

2006年10月26日(木)　陸奥新報

金木病院の救急体制維持で住民ら提言

署名活動で訴え 医師確保への強い要望

http://www.mutusinpou.co.jp/news/06102602.html

2006年11月9日(木)　陸奥新報

金木病院救急受け入れ維持へ署名活動

１１日から有志が１万人目指す

http://www.mutusinpou.co.jp/news/06110904.html

青森県の医師数は全国で下から４番目

青森の医師数は全国的に見ても少ない。厚労省の０４年の
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「医師・歯科医師・薬剤師調査」によると人口１０万人あたり

１６４人。１２９人の埼玉、１４２人の茨城、１４６人の千葉

に次いで少なかった。全国平均２０１人の約８１％だ。

県医療薬務課で医師確保を担当する石岡博文・医育環境整備

監は、医師の少なさをより実態に即したデータとして示すた

め、林野と湖沼を除いた可住地面積で計算してみた。０４年の

統計をもとに朝日新聞が計算したところ、青森は１００平方キ

ロあたり７４人。北海道の５２人、岩手の６３人、秋田の６６

人に次いで少なく、全国平均２１１人に比べて約３５％にとど

まる。（asahi.com/マイタウン/青森）

http://mytown.asahi.com/aomori/news.php?k_

id=02000140611040001
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2006・11・17（金）

医師確保の努力は充分なされているか

医師専門の転職開業情報サイトにはいろいろあるが、なかで

もよく知られているのが「e-doctor」である。

 http://www.e-doctor.ne.jp/

医師不足が特に深刻な北日本の募集ページをひらくと、各道

県の募集がひしめきあっている・・・ところが、青森県内の病

院からの募集がなんとたった一件しかないのである！　これは

異常だ。まるで医師はいらないかのようだ。

医師不足だからという理由で青森県はグランドデザインを策

定、その延長上に金木病院がある西北五地域自治体病院機能再

編成マスタープランがある。つまり中核病院を建設し周辺の病

院を整理するという計画だ。金木病院救急取り下げもこの一連

のながれのなかにある。
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県や大学病院にお願いしているだけでは医師は確保できない

のは明白だ。では、医師確保のためにどれだけの努力がなされ

ているのだろうか？

青森県の医師不足は「つくられたもの」かもしれないと私な

どは考えてしまう。はじめに中核病院建設ありき・・・そんな

意図が背景に見え隠れする。

金木病院をNHKがとりあげる

NHK「クローズアップ東北」

2006年11月17日の放送内容

「病院再編とはいうけれど　～医師不足 青森からの報告～」

医師不足が深刻な青森県。今や、そのしわ寄せは、患者の生

命さえ脅かしかねないところまで進んでいる。五所川原市の公

立病院では今年4月に医師が5人に減少し、充分な救急医療体

制が組めず、受け入れられなかった急病人が亡くなるという事

態が起きている。
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青森県は医師不足対策の切り札として｢ 医師集約化｣ を、全

国でもいち早く推し進めているが、｢ 集約化｣ が始まった下北

半島では、無医地域が拡大し、新たな医療格差が進行するとい

う問題が生じている。番組では、青森県五所川原市と下北地方

の医師不足の実態と医師集約化の現状を見つめ、病院再編の課

題を探る。

再放送：１１月２６日（日）総 合　午前８：００～８：２

５

http://www.nhk.or.jp/sendai/top/zoom/ZoomM193.

html
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2006・11・18（土）

金木病院・署名活動（１）

金木病院の利用者は合併前の金木町・中里町・市浦村・小泊

村の二町二村およびつがる市の一部に主にまたがる。救急実績

は年700件である。「維持する会」は、現在これらの地区の

全住民４万人に署名を呼びかけている。

地域の総世帯数はおよそ12,000。署名目標はとりあえず

10,000筆としている。「維持する会」のメンバーは金木病院

の救急体制を守ろうと立ち上がったひとたちだ。当会には会長

はいない。組織にあるのは事務局だけである。なぜなら署名に

取り組む個々人が主体であり主役だからだ。署名に取り組むこ

とはみずからの自己実現をはたすことだからだ。Oさんは、

なかでも特に積極的に活動に取り組んでいる一人だ。町内だけ
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でなく、特別養護施設なども回る。入院者には自ら署名できな

いひともいる。そんな場合は同意を得て職員が代筆する。

また、問い合わせやご意見もいただいている。みなさんの関

心の高さに「維持する会」一同気を引き締め、ひとりでも多く

の方から署名を集め来週末までに10,000筆を達成したい。

金木病院・署名活動（２）

今日、仕事先で鶴田町のひとたちから署名をもらった。

鶴田町は五所川原市に隣接する関係で、この町は救急を五所

川原西北中央病院に依存している。西北中央病院も医師不足

で、５０名必要なところ現在３５名しかいない。それに加えて

年間２，０００件もの救急をこなさなければならないのだか

ら、その激務は想像に難くない。

金木病院の救急体制が取り下げになれば、影響は鶴田町にも

及ぶのは必然だ。金木病院の救急体制維持は、こと金木町だけ

の問題ではない。

大きな激励をいただいた。
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2006・11・19（日）

青森県の医療設備と医師数

ちょっと古い統計でもうしわけないが、青森県の病院数は全

国22位で全国平均より上位にある。同様に病床数も18位で

けっして遜色はない。（平成11年10月1日　厚生省「医療施

設調査・病院報告」）　驚くべきは救急自動車の台数だ。これ

はなんと全国第5位である。（平成11年4月1日　総務庁

「社会生活統計指数」）

転じて、医師数は下から6番目の42位。（平成10年12月

31日　厚生省「医師・歯科医師・薬剤師調査」）　このこと

から、青森県は設備はあるが医師がいないということがわかる

が、これほどのアンバランスの原因はいったいどこにあるのだ

ろう。設備につぎ込む予算を医師にむければ、医師を確保でき

たのではないだろうか。安易にハコモノばかりに走ってきたと

いえないだろうか。

ちなみに青森県の平均寿命は全国で最下位に低迷している。

生活改善などが声高に叫ばれているが、医師を確保し医療体制

を充実させれば平均寿命が延びることは子どもでもわかる道理

だ。

だいじょうぶか医療フォーラム

本日、「地域医療を考える県民フォーラム」が青森市で開催

される。
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「地域医療に関する包括的な課題について、行政・医療機関

・住民等が一体となって、把握・検討・討議し、当該都道府県

における地域医療の充実確保に寄与するとともに、地域が一体

となって自ら地域医療について考える全国的なモデル事例とし

て役割を果たすことを趣旨としてフォーラムを開催」するのだ

そうだ。

http://www.jichi.ac.jp/fdc/

県主導のフォーラムだけにどうもいやな気がしないでもな

い。

地域住民の生の声がどれだけとりあげられるのだろう。県が

策定したグランドデザイン・・中核病院構想と地域医療の切捨

て・・のPRに終始することになれば、いま社会問題となって

いる「やらせ」タウンミーティングと同じことになりはしない

か。
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2006・11・20（月）

地域医療を考える県民フォーラム

地域医療を考える県民フォーラムが開催された。三村知事は

「従来の仕組みは通用しない。病院の機能再編成は必要」と、

県の方針である中核病院構想による地域医療の再編成を語るの

は当然として、地域医療が壊されつつあることに不安や疑問を

いだくひとたちには決して頷けないものだ。

午後の分科会をリードしたは例の「地域医療研究会」だ。こ

の組織は県の主導のもと県内に４つ作られた。つまり・・県の

推進する医療再編成を陰で支える補完装置である。

分科会で西北五地域医療研究会対馬逸子会長は「自分たちの

地域、私たちの地域医療のため、もっともっと声をだそう」と
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語った。前にも聞いたことのあるセリフだ。金木病院フォーラ

ムのときも同じことを言っていた。

そもそも県の思惑の中核病院構想と住民の願いである地域医

療の充実は相容れないものであり、対極に位置するものであ

る。ではこの地域医療研のスタンスはいったいどこにあるのか

？「声をあげろ」と煽る真意はなんだろう。

これはズバリ「ガス抜き」である。県とて、住民の声を無視

して中核病院建設を強行するわけにはいかない。地域との軋轢

を避けるために住民の声を出し尽くさせる。そして中核病院が

どうしても必要なんだと落とす。汚いやり口だ。

いかにも地域住民の味方のようなお面をかぶり、実は県の走

狗・第５列である「地域医療研究会」は解散すべきだ。声をあ

げたくてもあげられない人がいる。そんな切実な声なき声を反

映する市民主体の活動がいま強く求められている。

東奥日報

http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2006/

20061119192738.asp

病院の赤字問題

2006年11月19日　山形新聞ニュース

県は18日までに、県内15市町・組合の2005年度の病院事

業会計決算の状況をまとめた。10団体までが単年度で赤字を
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計上。真室川町を除く14団体が累積欠損金を抱え、その合計

額は04年度を1億3000万円上回り、167億2000万円に膨

らんだ。

http://yamagata-np.jp/kiji/200611/19/news06659.

html

一人の医師は年間平均5,000万円～1億円の仕事をするとい

われている。医師が減ると大きな減収となる。病院経営が赤字

になると医師の待遇は向上しないから、激務に耐えられず病院

を去る。出口の無い「負」のスパイラル現象だ。

地方の自治体に、独自に医師を確保する体力や能力などあろ

うはずもない。医療の地域格差はますます拡大するだろう。地

方では安心してくらせない・・そんな国はまっぴらごめんだ。

国は医師供給システムを根本的に見直す必要がある。地方を優

遇する財政的措置や法整備を早急におこなうべきである。
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2006・11・21（火）

金木病院・観光地としての役割

秋田の観光地田沢湖。その町にある病院の救急体制がこのた

び取り下げとなった。（10.13　毎日新聞）救急患者は15分

先の角館に運ばれる。

「観光産業に頼る地域という観点からも、救急病院の空白化

は深刻な問題だ。田沢湖地区の温泉パック旅行の客足が鈍るこ

とを懸念し、市に救急指定再申請を要請している旅行代理店も

ある。市対策室は『この事態が長引けば、地域全体の集客にも

影響しかねない』と危機感を募らせる。」（同紙）

まるで金木町にそっくりそのままあてはまる。太宰のふるさ

と「金木町」はいまや全国ブランドである。現地に救急体制が

あるかないかは観光業者にとっても観光客にとっても実に重要

な要素なのだ。観光客は救急体制の不備な観光地を敬遠する。

観光の町「金木町」は大きな損害を被るだろう。むしろ・・太

宰のふるさと「金木病院」と銘打ち医療体制を充実するほうが

理にかなうというものだ。
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地吹雪ツアーで体調を崩した参加者が、救急体制の不備で犠

牲を強いられたなどという事態にでもなれば、とてもしゃれで

は済まされない。
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2006・11・22（水）

金木病院・広がる波紋

フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』は、イ

ンターネット時代が切開いた全く新しい情報源・・21世紀の

「百科事典」である。

私はもはや旧来の百科事典は用いない。インターネット上で

キーワードを検索すれば、微に入り細を穿った情報が得られる

からだ。（国語辞典や英和辞典も埃をかぶっている。ブラウザ

の「辞書」窓で大抵の問題は解決する）

ウィキペディアで金木病院を検索してみた。ちゃんと載って

いる。これが情報社会のスピードだ。例えば・・情報を都合の

いいように制御するために「やらせTM」をいくら巧妙に企画

しても、インターネットの無限とも言える情報システムの前で

は無力なのだ。時代は変わった。

金木病院問題はすでに全国を駆け巡っている。せいぜい一週
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間前に開設された当ブログに毎日200近いアクセスがあるこ

とが、その証左である。

ウィキペディア「公立金木病院」

http://ja.wikipedia.org/wiki/

%E5%85%AC%E7%AB%8B%E9%87%91%E6%9C%A8%

E7%97%85%E9%99%A2

コメント

アンディ

ネットでの評価は

このブログへの評価は軒並み低いですけどね。

コメント欄を承認制にしているから。
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いいはなし♪

医師確保とともに看護師確保も重大な問題。三重のとりくみ

に拍手。医師にも適用されないか。三重はドクタープール制度

など医師確保にも積極的だ。

-------------------------------

県内看護系大の地元出身者　修学資金の返還免除へ

【三重県】県立病院の看護師不足解消のため、県病院事業庁

は２１日、県立病院で一定期間勤務すれば在学中に受け取った

修学資金の返還を免除する制度の対象を、来年度から県内の看

護系大に通う県内出身者にも広げる方針を明らかにした。県内

の看護系大に通う県外出身学生や、県外の看護系大の学生には

出身地に関係なく既にこうした制度があり、さらに広げる。
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　２８日開会の定例会に関連条例の改正案を提出する。修学

資金の貸与額は年間６０万円で、上限は４年間計２４０万円。

貸与年数プラス１年間、県立病院に勤務すれば全額の返還が免

除される。可決されれば、三重大看護学科、県立看護大に加

え、来春開校を目指す四日市医療看護大にも適用される見通

し。

　県病院事業庁は「県内出身者が県外の病院に流れていると

いうデータもあり、県内出身者をつなぎ留めたい」と話し、県

内出身の学生も対象にすることにした。

　県立４病院では１１月１日現在、看護師の定数６７９に対

し、実際の職員は６３３人。さらに出産や育児、病気などで休

んでいる職員数を除くと５９８人。欠員は８１人で、深刻な状

態になっている。　（加藤益丈）

（中日新聞） - 11月22日12時1分更新

-----------------------------------

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061122-

00000005-cnc-l24
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2006・11・23（木）

金木病院・署名活動（３）

署名簿が続々と集まりつつある。23日現在、取りまとめ場

所である事務局には署名に取り組んでいる全地区なかの約一割

の地区からしか届いていないが、それだけで既に2,000筆を

優に越えている。

そんななかに、ひときわ傷んだ署名簿があった。油ジミがつ

きしわだらけで、四つ折にした痕もある。

胸がジンとした。

この署名簿を書いた人はどんな人なのだろうと思いをいたさ

ずにはいられなかった。折り目の痕は、署名用紙を持ち歩いた

ことを伺わせる。知人や親戚に署名してもらったのだろう。こ

こまで真剣に署名を集めたのには何か訳があるのだろう。夫か
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妻が、祖父か祖母が、あるいは子か孫が病に伏せているのかも

しれない。ひょっとしたら手遅れで愛する人を失い、その悲し

みをいまだ引きずっている人なのかもしれない・・。

そう思ったら涙が出てきた。このクシャクシャの署名簿に涙

がこぼれ落ちて、願いのシミをまたひとつ付け加えた。

（写真：金木病院の救急体制がなくなると患者の「タライ回

し」がおこなわれる。救急車は行くあてなくさまようことにな

る・・）
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2006・11・24（金）

医師不足・次は歯科医！？

歯科医師の資質向上などを話し合う厚生労働省の検討会（座

長＝斎藤毅・日本大学名誉教授）は２１日、２０２５年には歯

科医師が必要数を約１万１０００人上回るという推計をもと

に、国家試験の合格基準の引き上げなどで、歯科医師数を抑制

する必要があるとの見解を示した。（読売新聞）

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061121-

00000515-yom-soci

医師不足で麻痺した青森県の歯科業界はどうなっているのだ

ろうか。 Dental Statsによると、青森県の歯科医師数はやは

り全国的に見て少ない。トップが東京で一歯科医師当たり人口

は８４３人。青森県は石川県についで少なく（全国ワースト

２）一歯科医師当たり人口は２０８１人にもおよぶ。

医師不足の背景には２０１７年からの医師過剰をみこした医

師数の削減が背景にあることはすでに述べたとおりだ。これと

まったく同じことが将来歯科業界でも予想される。深刻な医師

不足から学び、はやめに歯科医師確保の対策を県は練らなけれ

ばならない。医師が足りない、こんどは歯が痛くても我慢しな

ければならないでは、青森はますます住みづらくなる。夕張で

はないが、やむを得ずふるさとを捨てなければならない時代が

青森県に到来しつつあるのではないか。
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鈴木厚『日本の医療に未来はあるか』（ちくま新

書）

金木病院の救急体制取り下げ問題で、五所川原市長や県議会

議長も青森県に救急確保を要請している。しかしその応対は厳

しい。何故なのか。もっと大きな力が背景にあるのではないの

だろうか。

医師不足の背景はみえにくいが、この書には目からうろこ

だった。要するに日本は医療費を削減する方向に向かってい

て、それが様々なところに軋みを生じているということだ。

「国民の安全と福祉」を実現すべき国が、実は国策の誤りに

よって医師不足を招いているのである。是非とも一読されるこ

とをお薦めしたい。

--------------------------------------------------

（医療費を含む）社会保障費は国家予算の二〇％を占めてい

ます。このことから日本の社会保障費が高すぎると思っている
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人たちがいるかもしれません。しかし日本の社会保障費が、欧

米と比較すると非常に低いレベルにあります。一般には知られ

ていませんが、日本の社会保障は欧米と比較して低いだけでな

く、社会保障費は毎年連続して減少しているのです。国が出す

社会保障費の国庫負担は、この二〇年で二九・二％から一九・

〇％へ減少しています。これを金額に換算すると年間一〇兆円

の減額に相当するのです。

図表22は社会保障給付費と他国を比較したものです。各国

の医療費、年金などの社会保障費をその国の国民所得と比較し

たものです。日本の社会保障が他の国と比較していかに低いか

が分かります。政治家は選挙のたびに福祉、福祉と口に出しま

すが、日本の福祉は低いレベルにあります。しかも特記すべき

ことは、この一〇年間で、先進国では日本だけが社会保障費を

減額しているのです。福祉国家という世界の流れに日本だけが

逆行しているのです。社会保障支出額/国内総生産額を調べる

と、この一〇数年間で日本は四・一％から三・四％へ減少して

います。しかしアメリカは二・九％から四・八％への増額、イ

ギリスも七・四％から一二・四％へと増額しています。イギリ

スのブレア首相は、イギリスの医療費をこの数年間で一・五倍

増やすことを公約しているくらいです。このように先進国では

日本だけが社会保障費を減額している事実を知るべきです。

政治家のほとんどは、選挙のたびに医療や福祉を公約にあげ

ています。しかしやっている政策はまったく逆なのです。医療

や福祉を良くするといいながら、悪くしているのは日本だけで

す。（同書pp63-64 冒頭の括弧は管理者補足）

（写真：図表22）
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---------------------------------------------------
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2006・11・25（土）

金木病院・署名活動（４）

なかには署名を拒否するひともいるのはやむをえないこと

だ。署名はお願いする側が主体ではなく、自分の名前を書く側

が主体である。

中泊町のある地区は、先立ちによって拒否された。この地区

に暮らすすべてのひとたちが拒否したわけではないから、この

方の先立ちとしての誤判断はとりかえしのつかないものだ。金

木病院の救急維持署名は文字通り急を要する。地区住民から署

名する機会を奪ったその責は大きい。

以下、ブレヒトの詩を紹介する。
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----------------------------------------------

仏陀はパンの木の下に坐っていて　　

べつの弟子たちに、つぎのような

たとえばなしをして聞かせた、　－ちかごろ

一軒の家を私は見たが、その家は燃えていた

めらめらと屋根に炎、　そばへいってみると

なかにはまだ人びとがいた、　私は

玄関へ入りこみ、　かれらに叫んだ

「屋根がもえていますよ」そして早く

家から出なさいとうながしたのだが

かれらは急いでいないようだった

ある一人のごときは、もう眉毛をこがしながら

私にきいたものだ、そとの様子はいかが

雨がふってますか、風が吹いてますか

べつの家がありますか、などなど

これに答えないで私はその家から出てきたのです

この人たちはとわたしは思いました、　その質問を

やめないうちに焼死するにちがいないと

ほんとうです、友人たちよ、床がそう熱くないので

それを他の床とかえようとせず、そこに

とどまっていたい人に、なにもいうこと

ありません。（ブレヒト「仏陀火宅説話」から）

------------------------------------------------------
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金木病院署名中間集計・一万筆を突破！

金木病院の救急体制を維持するための署名が一万筆を越え

た。

午前11時現在で11,496筆！

これに約50地区におよぶ未回収分が加算されることにな

る。最終集計が待たれる。
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金木病院署名・二万筆に迫る！

本日午後六時から署名の取りまとめがおこなわれた。

総計18,548筆にのぼった。

署名に取り組んだ「核」となった人たちから、拍手が起こっ

た。

明日、協力団体などからさらに1,500～2,000筆が見込ま

れている。最終合計は20,000筆に達する見込みだ。

金木病院を頼る地域住民は40,000人と言われる。なかでも

旧金木町および旧中里町がそのほとんどを占めるがその人口は

およそ25,000人。このたびの署名は結果的に主としてこの旧

二町から集められたが、この数字は他地区からの署名を差し引

いても、金木病院に特に深い関わりをもつ地域住民の七割以上

が「金木病院の救急を維持する」声をあげたということだ。署
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名活動を開始してたった二週間でこれほどの結果を見た。これ

は何を意味するのだろうか。いかに地域の人びとが金木病院を

命の支えとしているか、救急体制の存続をいかに切実に願って

いるか・・それが明らかになったと言える。

今月末、五所川原市長あて署名簿が提出される。市民の声を

重く受け止め、金木病院の救急体制を万難を排して維持してい

ただきたい。20,000人の切実な願いを無視するようなことが

あっては、人口65,000人の五所川原市は数理的にも成立しな

いだろう。
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2006・11・26（日）

金木病院署名・分析

金木病院のある旧金木町の人口は11,447人である。このた

びこの地区からいただいた署名は7,757筆。さらに町内の施

設から400 ほどいただいているので合計8,157 筆である。

8,157÷11,447=0.7125だから、旧金木町民の七割以上が署

名した計算になる。もちろん文字の書けない乳幼児や高齢者、

また仕事や学業で不在のひともいることを勘案すればこの割合

は実質的にもっと高くなるはずだ。

たった二週間の署名活動でこれほどの反響は正直予想してい

なかった。当初は一万筆を目標としていたのだから。嬉しい誤

算だった。



金木病院救急再開物語（上）

38

署名にご協力いただいたみなさまに深甚なる敬意と感謝を表

します。ありがとうございました。

 



金木病院救急再開物語（上）

39

2006・11・27（月）

金木病院・署名活動終了

11月11日から26日までの金木病院の救急体制を維持する

署名活動が終了し、最終署名数は19,803筆となった。

当署名簿は11月29日（水）午前9時30分に五所川原市長

に提出される。金木病院の救急維持は二万の命の願いであり、

四万の目が見守っているということだ。重く受け止めていただ

きたい。
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2006・11・28（火）

金木病院署名・二万筆を突破！

27日、中泊町のグループホームから232筆の署名が届い

た。

これで、署名総数は二万筆を突破し、20,035筆となった。
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2006・11・29（水）

医師配置基準・青森最低の43%

医師の数が医療法の配置基準を満たしている病院の割合につ

いて、厚生労働省は都道府県ごとのデータを初めてあきらかに

した。大阪の96％や東京の94%をはじめ都市部が高い一方

で、青森の43%、岩手の55%など東北や北海道の低さが際立

ち、地域の偏在が顕著だ。（06.11.29「朝日新聞」)

------------------------------------------

医師不足は全国的な問題であることに変わりは無いが、青森

の状況は悲惨としかいいようがない。これは「医師不足」なら

ぬ「医師不在」状態だ。ひとつ上の岩手と比較してもなんと

12%もの差がある！つまり青森県の医療は救いがたいほど深

刻な状態に陥っているということだ。日本の最低が吹きだまる

青森県・・とてもこんなところでは暮らせない。

これは県行政の無能無策によるものである。ここまで青森県

の医療を貧弱にした責任が問われてしかるべきだろう。おおら

かに「医療再編・グランドデザイン」だとか、先例がことごと

く失敗におわっている「中核病院構想」だのを論じている場合

ではない。尻に火が付いている。ひとりでも多くの医師を確保

すべく今日から靴を擦り減らして全国を歩き回るべきであろ

う。無論、医師の待遇改善も緊急の課題である。
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金木病院署名・署名簿を提出

本日午前9時30分、五所川原市役所市民談話室に当会メン

バー11名がおもむき平山市長に署名簿を提出した。

その後約30分にわたり市長と懇談した。市長としては医師

不足のおりから２名の内科医を確保するのは難しいという従来

と変わらない返答だったが、医師確保にむけてどれほどの努力

がなされたのかという質問に対しては明確な返答がなかった。

メンバーから、医師確保のための専門チームの設置や地域の

他の医療機関との連携による救急維持は可能ではないかなど厳

しい意見が相次いだ。

二万人の願いを「医師不足」という一言で切り捨てるような

ことはあってはならない。あらゆる可能性にチャレンジし、文

字通り「汗を流して」医師確保に努めるのが行政の義務であろ
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う。

「東奥日報」

http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2006/

20061129131550.asp

二万人が納得する取り組みがこれからなされるのか、なされ

ないのか。もしも前者とすれば、住民不在の市政と言われても

しかたあるまい。真摯な取り組みを期待する。金木病院の救急

維持は市政が市民から信頼を得るのか、はたまた不信感を生む

のかという大きな問題であることを認識すべきである。

一日も早い医師確保を願ってやまない。

また金木病院救急維持署名はすべてのメディアがとりあげて

いるが、この問題は公立金木病院だけにとどまらない社会問題

であることを意味している。本日夕刻のテレビ全局が報道す

る。また全紙が記事としてとりあげる。是非ご覧いただきた

い。

コメント

石の上にも３年

署名ではなく報酬で報いよ

２万人もの署名集めはさぞ大変でしょう。

しかし、署名があったからといって医師がすぐに集まるわけも

ないでしょう。
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（地震や津波に反対といって署名を集めても地震はきますよね）

ひとりから５千円ずつ集めれば１億円

４人は内科医を集められます。

自分たちが不遇であるから何とかしてほしいという地方の願い

をこの国はかなえる余力はないようです。

今求められているのは自助努力です。

倉敷中央病院の創設者である大原氏は、優れた医療をおこなう

ために相当の報酬（当時の金銭で２年働けば２年間は海外留学

できる程度）を支払い京都帝国大学から優秀な医師をあつめて

きました。

なんでも国や役所にお願いするのではなく、自立した市民とし

て行動されてはいかがでしょうか。

それでもだめならきっと国民の多くが世論としてたすけてくれ

るでしょう。

管理者

ご意見ありがとうございます

地域の医療を地域が守るという考えは当然持っています。病院

ボランティアとか財政支援も考えています。

署名運動は金木病院救急維持の手段のひとつです。
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2006・11・30（木）

金木病院・救急取り下げの波紋

市が11月10日にすでに県に金木病院の救急業務中止の申

し入れをしていた問題は、二万人の署名者に大きな衝撃をあた

えた。

そんななか、このたびのまるで問答無用ともいうべき手法に

義憤を感じてわたしどもの活動に協力したいと連絡をくれた方

がいる。角田周氏である。

以前、かなり手きびしいことを書いた。この場をお借りして

お詫びする。ともに連携して金木病院の救急維持のために頑張

りたい。

さて、当会としては救急維持が実現するまで「ホワイトリボ

ン運動」を展開する。ハンカチでもタオルでも白いものならな

んでもいい。それを自宅や店舗に貼り付けたり縛り付けたりす

るのである。金木病院を見捨てない。金木病院をあきらめな

い。そんな意思表示のキャンペーンにみなさんもご協力いただ

きたい。
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2006・12・01（金）

金木病院・存在意義

地区四万人の医療を支える公立金木病院の存在意義はなんだ

ろう。民間が提供できない医療の提供にあるはずだ。でなけれ

ば税金を使う意味がない。内科でも外科でも民間病院はある。

ズバリ、金木病院の存在意義は「救急」にある。県内の自治

体病院がすべて救急体制を維持していることがその証左だ。

いま、それを奪い去ろうとしている。金木病院から救急を取

れば、それはすなわち金木病院の心臓部を奪うことであり金木

病院は死ぬ。

このたびの行政の一連の動きを見ていると、医療再編という

リストラに金木病院がひっかかったように思えてならない。金

木病院を潰そうとしているように思えてならない。

木造で失敗した。次の標的は金木病院・・・そう考えるとさ

まざまなことが実につじつまが合うのだ。背景になにか「黒

い」ものが見え隠れする。

署名が終了した。わたしたちの活動は第二段階に入った。そ

れは、あらゆる手段を講じて金木病院の救急の復活を実現する

ことだ。まだ公表はできないが、その戦略が決定し早急に取り

組まれることになったことだけをここに報告する。署名活動と

はまるで異質の厳しい闘いとなるだろう。
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コメント

みみちゃん

応援ありがとう！！

金木病院とたすけて下さい！！には、心が痛みます。何とかし

て医師が常勤で見つかってほしいです。金木地区の住民はまだ

いいほうですが、市浦・小泊・車力地区の住民は生きるか、死

ぬかという事態になりかねません。残る院長心得内科医１人、

専門は消化器。この冬、脳卒中・心筋梗塞の患者を診るには循

環器専門医が必須です。大学からは毎日パートで、第２内科か

ら応援ありますが、常勤医がいないと入院させることができま

せん。内科医１人で患者を受け持つには、２０人が限度。ベッ

トが空いていても入院させることができない状況になります。

残った内科医も見切りをつけてやめることになったら…。たし

かに金木病院はつぶれる。日々、不安に駆られながら不安を見

せずに患者さまに対応する日々が続く…。

管理者

絶対金木病院を助けます！

今回の二万人署名では、諸般の事情により市浦・小泊地区から

の署名はいただけませんでしたが、声にならなかった声はしっ

かり認識しています。ともにがんばりましょう。

Unknown

２万人の熱意が医師に伝わるといいですね。

ところで金木の方々は、１人あたり幾らくらいの負担なら受け

入れることが出きるのでしょう。

年間１人１万円なら２億円、６万円（月5000円ですね）なら
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12億円が確保できます。それくらいあれば医者も来るんじゃ

ないでしょうか。

管理者

医師報酬

医師の平均年収は15,000,000円～20,000,000円といったとこ

ろでしょうか。

あるドクターに年収40,000,000円を保証するとしたらどうか

と尋ねたところ、彼は喜んで勤務すると言ってました。

二名で80,000,000円。金木病院がカバーする人口は地域４万

人です。ひとり年間2,000円拠出すれば医師は確保され救急が

維持されることになります。

金木病院・驚きの市長コメント

本日夕刻、ATV（青森テレビ）が金木病院救急取り下げ問

題を報道した。そのなかに平山市長（金木病院管理者）のコメ

ントがあった。

それによれば、11月10日に県に出された金木病院救急業

務中止の申し入れについて市長はなにも知らなかった、新聞報

道ではじめて知って驚いている、別に隠したわけではない・・

ということだ。

これは大事件だ！

市長の弁を信じれば、金木病院T事務長が管理者の了解を

得ず勝手に書類を県に上げたということになる。これは文書偽
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造だ。犯罪だ。

[ATV動画配信]

http://www.atv.jp/news/index.html

[参考]

「公文書虚偽偽造罪]

（公文書偽造等）第155条　行使の目的で、公務所若しくは

公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の

作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若

しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公

務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、１年以上

10年以下の懲役に処する。２　公務所又は公務員が押印し又

は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。

３　前２項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作

成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務

員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、３年以下の懲

役又は20万円以下の罰金に処する。

http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#193

市長の弁を信じないという考え方もある。その場合のカラク

リは閲覧者のみなさまのご判断におまかせしたい。

コメント

青森風土記

ここにつとめる医師はどのようにあればいいのか
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初めまして。

県内の複数の地域で起きている危機的な状況を改めて実感しま

した。

ブログを拝見して不安に思ったことは、もし、一念発起して一

人の医師が金木に来ても、このような状況下で救急に対応しつ

つ就業すると、潰れてしまうのではないかという事です。

チーム、あるいは複数で医師がやってくればいいのでしょう

が、そうでなければ大変ですね。

医療技術が向上しているにもかかわらず、医療訴訟が増加して

いるこの世知辛い御時世、医師も一労働者として扱わないと続

かないかもしれませんね。

管理者

絶対潰されません

・・・というか、県の医師不足は全国で最低の43%です。医

師不足をつくりだしたのは青森県であることはだれの目にも明

らかです。

国の流れに乗り遅れて、いまだのどかにグランドデザインとか

西北マスタープランなどと言ってる場合ではありません。

医師確保が金木病院救急維持の緊急課題のように論じられてお

りますが、もちろん大きな問題ではありますが、青森県内の自

治体病院は金木病院を除き、全て苦しい運営のなかにも「救急

体制」を維持しています。

なぜ、金木病院だけ・・・。

救急医療システムの具体的数値をあきらかにしてもらいたいと
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考えています。

金木病院の救急維持のために、金木病院に来ていただけるドク

ターをそまつにすることは決してありません。わたしたち地域

の四万人の住民が支えます！

医師の待遇問題、その経費の拠出根拠など物理的問題は、赴任

されるドクターの問題では勿論なく、わたしたち地域の解決す

べきテーマであることを認識しています。

人間の命をまもる・・・最低格差地域の青森県金木町にある金

木病院で、この深刻な問題に共鳴していただけるドクターの登

場を期待しています。

わや

すでに全国区

先日NHKで報道された病院ですよね。

こんな病院には医師は来ないと思います。今いるお医者さまを

大事にしてあげてください。救急取り下げも許してあげてくだ

さい。

救急も押し付ければ、ここのお医者さま、きっと全員辞めます

よ。

理由をお医者さまに聞いても、きっと教えてくれることはない

と思います。静かにそっと、金木を去るだけでしょう。

管理者

＞こんな病院
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どういう意味ですか？

金木病院は４万人がたよる貴重な病院です。地域の人たちがま

もうろうと声をあげたのです。

わたしたちは決して金木病院を見捨てません。

みみちゃん

わやさんへ

テレビ報道がすべてでありまん。金木病院の医師はがんばって

います。看護師も…。わたしたちが頑張らず、住民を見捨てて

しまったら最悪な状況になります。テレビ報道だけで、判断し

ないでください。おねがいします。取材はおいしいところだけ

！！と思います。もっと違った報道を期待してました。あるテ

レビ局の報道によると、金木病院が救急を断ったから、母は亡

くなった？悲しいです。

アンディ

矛盾はありませんか？

>金木病院は４万人がたよる貴重な病院です。地域の人たちが

まもうろうと声をあげたのです。

自分たちの主義主張を唱えることが「まもる」ですか？

>医師の待遇問題、その経費の拠出根拠など物理的問題は、赴

任されるドクターの問題では勿論なく、わたしたち地域の解決

すべきテーマであることを認識しています。

と認識されている割にはホワイトリボン運動という精神論しか

出てこないわけですね。
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2006・12・02（土）

金木病院・流れが変わった

（金木病院救急停止に関して）県医療薬務課は「早期に医師

確保して、再び救急車受け入れを再開してもらうのが望まし

い」と話している。公立金木病院組合管理者の平山誠敏五所川

原市長は「（救急車受け入れの空白時間が）できるだけ短くな

るよう、とにかく努力する」と語った。

（06.12.2「東奥日報」）

-------------------------------------------

8月19日の東奥日報ニュースで県は「医師不足解消のため

に病院再編成に努力してもらいたい」と、医師確保より医療再

編成を優先させていたことを考えると、これは大きな進展とい

える。流れが変わった。金木病院のいのちがかろうじて保たれ

る可能性がでてきた。期待しつつ見守りたい。

（8.19東奥日報ニュース）

http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2006/

20060819092144.asp

コメント

まる

おはようございます

はじめまして、わたしも県民の一人です。

わたしが住んでるのは青森市内ですが、金木病院のことは新聞
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やテレビで見てました。

このブログも一通り拝見させていただきましたが、果たして流

れは変わったのでしょうか？

わたしが思うに県のスタンスとしては病院再編成は大前提に変

わりないだと思います。それに、医師が足りない病院にわざわ

ざ新しい医師が単なる「補充要員」としてこないのではないで

しょうか？

それに、救急体制の維持を強いるのはきついのではないでしょ

うか？反対に今いる医師にプレッシャーを与えてしまい、ド

ロップアウトをしてしまう可能性もあるかもしれません。

なんだかすごいネガティブな文章ですが、そう考えてしまいま

す。

なんだか水をさす文章ですいません

管理者

コメントありがとうございます

金木病院の救急はどうやったら維持できるのか。マンパワーの

問題やシステムの問題などいろいろ検討すべき課題がありま

す。

何が必要なのか、具体的な数値をだしていただき、それをどう

やったら実現可能なのかという取り組みも大切だと考えていま

す。

「国の施策」や「医師不足」とか「研修医制度」に原因は勿論

ありますが、それだけに議論を終わらせてしまっては、第二第
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三の金木病院が生じることになります。

金木病院問題は青森県の医療全体に関わる問題です。

僻地Dr

まずは住民教育から

金木病院の救急維持なんて簡単なことです。

住民が救急にかからなくなればいい。

バカにするな？

まずは新聞報道の700件の搬送件数の中をチェックしてみな

さい。調べてみると「救急車による搬送」が必要だったのは

10％以下であることがほとんどだ。他にも「救急対応時間帯

であっても医療機関受診が必要だった」ケースは20％いくか

どうか、翌日外来の受診でも問題なかったケースが70-80％を

占めている救急患者が日本中の救急担当医師を苦しめている。

住民の医療知識（最低限の知識）を高め、コンビニエンス受

診、医療機関の適正利用（開業医の先生のところでかまわない

のになんでもかんでも病院受診するケースもあるでしょ？）が

なければ救急受診は右肩上がりに上昇、医師数は右肩下がりで

減少することでしょう。

医師不足問題は国、県、市町村の行政が考える前にそこに住み

住民自らが考えるべきなんですよ。

管理者

コンビニ受診

ご指摘の事実があることは知っています。しかしそのなかの1

割でも救急によって命を救われたケースがあることに眼をむけ

るべきでしょう。

医療を考えるとき基準は平均値などに置くのでなく、もっとも
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弱い人たち・・社会的経済的弱者に基準を置くべきだと考えて

います。自治体は市民の生活を守るのが本来の役割です。また

市民もそのために税金を納めています。その基本の「キ」とも

いえる命をまもる救急体制はどんな理由があれ一番はじめに実

現し維持すべきものと考えます。

内科医

なぜ医者が来ないのか

私は昨年まで公立病院に勤務していた内科医なので、金木病院

のような小規模公立病院がなぜ医師に嫌われるかよく分かりま

す。

金木病院規模の病院なら、必要医師数は

日中の医師数が　内科医師4名　外科系医師２名　といったと

ころでしょう。

これに救急体制が加わると夜間・休日に医師１名を病院に常駐

させておく必要があります。

救急病院指定だと夜間勤務といっても眠れることは殆どありま

せんから、最低でも夜間勤務の前後は医師を休ませる必要があ

ります。このような体制を維持するためには概ね内科外科だけ

で１０人の医師が必要ですが、実際はどうでしょう？恐らくそ

の半分もいないのではないでしょうか。

本来は医師が１０人必要なのに、半分の人員でやるとどうなる

か？日中フルに働き、夜間も殆ど眠れないままその翌日も働く

という勤務が月5～6回入ってくることになります。こんな状

況で誰が働き続けたいと思うでしょう？　
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最低でも内科外科だけで10人以上の医師を確保できない病院

は救急業務をするべきではありません。救急再開をちらつかせ

ている限り金木病院に新しい医師はまず来ないでしょう。救急

業務は近郊の中核病院に一任し、金木病院は外来業務＋軽症・

療養型の入院患者に限定する。これが現状で取ることのできる

最善の策だと思います。

小児科医

　弱者に基準を置くのは結構でしょう。

しかし弱者を守りたければ、誰かが金銭、労力などを提供せね

ばなりません。

命を救うには、息長く続く支援態勢が不可欠であり、半端でな

い金銭と労力、動機付けが絶対に必要です。それを医療資源と

いいます。医療資源は有限です。

　なるほど重症の１割を救うのは必要と思います。

　しかし残りの９割は、弱者にただ乗りした大馬鹿ものであ

り、不法に医療資源を無駄遣いして、医療資源を枯渇させる害

虫です。

　むしろその９割が結果として弱者を苦しめるのであり、それ

は自治体や医師ではなく、住民そのものなのです。

　つまるところ、医療を無駄遣いして反省しない住民の心が問

題であり、金木病院が救急診療できなくしてしまった根本原因

ではないですか？

　医師は治療ロボットではありませんよ。私も弱者を救ってき

ましたが、しかしそのために妻が死ぬような目に遭ってもすぐ

に駆けつけることが出来ず、義父母にそれを非難され、家庭が
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壊れかけました。

　人生まで捧げ、報酬もあまりもらわず、弱者に尽くすことを

当然と思われるなら、そんなのは奴隷です。

　そして本当の弱者ならいざしらず、コンビニエンスストアに

行く気分で弱者のために用意されたものを都合良く使って当た

り前と恥じない人々のために尽くすなんて馬鹿馬鹿しい限りで

す。

　金木病院の救急を潰した本当の原因は、あなた方地元住人で

す。それを自覚しない限り、救急が再開されても長続きするこ

とはないでしょう。

　多少の税金を納めてもそれ以上の社会サービスを乱用すれば

自治体だってサービスは続けられないのです。

　当たり前の話です。自治体だって金が天から降ってくるわけ

じゃないんですから、出来ることに限りがあります。

　そうやって、地域全体が真の弱者も医者も自治体も都合良く

使うからこのような目に遭うのです。

　救急をどうしても維持したいのなら、まずは地域住民が真の

弱者のために我慢して、そして出来るだけ正しく医療を利用す

ることです。それが署名以前にまずすべきことです。

Unknown

先日、金木病院の救急を維持するために、どれくらいの負担が

可能かお尋ねした者です。

地域医療を守るための奮闘、まことに頭が下がります。

ご健闘お祈り申し上げます。
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先日は、４万人が年間2000 円拠出して、8000 万円、年俸

4000万円の医師が２人雇える、との試算でした。これは現実

的なプランだと思います。

そこで提案なのですが、今すぐ医師招聘のための募金を開始し

てはいかがでしょうか。

目標は４万人に１人2000円で8000万円。もちろん余裕のあ

る方はもっと募金して貰っても結構です。

金木は公立病院ですから、このお金が右から左へ、給与として

支払うことは法的に難しいかもしれませんが、何らかの形で医

師へ支払うことを確約するのです。方法は後で考えればいいで

しょう。入職前（公務員になる前）に、「支度金」という形で

支払うこともできそうです。

とにかく「見せ金」を用意するのです。

世知辛い言い方になりますが、その金額が、金木の本気度をア

ピールすることができます。行政に対しても強いプレッシャー

になるでしょう。

「救急はあった方がいいけど、身銭を切るのはイヤ」や、「署

名はするけど金は払いたくない」では医者は来ません。

日本中で、医師不足のために地域医療が混乱しています。各地

で署名が行われています。しかし住民の意思で多額の現金を用

意した自治体はいまだにありません。これはインパクトがあり

ますよ。１人2000円でいいのです。

医者に「金木は、こんなに本気です、是非来てください」とい

うことを強烈に伝えてください。

頑張ってください。

管理者

>Unknownさん
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地域の病院をリストラの嵐から守るために、地域住民もまた汗

を流さなければならないと考えます。

この国では許されていないようですが、欧米でおこなわれてい

る「病院ボランティア」も今後検討されるべき課題です。

ドイツだと思うのですが、ガン患者が末期ガン患者のお世話を

するという話を聞いたことがあります。双方に信頼関係が生ま

れ、毎日を充実して過ごせる・・わかるような気がします。

話しが逸れましたが、地域の医療に地域住民がもっと関わって

いいと思うのです。いままで、行政にあまりに任せ切りでした

から。

Unknown

管理人様

おっしゃるように行政はあてに出来ません。

彼らは有能ですが、変革期には役にたたないのです。

ただ「汗を流す」ことはありません。

現状ではボランティアは必要ではないのです。

非情な言い方ですが、救急の現場にボランティアは不要です。

必要なのはしっかりした、説得力のある、現金報酬なのです。

「七人の侍」という映画をご存じでしょうか。

農民に雇われた浪人が、農民を野党から守るために、最後には

損得抜きに命をかけて戦う、という映画です。
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でもそれは一緒に戦って、心が通じ合ってからの話しで、最初

に浪人を雇うときはやはりそれなりの「金」が必要だったので

す。

医者が、金木の人々と心を通わせ、損得抜きに住民の生命のた

めに頑張ってくれるようになる日が来るかも知れません。しか

しそれは高額な報酬目当てでも何でも、とにかく来て貰わなけ

ればはじまりません。

繰り返しますが、この状況ではボランティアは医者に対して何

の影響力もありません。

きつい言い方ですが、「そこまでして身銭を切るのが嫌なの

か、その程度のニーズしかないのか」と思われるのが落ちで

す。

すぐに実現するのは難しいかも知れませんが、今すぐ医師招聘

のための民間募金についての議論をはじめるべきです。

この掲示板は、実は多くの医師が注目しています。黙って見て

います。

ここでの議論が医者への呼び水となるか、「金木なんて行くも

んじゃない」という評判のもとになるか。

是非ご検討下さい。

管理者

汗をかく、や病院ボランティアは地域の病院に住民がかかわる

システムをこれから構築してくという課題ではないかと述べた

わけであって、即救急維持の方法として提言しているのではあ

りません。

アンディ

管理人さんの結論は
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金のかからない方法しか取らない。

10％や20％の弱者を守るために金などかけない。

だが弱者のために医者は来てほしい。

ということでよろしいのでしょうか？

某県へ移った医師

限界でした。

青森県出身医師です。いろいろあって現在は他県で働いていま

す。私が去った理由は青森県唯一の大学病院に失望したからで

す。救急体制は整っておらず、救急専門医がいないため、各科

Drが救急車を受けていました。つまり重傷者がいても他の科

の先生を呼んで、又違う先生を呼んで、、、。ナースもは点滴

一つしてくれません。組合で決まってるからなんだそうです。

またカルテは医師が自分で保管場所まで取りに行く有様でし

た。

今いる県ではきちんと３次救急センターがあり、充実していま

す。同じくらいの人口の地方ですよ。

結局、青森では医師を残す気がないんです。お金をかけてシス

テムを構築しようとしないんですから。

一度大学病院の医師の勤務状態を調べてみてください。金木

に、青森にドクターが残らない理由がおわかりになると思いま

す。

市長コメント全文

昨日ATVで報道された市長のコメント（全文）
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（11月10日に金木病院救急停止を県にすでに申請していた

ことについて）

「県からも何の連絡もなくて、私どもも、新聞記事を見ては

じめてわかったような状況です。・・予定狂ったといいますか

・・。いえ、隠したわけではないです。（提出に至った）事情

そのものがはっきりしないということで・・。できるだけ救急

体制は長く続けていきたいという思いですんで。」

コメント

みみちゃん

地吹雪がはじまる

雪が積もり始めました。今朝はびっくり。

以前、金木病院に勤務したことのある医師に知り合いを通じ

て、来てくれませんか？とおねがいをした。

４０過ぎて、金木で苦労したくない。ネオンがない。給料はい

いけど…。またある医師は、子どもの教育レベルを考えると、

青森市から通える範囲でないと…。冬場、五所川原と金木の地

吹雪は有名。実際、大雪に地吹雪に津鉄は麻痺し、大学からの

応援医師は、診療時間に間に合わず、大変な日があった。こん

な日に、脳疾患、心疾患で、搬入される患者さんがないように

祈った。３次救急病院にさらに金木から搬送しなくてはいけな

いから…。

医師が常勤したくない病院、でも住民は住み続けなくてはなり

ません。金木と五所川原が遮断されれば、住民は死ななきゃい

けない？おおげさかもしれないけど

たとえわずかであっても、起こりえます。同じ青森県民、同じ
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五所川原市民であって不公平のないようにおねがいしたい。

自治体病院の再編

【自治体病院の再編加速、５年で300施設減】

都道府県や市町村が運営する自治体病院の再編が加速してい
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る。この5年で約300の施設が減った。地方も財政健全化に

向け不採算事業から撤退を始めたためで、近隣病院への吸収や

民間への営業譲渡で統廃合を進めている。一部では総合的な医

療施設の空白地域が出てきたことから、厚生労働省は一定の条

件を満たす民間医療法人を中核病院として育てる考えで、法人

税減税の検討に入った。医療分野でも官業のリストラが進み、

官から民へと動き出した。

　厚労省によると、全国の自治体が運営する医療機関は昨年

12月末時点で5037施設。2000年末に比べて289施設、5.4

％減ったことが分かった。高度医療を担う病院が13、過疎地

対策などで医療を確保する診療所が276減った。入院ベッド

数でみると、この5年で約5100床、2％分が減った。5年前

までは自治体病院はほとんど減ることはなかった。

日経新聞(2006.3.27)

--------------------------------------

古い記事でもうしわけないが、「5年前までは自治体病院は

ほとんど減ることはなかった」という指摘は重い。こと医療に

関して、この国は破壊に向かっている。医療再編成とは医療リ

ストラだ。世界でも例を見ないこの国の優れた医療体制はみん

なが作り支えてきた貴重な財産だ。それが流行りの半纏「リス

トラ」によって壊されつつある。

国の責務は「国民の安全と福祉をまもる」ことにあるのは常

識だが、それもいまは危うい。日本が美しいかどうか知らない
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が、責務をはたそうと努力しない国は存在してはならない。

「安全と福祉」のためわたしたちは納税の義務を負っている。

持てるものは多くの税を納め、持たざるものの「安全と福祉」

を保護する。こんなあたりまえのことが、この国では「経済」

いわばゼニカネの名目で切り捨てられようとしている。

経済と福祉は異なった秩序であり目標である。どちらかに追

従しなければならないというものではない。本来、意味が異な

る秩序なのだ。これをゴッチャにしているから、本末転倒、病

院あって医療なしなどという状況が生じる。（参考：『資本主

義に徳はあるか』アンドレ・コント＝スポンヴィル著　紀伊国

屋書店）

年間７５兆円といわれる公共事業投資の一部でも、年間３０

兆円（毎年減額されている）の医療予算に向ければ、この国が

現在抱えている深刻な医療問題に希望の光が射すのである。

青森県内唯一の救急停止自治体病院である公立金木病院問題

も、そんな脈絡の上にある。
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2006・12・03（日）

潰された投稿（２）

医師不足の背景を指摘したローカル紙への投稿が潰されたこ

とはすでに述べた。以前、金木町が五所川原市と合併すると

き、疑義を呈した投稿もまた握りつぶされたことを思い出し

た。

----------------------------------------------

来年三月の合併特例法の期限をひかえ、市町村合併もいよい

よ大詰めを迎えた感がある。いったん決まりかけた合併案が白

紙に戻ったりした例もある。金木町は、当初は津軽半島北部二

町二村による合併案があったが、諸般の事情でとりやめとなっ

た。そのとき、某議員が「結納の日取りまで決めたのに・・」

とコメントしたことがあったが、市町村合併はどうも結婚話に

たとえられることが多いようだ。

　ところで、4月21日付けのＭ地方紙に、五所川原市が当

町および市浦村と合併協議会を設置することになったとして、

市長のコメントが載っているが、やはり同じ喩えで「思ってい

た“人”に嫁にきてもらった」とある。まだ、嫁になったわけ

ではないから「思っていた“人”を嫁にもらえそうだ」という

のが正しい。しかし・・なんとも妙な比喩ではある。「妻」の

対義語は「夫」であることを考えると「嫁」の対義語はどうし

ても「舅」になる。すなわち、市長という舅がいる五所川原と

いう家があって、息子はだれなのかよくわからないが、金木市

浦子という娘が嫁ぐことになるのだが、これはあきらかに「イ
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エ」を中心とした「封建的家父長制」的発想である。裏返すと

結婚する本人の意思にかかわりなく、「イエ」の利益のために

親が結婚を決めるということになるわけで、これは結婚する当

事者にとっては大きな悲劇である。

「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権

利を有することを基本として、相互の協力により、維持されな

ければならない」（憲法24条）

　市町村合併を結婚話にたとえたりするから、市民意識や人

権意識の未熟な本音が思わずポロリと出てしまうことになる。

　　　　　[市町村合併と嫁入り]2004/05/17(Mon)

--------------------------------------------

幸いこの稿は『週刊金曜日』に掲載され日の目をみたが、結

婚二年もたたないうちに封建的家父長制の「イエ」によってお

嫁さんがいじめられているのが金木病院救急取り下げ問題であ

ると言えないだろうか。現代版弥三郎節だ。市長といえば結婚

式で何度も祝辞を述べたことがあるだろう。そして「夫婦力を

あわせて幸せを築いてもらいたい」などと言ったはずだ。本人

みずから実践してこそ、言葉が意味をもつ。

 



金木病院救急再開物語（上）

69

2006・12・04（月）

金木病院・望まれる具体策

金木病院二万人署名の提出から五日が経過した。

市当局は救急復活に向けていまどんな取り組みをしているの

だろうか。わたしどもが要求している「医師確保の専門チー

ム」は発足したのだろうか。従来どおりの手法では医師を確保

し救急を復活することなど到底不可能だ。わたしたちはもっと

声をあげなくてはならない。

蟹田病院は少人数ながら救急体制を維持している。内科医が

外科の訓練をおこない、外科医が内科も診れるシステムをもっ

ているからだ。藤崎病院も少数の医師で救急体制を保ってい

る。

このたびの署名活動でのエピソードをひとつ紹介する。

某所では署名活動に反対された。署名をお願いしたメンバー

が30分にわたって「説教」されたというのだから穏やかでは

ない。

意見はいろいろあってしかるべきだ。ジリ貧の青森県の医療

を再編成によって水際でまもろうとする気持ちもわからないで

はない。しかし、目前にさしせまった危機は万難を排して未然

に防がなければならない。両立させる強い意志が医療行政にい

ま求められている。

「空白時間」に悲劇がおこる可能性は極めて高い。悲劇がお
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こったとき、その責任はいったいだれがとるのだろう。止むを

得なかったでは許されない。無策のそしりを免れない。「一人

の命は地球より重い」という言葉がある。失われた命はどんな

手段をもってしても二度ととりかえすことはできないのだ。本

来命を救うべき医療が、その体制の不備により命を奪うことな

どということは絶対にあってはならない。

問題をいつも「医師不足」の現実に置いて、ではなぜこのよ

うな窮状に至ったのかとか、これから医師確保のためにどうす

ればいいのかとかの根本的な議論を避けてはいないか？医師充

足率43%という全国最下位の本県（ひとつ上の岩手は55%）

を作り出したのはだれだろう。他方、おおらかに「医療フォー

ラム」など開催して県民を惑わす。真摯な反省と学びを欠いて

は、青森県の医療は助からない。

コメント

とある内科医

救急再開要請の前にするべきことかあるのでは？

お節介は承知でアドバイスしますが、あなた方は本当に現状を

理解しているのでしょうか。

少し調べたら金木病院の業務内容は1日平均入院数130人、1

日平均外来患者数280人となっています。

救急を全く行わないとしても、これだけの業務を処理するには

最低内科系医師4名、外科系医師2名が必要です。

つまり、今回内科医2名が逃げ出す前の状態で既に医師の業務
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は限界を超えていたということです。

残った医師を奴隷のようにこき使っても、これだけの入院・外

来患者を診察することはできません。つまり金木病院は病棟閉

鎖・外来縮小・ないし閉院というシナリオが目前に迫っている

わけです。

日中の業務すら満足にこなせない医師数の病院に、夜間・休日

救急対応の要請署名運動をしてどうするのですか？

まずは救急を断念し、医師2～3名を何とか補充して、月曜か

ら金曜の8時から17時まできちんと診療のできる体制にする

ことが先決です。

このままでは残った医師も辞職→病院閉院という最悪の結末に

なりますよ。

へき地医療従事者

しょうがない

なぜ救急医療を返上するかというと

　近くにより高次の医療機関がありますよね　金木は

　医師が少ないところに救急患者が搬送されても今のこのご時

世に適切な処置ができないんですよ。いくら内科、外科があっ

ても。

　脳卒中なら脳外科あるいは血管処置が必要だし、心筋梗塞も

血管処置、あるいは心臓外科、外傷にしても骨や腱が露出した

ものはこのご時世、整形外科に処置してもらわないと何かあっ
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たとき訴えられるのは医師なのです。　だからへき地には誰も

勤務したくありません。今の医療というのはある程度のスタッ

フが必要です。それは今の社会全般の声なのです。たとえ上記

のような患者が搬送されてきてもそこからまた別の病院へ搬送

する必要が生じ非常に無駄な労力を要するのです。分かってほ

しいです。

　あと　２０００万ぐらいの給料よりは１２００万でも都市の

生活を望むのが今の大多数の医師です。

　そうでしょう？あなた方の息子さん、娘さんだって地元に残

りますか？まずそこを考えてください。

とある内科医

承認されませんでしたね

残念ながら私の意見は反映していただけなかったようですね。

私は公的救急病に長く勤務した医師で、現場の医師の本音を良

く知っているのですが・・・

自分と合わない意見は無視するというのも一つの手でしょう

が、

それで現状が改善するでしょうか？

医師も人間です。

毎日担当外来が50人以上・受け持ち入院患者20人以上・その

上月５～6回も救急指定当直を強いられるという、常軌を逸し

た労働条件の病院では、誰も働きません。
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ホワイトリボンも結構ですが、まず地域での病院の役割を分担

して、医師が働いても良いと思えるような労働環境を作ること

が先ではないですか？

早く新しい医師が赴任することを願っております。

管理者

＞とある内科医さん

医師の過酷な労働条件は知っているつもりです。しかし、こと

は人命に関わる問題です。地域住民の悲痛な叫びをききいれる

ことができない理由などにいかなる正当性も認めることはでき

ません。

市、県、大学病院、国・・・もしも金木病院の救急体制が復活

ないとなれば、この国は不幸な国です。とても「美しい日本」

とはいえません。

何度もご投稿いただきありがとうございました。参考になりま

した。

よく考えましょう

医師の側はこう考えているのでしょう。

住民の過酷な医療条件は知っているつもりです。

しかし、ことは医師の人権に関わる問題です。

医師の悲痛な叫びをききいれることができない理由などにいか

なる正当性も認めることはできません。

市、県、大学病院、国・・・もしも金木病院の救急体制が貧し

い人員配置のまま復活すれば、この国は医師にとって不幸な国

です。
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とても「美しい医療」とはいえません。

管理人さんも医師の人権にも配慮すべきです。

（募集人員は２人ではだめ　せめて４人から５人単位でしない

と医師が疲弊して同様の問題がおこります）

また医師の側も僻地にすむ人の心情を逆なでするような言動は

慎むべきでしょう。

医師と住民が対立せずに問題が解決できるよう希望します。と

もに目指す視点は生命をいつくしむことからはじまります。

大学病院勤務医

金で医師が呼べるでしょうか？

管理人さんは年収をはずんで新たな医師を呼べばよいという論

調ですが、果たしてそう上手くいくでしょうか？

医師というのはある一定水準の技量・知識をもっていれば、ど

こで働いても最低年収１千万は保証される職業です。

普通に生活を送る限り医師が金銭的に困ることはありません。

したがって通常医師が金銭面だけを理由に職場を決めることな

いのです。

おおむね勤務医が病院に求めるのは次の２つの事です

１つ目は他の労働者と同じように、勤務の前後に最低限の睡眠

が取れること。

２つ目は自分にない知識･ 技量を持った医師が豊富に同僚とし

て勤務しており、働くことを通じて自分が医師として成長でき
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ること。専門医の多さと解釈してもらってよいでしょう。

今小規模の公的病院から次々と医師が逃げ出しているのはなぜ

か？　上記２つのうちどちらの条件も満たすことができないか

らです。

金木病院が２つ目の条件を満たすことは難しいと思いますが、

１つ目の条件は工夫をすれば何とかなるはず。真剣に医師に赴

任してもらいたいと考えるのであれば、この点をふまえて病院

の診療内容を変えて行く必要があると思います。

僻地医療を知るもの

医者はぼろ雑巾

で、結局、住民を守る必要があるから、どこからか医者を適当

に連れてきて、ぼろ雑巾のように仕事させ、過労死したらほっ

ぽり出せばいいや、という発想ですか？

地域住民の命も大事ですけど、医者の命も大事に扱ってほしい

です。

医者の命も考えるなら、それだけの救急医療を継続するために

内科医だけで最低でも７－８人以上は必要です。小児科医も５

－６人ほしいものです。

abc

救急医療を復活するには。

医師も人の子です。普通に働いて、その上時間外救急医療をす

るのは不可能です。人気のない病院であれば、なおさら医師は
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来ません。

本気で救急医療をしたければ、常勤医に当直をさせないでバイ

トの先生を呼んでくることです。そうすることによって、常勤

医が定着しやすい雰囲気になります。

一般的な相場の２－３倍の平日一晩２５万円、休日２４時間４

０万円も払えば、間違いなく、どこからか、来ていただけま

す。年間でいくと１億２０００万くらいで夜間救急は何とかな

ります。

お金を出せば、医師が来るのに、どうしてそれをされないので

しょうか。住民一人月１０００円出せば、何とかなる金額で

す。

大阪府の夜間休日医療センター（小児）の場合、医師の手当て

は一晩２０万だと聞きます。これで、何とかまわしている状態

なのです。

お金がなくて、さらに２４時間対応をしてほしい、これはずう

ずうしい話だとおもいませんか。お金がなければ、遠方の救急

病院に行くというのが当たり前だと思いますが。

とある外科医

自業自得で救急崩壊

僻地の医師不足状態は知っているつもりです。しかし、ことは

医師の人命に関わる問題です。

医師の悲痛な叫びをききいれることができない理由などにいか

なる正当性も認めることはできません。

市、県、大学病院、国・・・もしも医師のQOLが復活ないと

なれば、この国は不幸な国です。

とても「美しい日本」とはいえません。

何度も検閲していただきありがとうございました。参考になり
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ました

Unknown

2006-12-05 07:02:23の投稿

地域住民は「悲痛な叫びで」

医者の要求は「ささいなエゴ」である。

そのようにも取れる発言はお控えになられた方が

よろしいかと。

医者だって限りある一回の生しかない一人の人間ですよ。

その時間を「美談」だけで奪い取ろうなんて、

虫が良すぎると傍観者の私も思います。

「汗をかく」美しい言葉ですが、実がなければ、

リスクを負わなければ、「汗などかいていない」

のに等しいのでは。

ここは色んな意味で注目を集めています。

この発言を承認されるかどうかはともかく。

元発言は消されませんように。

でもしか博士

>ことは人命に関わる問題です。

赤の他人の命を人質に、第三者に奴隷労働をさせようという僻

地根性をまずは自省すべきではないかと思います。

患者はあなたらだけでないし、また自分が主治医でなかったら

その病人が青森だろうが、モザンピークだろうが全く等価。
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ゾロ嫌い

救急外来の現状

>>しかし、ことは人命に関わる問題です。地域住民の悲痛な

叫びを

>>ききいれることができない理由などにいかなる正当性も認

めるこ

>>とはできません。

ホントに人命に関わる救急外来受診が何%あるか調べてみた

ら？

下痢、吐き気、嘔吐、子供の発熱、一週間前からの便秘、

ちょっと測ってみたら血圧が高い・・・

なぜ一日が待てない？

死ぬかも知れない病気、百歩譲って入院するかもしれない状態

の患者が受診するのが「救急外来」の本来の姿。

２４時間コンビニ外来をお願いされたって、「人命」とは無関

係です。

田舎者

大きな視点では、

署名やホワイトリボンでは、残念ながら医師は来ないでしょ

う。

これは、日本全体の医療の構造の問題です。

一地方のこのような運動が大勢に与える影響はほとんど全くな

い。
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日本の医療は世界一です。これはWHOで認められています。

全世界で認められている事実です。

日本の医療関係者は、出来るだけ高度な医療を、出来るだけ

広い範囲に、出来るだけ安価に提供してきました。

その国際的・総合的評価が「世界一」です。

しかし、国（政治家）は診療報酬を削減することにしました。

出来るだけ安価にしてきたのに、無理矢理にでもお金を減らす

のです。

これでは、「出来るだけ高度な医療」も、「出来るだけ広い範

囲に」も、

崩壊していく一方なのは当然です。誰でもわかる理屈です。

その崩壊の最初が、金木病院をはじめ、東北や北海道の田舎か

ら

起こっているのです。今以上に悪くなることはあっても、改善

される

ことはあり得ない、と、まずは認識しなければなりません。

金木病院の救急体制復活は、あり得ません。そう、この国は

「不幸な国」なのです。世界一の医療なのに、もうお金は出さ

ない。

その先に「美しい日本」などあり得ない。これも、誰にでもわ

かる理屈です。

そしてこれは、さきの選挙で小泉自民党が圧勝した時点で、既

に決まって

しまったことなのです。今更騒いでも、既に遅い。
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しかし、絶望しかない訳でもない。誰でも出来ることで、かつ

強い効果が

期待できることがあります。

それは、

医療費削減を唱える政治家に、選挙で絶対に投票しない。

それで、医療費削減を唱える政治家を、根こそぎ全て落選させ

る

ことです。

これが不可能な場合は、残念ながら、田舎の人々は現在レベル

の医療を

望むのはあきらめるべきでしょう。

もし、次の選挙でそういう政治家を全て落選させたとしても、

医療崩壊は

不可逆なので、もはや手遅れかもしれない。

しかし、「あきらめない！」のなら、こうするべきです。

さらに言えば、これ以外の行動は根本的な問題解決には全くな

らないでしょう。

現在の状況が変わらなければ、その先にあるのはイギリスのよ

うな徹底的な

医療崩壊でしょう。

元･ 心の僻地勤務医

驕らないで下さい。

｢ 心の僻地｣ という言葉をご存知ですか？

医師はあなた達の下僕ではありません。

患者さんの命は医師の命より重いのですか？同じ人間なのです

よ。
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金木や五所川原の冬の厳しさは存じ上げていますが、住民のモ

ラルが高ければ、ここまでの事態にはならなかったのではあり

ませんか。

田舎住民

美しくありませんね

金木病院の救急維持の活動に微力ながら参加させて下さい。

木を見て森を見ずというのは、心のない医師を象徴するよう

に「病気をみて患者を～」、「病院をみて地域を～」にも当て

はまりますね。金木に限らず東北地方全体が医師不足ですが

医師の倫理観の崩壊が酷いためでしょうか。例えば学校の教

師は地方勤務での経験が生涯役に立ったといいます。医師

は逆に時間を無駄にしたと評します。また、へき地に医師に

来て欲しいなら金を積めとは、人の心があれば、普通は言え

ないことではありませんか？

いつでも気軽に365日、24時間かかれる病院が欲しいという

ような些細な願いも聞いてもらえない日本は美しくありません

ね。

どきゅんちゃん

医師の年収を下げ僻地に回せ

医者は卒後5年で年収1000万に達するそうです。

こんなに恵まれた仕事は他にありません。

30歳で年収1000万を皆もらえる仕事があれば教えてくださ

い。

提案としては、都会の医者の年収は500万以下にし、僻地の

医者の年収は1000万以上にするように法律で定めるべきで
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す。医療は国の保護産業なのだから給料も国が決めるべきで

す。

管理者

＞医療は国の保護産業

同感です。医療を損得勘定のレベルに貶めてはならないと思い

ます。

ご提案の都会と地域の医師給与については、にわかに同意はで

きませんが、少なくとも全国どこで暮らしていても「命」が保

障されるのでなくては憲法に違反します！ゼニカネのために医

療切り捨ての被害を被っているひとたちが大勢います。ふるさ

とを捨てなければならないひとたちが大勢います！

この国が医師の待遇問題も含めて「医療体制」を真剣に対応す

ることがいま求められていると思います。

アンディ

保護…ですか？

医師は命を扱うからこそ、万全な態勢で仕事に望まねばなりま

せん。

特に病院勤務医こそ。

ですから医師不足の解決策としては医師の待遇は今よりよくす

るという方向性こそあれ、その逆はありえません。

そもそも、一人年1万円だせば、4億円。

医師一人に2000万円出したとしても20人増えます。

4000万円だしても10人いれば十分救急医療を回していけるこ
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とでしょう。

住民一人あたり1万円負担する気などない、という住民のワガ

ママ、｢ ゼニカネ(を出し渋る)のために医療切り捨ての被害

を被っているひとたちが大勢います。ふるさとを捨てなければ

ならないひとたちが大勢います！｣ のではないでしょうか？

自業自得ですね。

そのようなお考えでは医師は医療現場から立ち去り、都会から

も医師はいなくなることでしょう。

もっとも、全国何処で暮らしていても　同等のレベルで　｢ 命

｣ が保障されるようになり、憲法遵守されるでしょうから管理

人さんたちは満足なのかもしれませんけれど。

もちろん、全国が総僻地化するだけでしょう。

あなたに見える範囲では。

しかし、それだけでしょうか。

金のある人間は大金を支払い医師を囲い込み、自分の｢ 命｣ だ

けは守ろうとするでしょうね。

あなたは気づかないでしょうが。

アンディ

予告

すでにいくつものコメントを投稿しましたが全てを封殺してき



金木病院救急再開物語（上）

84

た管理人様が先のコメントを通すとも思えません。

ただし他の方の目に留まらずとも、せめてあなたの胸のうちに

だけにでも留めておいてほしいですね。

この予告を。

平成20年の春までに金木病院自体が消滅しますよ？

正確には

平成20年の春までに金木病院から医師が消失しますよ？

ですね。

通りすがり

＞この国が医師の待遇問題も含めて「医療体制」を真剣に対応

することがいま求められていると思います。

いいえ違います。

もう日本の医療は崩壊してしまいました。

大都会以外ではまともな医療は受けられません。

あほくさ

心が僻地

結局　患者次第なところもある

権利意識丸出しで威張り腐った阿呆を

一生懸命診療してもヤリガイを持てない

そんなところに行くくらいなら医者なんて辞める　 　　 　

Unknown

医師の給与が５００万って本気で言ってますか？
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医師になるのにどれほどの苦労が必要か、知った上でのご発言

ですか？

あなたが血のにじむような努力の結果、公務員以下の報酬で

あったなら医師という職業を選択しますか？しませんよね？

不見識にも程がありますよ。

僻地の他爆燃料

訴訟も手かと

やはり医師の志が低くなったのが一番の原因と思います。

給料も良くて、高いモラルを求められる仕事なのだから、

僻地や救急病院にこそ医師は勤務すべきと思います。

やめる医師や、救急をやめる病院を訴訟して、ことの重大さを

わからせることが必要と思います。

Unknown

憲法違反になるんじゃあ、、

少しまともに考えろよ、日本は自由主義社会だよ。

強制的に配置したら居住の自由を保障する憲法に違反する。常

識だろ？中卒か？

＞30歳で年収1000万を皆もらえる仕事があれば教えてくだ

さい。

弁護士、パイロットなどはそうですね。

＞提案としては、都会の医者の年収は500万以下にし、僻地

の医者の年収は1000万以上

よく医師は卒業まで国費をつかってるからとかあるけど、弁護
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士だって国立大ならもちろんぜいきんだよなあ。僻地に弁護士

いないのも大変だから都会の弁護士は年収５００万とかにする

か？！

ちなみに日本の医療は産業ではない。医療産業ならアメリカな

みに利益をあげないとならないから。

年収が高い連中の法律を妬みで引き下げたらモラルが下がる

ぞ。みっともない発言だぜ。

中間管理職

ひどいのではないでしょうか

僻地で救急医療をやっている医師です。

ちょっとビックリしましたので、ご参考までに。

まず、日本の医療はWHOの健康度で世界１位でした。それに

比べて、医療費は先進国最低です。医師数に置いては先進国３

０カ国の下から２番目で、いま最下位になるところです。

＞美しくありませんね (田舎住民)

2006-12-06 11:16:38

＞（略）

＞いつでも気軽に365日、24時間かかれる病院が欲しいとい

う

ような些細な願いも聞いてもらえない日本は美しくありません

ね。
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そして、この意見は狂っているとしか思えない意見です。

気軽に２４時間かかれる国なんて、世界中どこを探してもあり

ません。私はアメリカに２年住んでいましたが、救急は部屋に

はいるだけで数万円かかります。救急車も有料です。専門医受

診は２週間待ちが普通です。こんな世界的には恥ずかしいほど

の重厚医療を期待する意見が、医療をおかしくしているので

す。

お暇でしたらうちのブログでものぞいてください。いま、日本

医療が崩壊中です。

Tea

ちょっと違うよ

>いつでも気軽に365日、24時間かかれる病院が欲しい

>地域住民の悲痛な叫びをききいれることができない理由など

にいかなる正当性も認めることはできません

自分たちの権利は主張する割に、医師達の権利は完全無視です

ね。医師のボランティア精神をあって当然、無ければ非人間的

とはあまりにもお粗末。

ガンジ

署名が２万人ですか、それは切実な数字ですね。一つ一つの

名前には、良い医療を求める真剣な願いが込められていて、

はんぱなモノじゃありませんね。住人達の高齢化も進んで、

タクシーで遠くまで通院するような事態だけは避けないと。

だらだらと怠けてばかりで救急医療を嫌がるの医者達には、

医の倫理をもう一度教え込まねばならんと、私は思います。
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はっきり言えば、金木病院もこういう強制的な再教育には、

有望な病院であります。医者は躾けをしてもらう側だから、

料金は当然無料で結構。寧ろ勉強料を払わせたい位ですね。

とある内科医

逆効果

「医療は国の保護産業なのだから給料も国が決めるべきです」

「金木病院もこういう強制的な再教育には、有望な病院であり

ます。医者は躾けをしてもらう側だから、料金は当然無料で結

構。寧ろ勉強料を払わせたい位ですね」

「医師に定着してもらいたいなら、医師の労働条件に気を遣う

べき」という私の意見は掲載しないで、上記のような暴言は掲

載許可するわけですか？　これを読んだ医師はどう思うでしょ

う。

おそらく「こんなメンタリティを持った地域では絶対に働かな

い」と激怒するでしょう。もし私の知り合いに金木病院に勤務

したいと言い出す医師がいれば、真っ先に止めます。

何を考えて管理人さんが掲載許可したのか分かりませんが、か

なりの医師が注目している掲示板にこの意見が採用された時点

でもうお終いだと思います。

素直な医師

勤務医師のつらさ、わかっていますか

東北某県の山間部の公立病院に勤めていた医師です。

今年退職して、今は大学病院で研究生活をしています。

皆様、地域の病院勤務医のつらさを、本当にわかっているで

しょうか。それがわからない限り、地域に医師は来ないと思い
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ます。

まず、病棟がつらい。入院患者のことが気になって、外来のな

い、いわゆる｢ 休日｣ も、心の休まる時がない。

次に、夜間呼び出しがつらい。私は、週に３日は当直をしてい

ましたが、十分な睡眠が取れなければ、精神に変調をきたすも

のです。

この２点が、他の職種と圧倒的に違う点です。３交代制にすれ

ば、まだ耐えられますが。

夜、普通に眠れる、日曜日に普通に休める人々がうらやましい

です。

では、地方の住民、首長方は、この医師の非人間的な勤務実態

に報いるのに、何を持ってすべきでしょう。

やはり、感謝の言葉と、そして、「お金」しかないのではない

でしょうか。

私は、地方病院に勤務していたとき、患者様から感謝の言葉は

多々いただきましたが、役所や病院職員からは、こき使われた

印象です。多くの地域では、感謝の言葉さえもない患者もいる

と聞きます。

｢ 感謝｣ だけでお金を出さなければ、口先だけで安く使われて

いるという風に考えてしまいます。医師も人の子ですから。ま

してや、家族もその地域で住むのを嫌がっているのでは、いく

ら使命感のある医師でも、３年ももたないでしょう。

私は、なんとか、その東北某県の僻地に５年以上いましたが、

辞めるときはつらかった。私が辞めてから、病院の入院受け入

れ、救急受け入れも中止され、入退院を繰り返していた、弱っ

たお年寄りが次々に亡くなったと聞きます。

「人の命は、地球よりも重い」
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では、まず、皆様がその気になればできることをして下さい。

署名とかではなくて、皆で、医師にお金を出しましょう。私

は、その僻地の病院から、年２０００万円以上もらっていまし

たが、あっさり辞めました。

医師一人に、３～４０００万円払う必要があるでしょう。そう

すれば、医師が、何年かいてくれるでしょう。

本当に、命が大事ならば、お金を出しましょう。

一医師の素直な感想です。

aki

これ本気で書いてるんでしょうか？勉強料を

払っても良いですよ。そのかわり死んでも文句言わないでくだ

さいね。

どきゅんちゃん

>Unknown (Unknown) さんへ

医師の年収500万というのは本気です。

医師になるほどの苦労といいますが、サラリーマンはみんな苦

労している。過重労働で過労死者まで出している。医師のみが

甘えないで頂きたい。

都会の医師は余っているのはコンセンサスが得られている。都

会の医師の僻地へ循環するには、都会の医師の年収を大幅に下

げて、僻地の医師の年収を大幅に上げる改革が求められる。

なお、現在の日本の財政は苦しく、医療費も下げなくてはなら

ない。それなのに、医師は既得権のみ考えて、高給を要求する

のか？　医師はいつから金のためだけに生きるようになったん
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だと思う。

年収1000万とは、労働者人口のうちたった5%しか得られな

い、狭き門である。その狭き門の多くを医師が占めており、医

師免許を持っているだけで年収1000万、ひいては2000万以

上もらえる現実をどう思うか？

今後は、社会に役立たない医師は500万で充分であるし、僻

地に行って身をささげる医師にのみ、年収1000万を保障する

べきである。

医療費削減＋医師不足の現状では、それが妥当な策である。医

師のわがままで、日本中の人が適切な医療を受けられずに苦し

んでいる現状を受け止め、医師は献身・自己犠牲の精神の元に

がんばっていただきたい。少なくとも、年収500万から1000

万あれば人並みの生活はできるのだから、年収は500万でも

医師は不満に思うはずがないのである。年収1500万くらいな

いと我慢できないという医師は、病気である。

医療費削減により、全国民が痛みを受けているのだから、医師

も痛みを受けるべきである。君達医師は、ただ贅沢したいがた

めに、国の政策にいつも文句言うんじゃないのかね。

管理者

＞とある内科医さん

＞もし私の知り合いに金木病院に勤務したいと言い出す医師が

いれば、真っ先に止めます。
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おだやかでない話です。それが本音なのですか？医師の激務の

現状は分かっているつもりです。ではなぜそうゆう状況にい

たったのかということもこのブログではいろいろ論じていま

す。

医師サイドのご意見もごもっともです。やや極論もあります

が、医療制度に対する不満や意見も素直な叫びではあります。

目前にせまった救急停止を撤回させるためにいまわたしたちは

活動を展開しています。活動をどのように展開したらよいかと

いうアドバイスなら大歓迎ですが、いまの医療の現状を説き、

最初から救急維持は無理というようなご意見では管理者として

保留せざるをえなかったということもご理解いただきたいもの

です。

素直な医師

「どきゅん」やめろ

｢ とある内科医」先生のおっしゃるとおりです。

「かなりの医師が注目している掲示板にこの意見が採用された

時点でもうお終いだと思います。」

もう、金木病院は終わりました。

せめて、住民の方々は、「どきゅんちゃん」が地元住民でない

ことを証明しなければなりません。

「どきゅんちゃん」へ



金木病院救急再開物語（上）

93

医療関係の掲示板の常連さんのようですが、金木病院に止めを

刺すのはやめてください。

地域医療に意欲のある、赤ひげ的な先生は、たくさんいます。

ただ、家庭の事情や諸事情で、なかなか踏みきれないだけで

す。そのような先生方でさえ、ネットで情報を得ているので

す。

素直な医師

どきゅんちゃんへ

都会の医者の給料を下げたら・・

「下げる」ということは、開業医や民間病院でなくて、公立病

院勤務医の給与を下げるということですね。そうしたら、腕の

良い医師は、民間病院に移るでしょうね。あるいは、経営に自

信があれば、開業します。

現に、公立病院では、事務や看護師などが医師に近いぐらい、

あるいはそれ以上の給料をもらっていますので、経営を圧迫

し、腕の良い医師は嫌気がさして、民間や開業に移る流れが始

まっています。

では、それも封じ込めるために、診療報酬全体を下げるので

しょうか。現に、診療報酬は下げられてきていますが、もし、

医師全体の所得が、サラリーマン並になれば、医療の質がかな

り低下するでしょうね。

私、医師ですので判りますが、やはり、薬の匙加減というの

は、微妙で、医師の頭の良し悪しが結果(患者の生き死に)に

かなり関係します。

だから、世界どこでも、医師の所得は、高めです。本当に命の

ことを考えるなら、医師が高所得であるようにすべきです。
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若い人々は、自分が病気になるなんて考えもしないから、そし

てお金がないから、嫉妬心大爆発でしょうが、それじゃ、先の

読めない動物と同じです。

都会５００万－僻地１０００万では、命は保てない。

都会１５００万－僻地３０００万とすべきでしょう。

現状では、都会１５００万－僻地２０００万なので、そして、

新しい研修制度で地方大学卒業の若い医師たちが地方勤務の惨

さ、安さに目覚めたので、僻地医療が崩壊しているのです。

私、友人の官僚に、現状はこうだが、これでよいのか？と詰問

したら、なんでそんな僻地に人が住んでいるんだ？、都会に移

れよ、不経済で困る、とノタマワッテいました。

素直な医師

どきゅんちゃんへ

都会の医者の給料を下げたら・・

「下げる」ということは、開業医や民間病院でなくて、公立病

院勤務医の給与を下げるということですね。そうしたら、腕の

良い医師は、民間病院に移るでしょうね。あるいは、経営に自

信があれば、開業します。

現に、公立病院では、事務や看護師などが医師に近いぐらい、

あるいはそれ以上の給料をもらっていますので、経営を圧迫

し、腕の良い医師は嫌気がさして、民間や開業に移る流れが始

まっています。

では、それも封じ込めるために、診療報酬全体を下げるので

しょうか。現に、診療報酬は下げられてきていますが、もし、

医師全体の所得が、サラリーマン並になれば、医療の質がかな

り低下するでしょうね。
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私、医師ですので判りますが、やはり、薬の匙加減というの

は、微妙で、医師の頭の良し悪しが結果(患者の生き死に)に

かなり関係します。

だから、世界どこでも、医師の所得は、高めです。本当に命の

ことを考えるなら、医師が高所得であるようにすべきです。

若い人々は、自分が病気になるなんて考えもしないから、そし

てお金がないから、嫉妬心大爆発でしょうが、それじゃ、先の

読めない動物と同じです。

都会５００万－僻地１０００万では、命は保てない。

都会１５００万－僻地３０００万とすべきでしょう。

現状では、都会１５００万－僻地２０００万なので、そして、

新しい研修制度で地方大学卒業の若い医師たちが地方勤務の惨

さ、安さに目覚めたので、僻地医療が崩壊しているのです。

私、友人の官僚に、現状はこうだが、これでよいのか？と詰問

したら、なんでそんな僻地に人が住んでいるんだ？、都会に移

れよ、不経済で困る、とノタマワッテいました。

naikai

医療崩壊は医療の現場を知らない人が招いている

医療崩壊が国のせい、医者の志が低い、医者は給料をもらいす

ぎ、やめる医師に対して訴訟を起こす。

本気で言っているのでしょうか。

医療崩壊は国のせいーそれもあるでしょう。でも大事な一因

に、医療を受ける側の問題もあるのではありませんか。日中、

病院がやっている時間帯には仕事があるから来られない、だか
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ら夜中に来た。子供が苦しそうだったが、仕事が終わるまで我

慢させてから来た。これから旅行に行くので、うちのおじい

ちゃんを入院させて欲しい。

大抵の病院では夜間の当直に当たっている医師は昼間も働いて

いた医師です。それなのに、当直をしているのだから、夜にみ

てもらって当たり前だ、という気持ちで受診するのはどうなの

でしょう。夜間の当直は、夜に具合が悪くなった人がくるとこ

ろであって、昼間から具合が悪かったけど、仕事があるから来

られなかった人のためのものではありません。ましてや病院は

旅行中に足手まといになるおじいちゃんをあずけるところでは

ありません。病院とコンビニ、ホテルを勘違いしている人が多

くなっているのは事実です。

医師は高給取りー会社のサラリーマンと同じような勤務をして

いてその給料であればそう言われても仕方ありませんね。で

も、6年間かけて大学を卒業し、その後最低2年間の研修。当

直のある日は36時間連続勤務でちょっとしたミスが患者さん

の命にかかわってしまうため、気を抜くことは許されません。

また、医師に原因がなくても不本意な結果であればすぐに訴訟

を起こされる。そんなリスクやストレスをしょってるのにサラ

リーマンと同じような給料ではやっていけませんよ。サラリー

マンの人は仕事で失敗しても、せいぜい会社をクビにされるく

らいで逮捕はされないでしょう？自分に非がないのに、そして

最善を尽くしたのに、内容証明郵便や訴状が届けられたときの

絶望感をあなたはわかりますか。

やめる医師に対して訴訟を起こすーそんな気持ちで病院を受診
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しているのですか。これは明らかに自分のことしか考えていな

い人の意見ですよね。医師がやめる原因を理解し、解消してい

こうという気持ちがないのですよね。このような自分のことし

か考えない人が増えてきていることが医療崩壊の一因になって

いるとは思いませんか。そのような人々が増えていけば、最初

は高かった医師の志もどんどん低くなっていくのではないで

しょうか。

最初から志の低い人間は医師にはなりません。それだけ苦労す

る、険しい道だからです。

患者さんのためになればと思わずに医療を施す医師はありませ

ん。相手に良くなって欲しくて、相手の喜ぶ顔が見たくて行う

のが医療だからです。ただ、どんな場合でも最良の結果になる

とは限りません。病気も様々、そして患者さんの状態も様々だ

からです。残念ながら病院は人が助かるところではあります

が、亡くなるところでもあります。どちらにせよ、医師がベス

トを尽くさないことはありえないのです。なぜなら、ベストを

尽くさなければ、最もその医師を許せないのは自分自身なのだ

から。

皆さん、自分たちの意識をもう一度見直してみてください、医

療崩壊を防ぐにはとても大切なことだと思います。日本の医療

が改善することを願っております。

管理者

医師と患者の連帯こそ求められている
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医師は過重勤務で疲弊し、患者は医師不足と格差の拡大で医療

アクセスデバイドに晒されています。

医療現場を「戦場」にたとえれば、両者は「戦友」。

非難しあうのでなく、ともに連帯して「ほんとうの」敵に立ち

向かわなければならないと思います。そのためにも、互いの声

に真摯に耳を傾け相互理解を深める必要を痛感します。

住民が地域医療の存続を求めて立ち上がっています。しかし、

勤務医が立ち上がったという話は聞こえてまいりません。この

たびの「医師アンケート」に勤務医が第２医師会を結成すべき

だという貴重な意見がありました。勤務医の側から国や県に提

言することも大切だと考えます。

北川（本名）

恐らく

全国のドクターの80％が怒りをもって読んでることでしょう。

金木はほんとに、、、。私も絶対働きたくありません。勤務医

のことなど全く分かっていない。虫がよすぎるよ。
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ホワイトリボン運動始まる！

わたしたちは決して金木病院を見捨てません。

わたしたちはいつも金木病院のことを見守っています。

わたしたちはいつも一日も早い救急再開を願っています。
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「ホワイトリボン運動」で、住民の堅い意思を表しましょう

！

要領は簡単です。お宅やお店などに白い布を結びつけたり

貼り出すのです。白いものであればなんでもかまいません。

ともにがんばりましょう！

ちらしはこちらでダウンロードできます↓

http://www.jomon.ne.jp/~oldpine/kinbyou/white.

doc

コメント

みみちゃん

今日のできごと

毎日のように、新聞・テレビでの報道。通院している患者さま

から…。金木病院無くなれば、なんども大変だな！！とほほ、

悲しくなります。なくなりませんよ～。救急車の受け入れが出

来ないだけで今までと変わりませんよ。応援の医師も来ている

し…。今までと同じように、病院にきてください。と、お話し

ました。

アンディ

わがままって言いません？

自分たちの救急医療のために布は巻いてもコストを負担するの

はいやと。

住民が何人いるかは存じませんが、1万円札を署名に添えて1

万人分も集めれば大丈夫ですよ。
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2006・12・05（火）

金木病院・流れが変わった（２）

今朝の陸奥新報によれば、津軽地域保健医療圏の自治体病院

機能再編計画（いわゆる中核病院を中心に据え地方の医療機関

をリストラするもの）が暗礁にのりあげたという。年内に構想

を提示する予定だったが弘前市立病院と国立弘前病院の統合が

困難となったのがその主な理由だ。県は津軽圏域の中核病院構

想を再検討せざるをえなくなったということだ。（四日県議会

決算特別委中村弘委員質問・難波健康福祉部長答弁）

金木病院の救急指定病院の撤回に関する質問もあったそう

だ。

金木病院の救急が停止すると救急車は西北中央病院へ向かう
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が、すでに指摘されているとおり同病院も飽和状態で充分な対

応は不可能だ。そうすれば救急車が弘前に向かうことは当然考

えられることだ。

津軽全域の医療構想を原点にもどし再検討することが求めら

れてはいないか。「グランドデザイン」も再検討されなければ

ならないのではないか。そのさい、もっとも優先されるのは住

民が医療になにを期待しているかという「住民の声」である。

このブログに昨日一日で1152件のアクセスがあった。金木病

院の救急問題はいまや社会の大きな関心事となっている。

行政は命の叫びに真摯に耳を傾けていただきたい。

コメント

部外者

何か勘違いしてませんか

＞このブログに昨日一日で1152件のアクセスがあった。金木

病院の救急問題はいまや社会の大きな関心事となっている。

地元民がそんなに見てるわけないでしょう。

このアクセス数は、このブログが2chに晒されたからですよ。

「金を出さずに口だけ出す」の実例としてね。
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市長へ要請はがきをだそう！

金木病院の救急を維持する「要請はがき」を五所川原市長に

出しましょう。

署名はがきはこちらから↓ダウンロードできます。

「金木病院・救急維持要請はがき」

コメント

Unknown

「流れが変わった」のエントリーに、「七人の侍」のコメント

を書いたものです。

市長へのハガキ、ホワイトリボン、二万人の署名、いずれも大

変なご努力と思います。

ですが皆さんは「行政は医者を呼ぶ力はない」という単純な事
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実に気づいていない、または気づかないようにされているので

はないでしょうか。

医者は根本的に個人営業主なのです。身分は公務員でも、医者

にはそんな意識はほとんどないのです。だから意に添わない異

動命令になんか従わない。行きたくなければ行かない。

異動を命じる力があったのは、これまでは大学の教授だけでし

た。多くの公立病院は、これまで大学教授を通じて医師を派遣

して貰っていました。でももう教授もその力がありません。

ですから行政はもうお手上げなのです。

こう言っては失礼ですが、五所川原の市長に、医者を呼ぶ力

も、ノウハウも、おそらく情熱もありません。

「医師確保の専門チーム」を泥縄で作っても絶対に成功しませ

ん。民間の「医師確保専門チーム」がもう何年も前から、それ

こそ北海道から沖縄まで歩き回って、頭を下げて回って、医学

生のうちから唾をつけて、それでも医師不足が続いているので

す。

ホワイトリボンも、失礼ながらエネルギーの方向が違うように

思われます。もうすでに

「青森県五所川原市にある金木病院の救急体制を守る運動。住

民は金銭的負担を一切せず他力本願的に救急体制の維持を目指

している」とWikipediaで揶揄されています。

http://symy.jp/?3__kanagi

管理人さんは住民が募金をして医師招聘のための資金を調達す

る、というプランについて、どうお考えですか？

何度も書いていてイヤになるのですが、医者に本気であること

をアピールするには、現時点では報酬しかないのです。

もしその動きが始まったら、ローカルレベルの話題だった金木
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病院問題が、一躍全国レベルで報道されるでしょう。

そうしたら流れが変わるかも知れない。

いかがでしょう。
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2006・12・06（水）

五所川原市議会開催

五所川原市議会十二月定例会は12月8日～15日の日程で開

催されることになった。11日におこなわれる一般質問では金

木病院問題が二氏によって取り上げられる。

工藤善司議員は「医師確保」をとりあげ、加藤磐議員は「救

急および地域医療体制」をとりあげる。両氏にはおおいにがん

ばっていただきたい。

二万人が見守っている。市当局は議員の質問に真摯に応える

ことがなによりも大切だ。曖昧な答えは信頼を失い、政治不信

をまねくだろう。金木病院救急問題の大きなヤマ場と言える。

当議会において、金木病院の救急維持に希望の灯が点される

ことを期待する。

参考：昨日一日で当ブログへのアクセスが1,471件ありま

した。Goo 685,611ブログ中494位です。閲覧ありがとうご

ざいます。

コメント

nonko

はじめまして

こんにちは
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ランキングに登録すると

どんな形　対象であろうと、訪問者が増えますよねー。

まだっ　さわりのみしか拝見しておりませんし

個性も　もわっとボール状態ですので

堅めに書かせていただいております。

では　短文ですが　またっ　nonko

ホワイトリボン運動広まる！

本日の朝刊折込で金木病院の救急体制を維持する「ホワイト

リボン運動」を呼びかけるチラシが配られた。街中一気にホワ

イトリボンが広まった。ポスターがわりにチラシを貼り出して

いるお店も多い。

きれいなリボン型のもの、風で飛ばされないよう頑丈にく

くったもの。素材もいろいろだ。
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それぞれが、それぞれのスタイルで白い布を掲げている。そ

れぞれがそれぞれの救急を守る願いと意志だ。

当折込チラシは今後二回金木地区に配布される。

ホワイトリボン運動の輪よ、大きく広がれ！

コメント

パル

素朴な質問です。

折り込みチラシのお金はどこから出てるのでしょうか？

会費を集めて活動してるのでしょうか？

それと、一連のブログを読ませていただいての質問です。署名

運動を行なったことはすごいことだと思います。しかし、金木

でフォーラムをやる以前から、金木病院の状況は知ってたと思

うのですが、どうしてフォーラムをする前からやらなかったの

ですか？

地域医療研？のことをどうのこうのという前に、それほど重要

なことと捉えたなら、もっと早く何かしらの行動に出れたので

は‥と思うのですが。

パル

素朴な質問です。

折込チラシ代はどこから出てるのですか？

会費を集めて活動してるのですか？

それとも、管理者の自腹で？
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金木病院の救急維持存続のために署名活動をしたが、どうして

もっと早い時期に行動にしなかったのですか？地域医療研？の

ことをどうのこうのといってるが、彼らが金木でフォーラムを

開いたからその気になったのでは？金木病院の状況については

だいぶ前知ってたと思うが‥。

管理者

＞バルさま

「維持する会」は金木病院救急維持を願う市民の自然発生的仲

間の会です。事務局はありますが、会長はいません。活動にく

わわる人がみな主体です。労力を提供するかたもいれば資金を

提供するひともいます。

ご存知のとおり病院の内部は外側から見えにくいものです。ま

た状況を外部にあまり漏らしたがりません。一般市民が病院の

窮状を知ったのは今夏の新聞報道からです。それもごく一部の

市民しか知りませんでした。

ご指摘のフォーラムが具体的なきっかけになったわけです。地

域医療研については問題が別です。いわば県の下部組織であ

り、中核病院構想を進めるためのアリバイ・ガス抜き装置です

から、わたしたちのように地域の病院をまもる目線とは逆を見

ているので、批判しているわけです。
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2006・12・07（木）

金木病院・ブログから

このブログに連日多くのご意見をいただいている。管理者の

責務で「公開」「非公開」を判断させていただいている。

金木病院の救急維持が当ブログの目的である。さまざまなご

意見があるのは当然のことだが、しかし・・・救急維持の活動

をやめろというのではとても「公開」できない。ご理解たまわ

りたい。

「要請はがき運動」にもご意見というか批判をいただいたし、

「ホワイトリボン運動」には自由に書き込めるインターネット

百科事典Wikipediaに明らかに妨害を意図した記事が一時掲

載されたりもした。地元すべてが願う金木病院救急維持にこれ

ほど抵抗があるとは正直思わなかった。

ひとつ紹介する。投稿者もこのブログにまるっきり反映され

ないでは心中収まりがつくまい。

「・・・・この予告を。　平成20年の春までに金木病院自

体が消滅しますよ？　正確には　平成20年の春までに金木病

院から医師が消失しますよ？・・」

これがいうとおりの現実となれば、この投稿者は金木病院問

題について表ざたにされていない何かを知っているのだろう。

言質として記録しておく。
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金木病院・その意味するもの

市民は救急維持を訴える。病院はマンパワー不足を繰り返

す。市行政は中核病院構想こそが切り札と謳う。

実は、金木病院問題はこの国の医療への取り組み姿勢がもた

らしたものである。国民皆保険制度などにより世界で最高の医

療奉仕を実現したにもかかわらず、いまこの国の医療は危機を

むかえている。金木病院だけの問題ではない。

三〇兆円の国民医療費は年々削られる一方建設投資額は八五

兆円・・・。医師は赤字病院経営のなかで疲労困憊し、市行政

はやりくりに追われて活路をみいだせないでいる。

医療は命をまもるというもっとも大切な分野である。現場で

ある市民・病院・市行政が一体となって健康な医療を実現しな

くてはならない。ともに手を携え、一致協力して本当の敵にた

ちむかうときだ。市民と病院や医師との対立や、市行政当局と
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医師や市民との対立などはアメとムチによる分裂支配の罠であ

る。そんな策略にかかってはならない。

コメント

中間管理職

質問させてください

済みませんが質問させてください。

金木病院がもしも救急が出来なくなった場合、

近隣の病院まではどのくらいなのでしょうか？

そこに代わることでどの程度住民の方は

お困りになるのでしょうか？

済みませんが、土地勘がないためお教え下さい。

管理者

お答えします

さしあたって、市内中心部にある西北中央病院へ搬送されるこ

とになります。夏場で15分ほど。冬場はその２～３倍の時間

がかかるといわれています。

ところが、この西北中央病院は医師の充足率が70%を切って

います。年間約1,400件の救急をこなしていますが、すでに飽

和状態です。これに金木病院が扱っていた年間約700件が加

算されるわけです。
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いわゆる救急患者の「タライ回し」がおこなわれることが充分

予想されますので、その実質的距離は言い表すことができませ

ん。

高田健吉

あぼん

目にゴミが入った，魚の小骨が喉に刺さった,酒飲んでたら肝

臓が心配になったぐらいで，時間外・救急に来るDQNがいる

からパンクするんですよ．

要するに格安・コンビニ感覚で医療を考えてるアホ国民が，滅

びる必要があるのです．

本当の救急患者以外は，アメリカ並みに10万円ぐらい請求し，

救急車の利用も入院の必要がないような奴は10万円請求すれ

ば，金木病院も復活の兆しが見えるでしょう．

お知らせ

当ブログに、金木病院の救急維持を求める市民運動の趣旨と

は異なる視点の書き込みが相次いでいるため、しばらくコメン

ト欄は閉鎖いたします。

管理者へのご意見は

kinbyou@mail.goo.ne.jp

まで、メールくださるようお願いいたします。

金木病院の救急体制が維持されるよう応援とご協力をお願い

いたします。
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（管理者）
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2006・12・08（金）

市民の責任

12月7日『朝日新聞』「声」に「（夕張市の）財政の破綻

は市民にも責任」という意見が載った。

・・・市の説明会の席上、「自分は市に何も迷惑をかけてい

ないのに、なぜこんな負担を負わすのか」という趣旨の発言が

あった。多くの市民の気持ちを代弁した意見ではあろうが、

「何もしない」ことは民主主義社会では、決して自らの責任を

まっとうすることにはならない。・・・・

まったくそのとおりだ。しかし、ではなぜ市民がこれほどの

財政赤字を抱えていた夕張市当局に「民主」的に働きかけやら

行動をとらなかったのかという問題にふれていないのは残念

だ。

わたしたちは金木病院救急維持のために市民運動を展開して

いる。いわば民主主義を実践しているわけだが、この活動で気

づいたことがある。それは市や病院が市民に説明責任を果たさ

ないことであり、住民のなかには市を恐れて萎縮し活動に参加

できないひともいるということだ。

この国は民主主義を標榜しながら、実は市民の声を封殺しつ

づけてきたのではないか？長年にわたる市民運動の敗北と挫折

によってこの国の民主主義は麻痺しているのではないか？わた

しはある市民運動にかかわっているが、そのたたかいはいつも
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負け続けているから実感している。

わたしは夕張市民を批判できない。批判すべきは民主主義の

仮面を被ったなにものかである。金木病院の救急をまもること

は民主主義をまもることであると承知している。

コメント欄閉鎖中。ご意見はメールでお願いします↓

kinbyou@mail.goo.ne.jp
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2006・12・09（土）

貧弱な医師確保策

青森県は来年度から大阪市立大と連携し研修医を受け入れる

ことになった。「本県が医療に熱意がある県だと評価され、研

修医が将来、本県を勤務先に選ぶ可能性がある」という。（東

奥日報12.8）　記事をよく読んでみると、研修期間はなんと

たった一ヶ月。こんな短期間で、青森県の医療事情が伝わるの

だろうか・・。

退職した女性産科医の職場復帰をうながす復帰前臨床研修も

実施されることが今月7日わかった。しかし・・募集はたった

二名。この産科医不足時代に二名とは少なすぎないか？さらに

申し込み締め切りは今月の二十八日。この短期間にどれだけ周

知されるというのだろう。なぜ、無期限の募集体制がとれない

のか？なぜもっと多く受け入れられないのか？

http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2006/

20061207130648.asp

短期といえば、海外研修も計画されているようだがその研修

期間が信じられないことにたった一週間である。これではとて

も研修とはいえない。

もっと真剣に青森県は医師確保に取り組むべきだろう。他県

の取り組みに比べてあまりにも貧弱すぎる。
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2006・12・10（日）

金木病院・署名活動（４）

金木病院二万人署名では、こんなエピソードもあった。

現場金木病院のある職員が「署名は禁止されている」といわ

れて署名できなかったという。

根拠は「地方公務員法」にあると想像されるが（特別な法律

に違反する内規をこの病院がもっているのであれば話は別だ

が）、該当するとすれば同法第３６条の２第２項（政治的制

限）だろう。それには「2．署名運動を企画し、又は主宰する

等これに積極的に関与すること。」とある。

このたびの署名は「金木病院の救急体制を維持する会」が企

画し主催したものだ。なにも金木病院に勤務するこの職員が企

画主催したのではない。それを認識しながらこの職員に署名を

させなかったものが金木病院の内部にいる。金木病院を助けよ

うとする活動を金木病院内のだれかが押えた・・これをどう理

解したらいいのだろうか。また、金木病院の窮状をあきらかに

しその根本解決を探るのも病院に関わるものの職務であろう。

署名妨害などしないでなすべきことがあるだろう。個人の自由

と良心を力でねじふせた暴力的行為は決して許されるものでは

ない。これはパワハラだ。

署名したくてもできなかったこの職員のつらい後悔に思いを

いたすとともに、不正をけっして許さない決意を新たにする。
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2006・12・11（月）

クリスマス・コンサート開催！

金木病院の救急を維持する住民活動の、本年の「とり」とし

て、クリスマス・コンサートを開催いたします。

救急維持の願いと祈りを新たにし、救急の実現のために住民

の結束をさらに強める当コンサートに多数のご参加をお願いい

たします。

名称　　「金木病院の救急体制を守るホワイトクリスマスコ

ンサート♪」

日時　　12月23日（土・祝日）　午後5時半開場　午後6

時開演

会場　　金木中央公民館

出演　　ソプラノ歌手・渡辺千賀子さん
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曲目　　カッチーニのアベマリア、竹田の子守歌、天空の城

ラピュタなど

入場　　無料

詳細は近日中に配布される案内チラシを参照されるか、「維

持する会」事務局までお問合せください。
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2006・12・12（火）

医師確保・半歩前進！

金木病院に新内科医　非常勤も2人体制確保

　公立金木病院（五所川原市金木地区）が医師不足のため、

来年一月一日付での救急指定撤回を県に申し出た問題で、病院

を運営する同病院組合管理者の平山誠敏五所川原市長は十一

日、医師確保の状況について、数日前から新たな非常勤内科医

一人が勤務していることを明らかにした。

　この日の同市議会十二月定例会一般質問で、加藤磐議員

（心友会）の質問に答えた。

　平山市長は「来年一月からは常勤内科医が三人から一人に

減じる予定だったが、先日（数日前）非常勤ながら内科医一人

を確保できたことにより内科医二人の体制にすることができ

た」と語った。

　しかし、依然として万全な体制とは言い難いことを説明

し、「今後、金木病院で対応できない部分は近隣医療機関と協

力して対応する必要があることから、消防機関など関係団体と

協議している」と述べた。

　また、今後の医師確保については「専門チームなども模索

しながら、引き続き最善の努力をしたい」とした。

（12.12『陸奥新報』）

-------------------------------------------------
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市長の努力に敬意を表する。また、はるばる東京から赴任さ

れたドクターに深く感謝する。

私たちの願い・救急維持が「半歩」前進した。

非常勤から常勤への問題、もう一人の内科医確保の問題・・

これらが解決したとき金木病院は復旧する。引き続きあらゆる

可能性に果敢に挑戦し、医師確保・救急維持に全力を傾注して

いただきたい。

わたしたちが提案している「医師確保のための専門チーム」

も検討しているという。6年後の完成をめざす「中核病院」は

55名の常勤医師が必要とされている。むつ総合病院や八戸市

立市民病院、さらには現在の西北中央病院の医師不足の現状を

みるに、55名の医師を確保し維持することは至難のわざと言

える。そのためにも「医師確保のための専門チーム」は早々に

実現すべきだろう。市長の英断に期待したい。
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2006・12・13（水）

救急搬送の対応策

救急搬送の対応策

「救急搬送の対応策　金木地区以北まとめ」

　指定取り下げで消防事務組合　　（12/9東奥日報）

公立金木病院（五所川原市金木町）の救急指定が二〇〇七年

一月一日付で取り下げとなり、金木地区以北の救急体制への影

響が懸念されていることを受け、五所川原地区消防事務組合は

八日、救急車の適正利用推進、各消防署間の救急車連帯強化、

個人病院などへの協力依頼など柱とする対応策をまとめた。

救急車適正利用は、金木病院の主な利用地域である同市金

木、市浦両地区と中泊町の住民に対し、緊急に病院へ行く必要

がない場合は救急車以外の交通機関を利用することなどを呼び

かける。

　各消防署間の救急車連帯強化は、市浦、中里、小泊の三消

防署が西北中央病院（五所川原市）など遠方に患者を搬送すれ

ば、三署管内の救急車不在時間が長くなる恐れがあるため、金

木、五所川原などの消防署の救急車が状況に応じて支援するほ

か、二台の救急車による中継搬送も想定する。

　個人病院などへの協力依頼は、比較的軽い傷病者はできる

だけ個人病院を利用できるよう、北五医師会などに要請する。

-------------------------------------------
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地区の救急病院がひとつ消える事実は重い。救急搬送の体制

を変更する程度で解決などできる問題ではない。次に掲載同意

を得て投稿者からの意見を紹介する。

１月１日から救急車の受け入れが撤回されましたが、関連の

消防署が対策の一つとして、軽症患者を開業医にお願いすると

ありました。

軽症と判断するのはだれ？

軽症な患者は救急車を利用するの？など疑問に思います。

金木病院も救急指定病院を取り消す前に、受け入れられる患

者を周知させることも必要と思う。

内科医が１名となる。常勤医が１名であり、パート医師の応

援は３月までは決まっている。平日、日勤帯での救急受け入れ

は可能ではないか？完全に、重症で入院が必要な患者は西北へ

…など振り分けできると思う。

また、整形に関しても、月・水・金の午前は西北病院から医

師が外来診療に来ている。

金木病院独自で救急の受け入れを決定する前に、西北病院・

開業医・消防署など関連する機関が話し合う必要があると思い

ます。医師不足はどこも同じといわれるなら、地域住民を救う

医療関係者が話し合うべきです。

実際、西北病院は危機感があるのか？小泊・市浦の住民はど

うなのか？消防署関連はどう考えているのか？

県でも中核病院を推進するだけでなく、今現在の状況に目を

向けてほしいとおもいます。

誰が中心になって、動けるのか？五所川原市長、つがる市
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長、中泊町長動けないでしょうか？

金木病院の問題では無いと思うのですが。

　　　　　　　　　　　by 　みみちゃん

金木病院・「陸奥新報」社説

社説

「金木の救急医療」　まず、厳冬期の態勢維持を

 

　救急医療ができなくなる。地域住民にとっては大事であ

る。特に病院に通う高齢者や家族の不安は大きい。

　五所川原市の公立金木病院の医師不足による救急指定撤回

問題で、平山誠敏市長は非常勤ながら数日前から新たな内科医

１人を確保したことを明らかにした。

　一歩前進ではある。これまで外科医３人、内科医３人で救

急車搬送患者の受け入れをぎりぎり確保していた金木病院だ

が、このうち内科医２人の退職に伴い、今年いっぱいで救急車

の受け入れができなくなることから、地域から救急体制継続の

声が上がった。

　「寝耳に水」の内科医退職に住民は声もなかった。これが

明らかになったのが８月１８日。しかし「救急体制がなくなれ

ば、どうなるんだろう」という事の重大さに、地域では救急指

定継続の声が大きくなっていった。

　西北五地域では２０１１年度の中核病院開業を目指し、自

治体病院機能再編事業を進めている。しかし、来年１月から救

急車搬送患者の受け入れはなくなる。とすれば、その間の住民
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の不安は計りしれない。

　金木病院を取り巻くこの地区は、地吹雪のメッカである。

西北の土地で暮らした人なら想像がつくだろう。吹きだまりが

でき、車が突っ込む事故は冬期間数え切れない。

　中泊町、五所川原市の市浦地区、つがる市車力地区住民に

とって、金木病院は「安心・安全」を保証してくれる生命線で

もある。

　１０月２５日には、行政、医療機関を含んだ西北五地域医

療研究会が「緊急金木病院応援フォーラム」を開催している。

その中で若い主婦は「このままでは子供を産めない。教育環境

の改善も進まないのなら若い人も定着しない」と言った。大げ

さな話ではない。

　１１月２９日には「金木病院の救急体制を維持する会」が

２万３５人分の署名を集め、平山市長に手渡している。わずか

６日間で、当初１万人を目標としていた署名が２万人を超えた

のは地域住民の切実な願いを映し出した証左だろう。

　既に公立金木病院組合管理者の平山市長、副管理者の小野

俊逸中泊町長らが県に医師派遣を要請している。しかし、県全

体でも厳しい医師不足がある。難波吉雄県健康福祉部長は「す

ぐにいい返事ができないのがつらい」と述べるにとどまった。

　０７年度から３年間、少なくても自治体病院再編による体

制が整うまでは、金木病院が地域の住民を守るために万全を尽

くすのが、地域自治体の絶対の命題である。

　医師の２人減から、非常勤とはいえ１人を確保した努力は

大きい。内科医は東京の医師で、平日には診療に当たっている

が、医師配置基準を満たすのはまだ厳しい状況である。

　医師確保の難しさ、それに並行する自治体病院再編による
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地域医療の確保は、広域合併の課題でもあったはず。まず、あ

と１人の医師の確保、あるいは他病院からの医師の緊急派遣も

含め、厳冬期に入るまでに住民の安心・安全を確保したい。

（12.13)

http://www.mutusinpou.co.jp/news/06121310.html

------------------------------------------------

社説は社の責任をもって書くものだから、関係者は重く受け

止めていただきたい。

さて、医師が二名退職することによって救急取り下げとなる

のだから、非常勤１名確保はやはり「一歩前進」というより

「半歩」前進だろう。この医師が常勤となる可能性はあるのか、

はたまた地域医療のために頑張ってくれるのかはいまだ未知数

だ。（文中「わずか６日間」は「１６日間」の誤り）

来年早々、五所川原市市議会議員選挙があることも心に留め

置きたい。
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2006・12・14（木）

カッチーニのアヴェマリア

今月23日に開催される「金木病院の救急体制を守るホワイ

トクリスマスコンサート♪」の一曲目に「カッチーニのアヴェ

マリア」が歌われます。いわば当コンサートのシンボル曲で

す。

この曲は「３年Ｂ組金八先生」のバックに何度も使われまし

たのでご存知の方も多いでしょう。とくに第19話「しゅう最

後の日、最後の授業」ではしゅうが警察に逮捕連行されるとき

象徴的に流れました。

カッチーニはイタリアルネッサンス期の宮廷音楽家。

こちらで聴くことができます。

http://www.voiceblog.jp/andotowa/145735.html
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2006・12・15（金）

金木病院・「白」のこだわり

金木病院二万人署名の後、わたしたちは「ホワイトリボン運

動」を展開し、いま「ホワイトクリスマスコンサート」を開催

する。なぜ「白」に拘るのか。

【白い】　①白色である。白である。雪のような色をしてい

る。②どの色にも染めてない。また、なにも書いてない。③明

るい。輝いている。④経験にとぼしい。野暮である。⑤潔白で

ある。正しい。（「広辞苑」）

わたしは白い包帯をイメージした。病院と包帯という実に安

易な連想からだった。いま、あらためて辞書を引くと、わたし

たちの市民活動自体が「白い」ことに気づかされた。
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街は雪で白くなった（①）。金木病院の救急維持を願う心は

まじりけのないもので（②）、だからリボンを掲げる市民の表

情は輝いて見える（③）。もちろん市民運動など経験のないひ

とたち（④）。それだけに一心に頑張っている（⑤）のだ。

白無垢の願いを白い眼で見てはいけない。努力をおこたり白

を切ってもいけない。白々しい言い訳も白けるだけ。

静かな決意に「白」ほどマッチする色はない。

「富士には月見草がよく似合ふ」（太宰治）

 ・・・金木病院には白がよく似合う。
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2006・12・16（土）

世相を表す漢字

今年の世相を表す漢字は「命」。いじめ自殺、子殺し・・社

会が病んでいる証拠だ。

http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__

2849998/detail

しかし、わたしたちはそんな世相を傍観しているわけにはい

かなくなった。救急停止によって自らの「命」が危険にさらさ

れているからだ。

青森県は自殺者が全国で下位から二番目。平均寿命も最下位

を低迷しているし、乳幼児の死亡率も全国でトップクラスだ。

若者に就職口は無く、老人には病院がない・・まるでこの国の

病がすべて吹きだまっているようだ。

戦乱に明け暮れるあるアフリカの国をジャーナリストが取材

に訪れた。村の子どもに「大きくなったらなにになりたい？」

と聞いたら小さな声で「生きていたい」と答えたという。救急

を失うこの地区の大人に「老後はどのようにすごされますか

？」と尋ねれば「生きていたい」という答えが返ってくるだろ

う。

医師不足による勤務医の過酷な労働環境を早急に改善し、せ

めて「命」だけは助けてもらいたいという願いをかなえて欲し
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い。

国の使命は「国民の安全と福祉を守る」ことにある。これが

実現されないのであれば、国に一体なんの意味があるのだろ

う。

一年を振り返る。暗い、とても暗い一年だった。
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2006・12・17（日）

金木病院・「東奥日報」社説

2006/12/16　東奥日報「社説」

医師確保へ強力な態勢を／金木病院救急休止

五所川原市の公立金木病院の救急車受け入れ休止が「秒読

み」段階となった。県による告示は来年一月一日付となってい

るが、常勤の内科医二人が、今月中に相次いで退職することに

なっており、実質的な救急休止は、待ったなしの状況だ。

　救急体制が休止することで困るのは、もちろん同市金木地

区、中泊町、つがる市車力地区など同病院近隣の住民たちだ。

不安は命に直結する。「助かる命も助からないことになってし

まう」と叫びは悲痛だ。

　ここにきて、同病院組合管理者の平山誠敏五所川原市長

は、市議会定例会の一般質問への答弁で「非常勤の内科医一人

を確保」と明らかにした。

　非常勤とはいえ困難な状況で、その成果は大きいといえ

る。が、非常勤では救急体制の維持ができないことも事実。常

勤医確保には、他の自治体との「綱引き」もささやかれ、険し

い現状が立ちふさがっている。

　今年八月、二人の常勤内科医が年末までに退職することが

明らかになった。これは同病院の救急体制維持が困難となるこ

とを意味した。

　平山市長や副管理者の小野俊逸中泊町長、病院事務局は、

退職する医師に代わる人材確保が急務となった。それ以上に、
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突然の事態を前に、住民たちは不安を募らせた。

　さらに、事態を傍観するわけにはいかないと、住民自らが

行動を起こし、「救急体制維持」を求める署名活動を展開し

た。

　十一月後半の約二週間という短い期間に、目標を大きく上

回る二万人以上の署名が集まった。このことは、住民たちの不

安がいかに大きなものであるかを物語るものである。

　署名簿は十一月二十九日午前、病院管理者である平山市長

に届けられた。平山市長も住民の切実な声である署名簿を重く

受け止めたはずだ。

　ところが、まさにその日の午後、同病院が来年一月一日付

で救急撤回を県に申し出た。県は一カ月前となる十二月一日

に、その旨を告示することが、マスコミの取材で明らかになっ

た。

　県への救急指定撤回の申し入れは十一月中旬だったとい

う。住民たちが署名活動をスタートさせた時期と重なる。かや

の外に置かれた格好の住民たちが、不安以上に、怒りの色をあ

らわにするのも当然だろう。

　ことここに至っては、金木以北の救急体制の対応が、まず

は急がれる。五所川原地区消防組合はさっそく、救急車の適正

利用推進や各消防署間の救急連携強化、個人病院などへの協力

依頼などの対応策をまとめた。

　具体的には、五所川原市の西北中央病院への搬送が主とな

り、これまで以上の距離や時間を要することになるわけだが、

本格的な降雪期となれば、地吹雪常襲地帯という悪環境も加わ

り、事態は予断を許さない。

　いずれにしても、金木病院の救急体制復活は焦眉（しょう
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び）の問題だ。そのためにも、医師確保特別チームなど強力な

態勢で臨むことが必要だ。

　住民たちは、救急体制復活を－という悲痛な思いを込めた

白いリボンを玄関先に掲げ、その日を待っている。行政にはそ

れに応える義務がある。

http://www.toonippo.co.jp/shasetsu/sha2006/

sha20061216.html

--------------------------------------------

よくぞ言い切ってくれた。その通り！「行政にはそれに応え

る義務がある」。東奥日報は青森県最大のメディア。この「社

説」の重さは計り知れない。行政は目に見えるかたちで早急に

対応してもらいたいと強く願う。
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2006・12・18（月）

本県で働く気なく弘大医入学6割

本県で働く気なく弘大医入学6割

（2006.12.10　東奥日報ニュース）

　弘前大学医学部の学生の64％が「本県で働く意志がな

い」まま入学していることが、学生が行ったアンケートで分

かった。そのうちの多くが受験事情で弘大を選択しており、大

学の「評価」や「施設」などを基準にして選択していたのはご

くわずかだった。本県では弘大生が他県に流れ、深刻な医師不

足が問題になっているが、学生からは「面接時、本県に残る意

志がある学生を見抜くべき」との指摘もあった。

　九日、青森市で開かれた県周産期医療シンポジウムで、弘

前大学医学部付属病院周産母子センターの田中幹二助手が発表

した。

　アンケートは、弘大医学部の学生が社会医学実習の一環と

して今年、医学部医学科一－五年生五百人を対象に実施。三百

十八人（男性二百十七人、女性九十九人、不明二人）から回答

を得た（回収率63％）。

　それによると「入学時、本県で働く気がなかった」と答え

たのは二百人（63.9％）で、その60％以上が「受験事情で弘

大を選択した」と答えた。一方で「大学の評価」「教員・教

育」「施設・設備」で弘大を選んだのはわずか数％だった。

　入学時に本県で働く意志があったと答えた学生百十三人の

うち三分の二が本県出身者。このうち「受験事情で弘大を選ん

だ」のは半数以下だった。
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　入学時と現在で、本県に残る意識の変化について、入学時

より本県勤務を希望する学生が若干増えたものの、なお56％

が「県内に残らない」と回答した。

　卒後、研修病院を決める際、最も重視するポイントを聞い

たところ「研修内容」と答えたのは約25％にとどまり、「勤

務条件」とほぼ同程度になった。

http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2006/

20061210091746.asp

-----------------------------------------

「新研修医制度」により医師の研修舞台は全国区となった。

弘大医学部と研修医のマッチングは全国最下位である。それに

追い討ちをかけるようなニュースだ。

あえてお断りしておくが、町の噂話。金木病院へ来てくれる

ドクターがみつかりそうになったとき、派閥の関係で破談にお

わったという。ここでいう派閥とは弘前大学医学部派閥とその

ドクターの系列派閥のことだが、全国最低の医師充足率の本県

の緊急課題である医師確保に際して、派閥に拘るなどというこ

とがもしも事実であればまさに患者不在の医療体制といわざる

を得ない。自分の力不足は棚に上げ、他方外部からの医師は拒

否するでは、県民はたまったものではない。

 



金木病院救急再開物語（上）

138

2006・12・19（火）

金木病院・医師確保策（１）

わたしたちが要請している「医師確保のための専門チーム」

は発足したのだろうか？　医師とて自分が勤務する金木病院が

スキルアップに役立つとかやりがいがなければ、あえて選ぶこ

とはないだろう。まして冬場の厳しさに二の足を踏むことは理

解できる。

某ホームページに、医師確保のためには病院勤務のメリット

を広くアピールすべきとあった。金木病院にそんなメリットは

あるだろうか？いや、４万人の命と健康をまもるために「な

い」では済まされまい。なければ作り出すことだ。

実際、公立金木病院には公式ホームページすらないのであ

る。PR材料もなければ、PRもしない・・・これでは医師確

保の見通しは暗いと言わざるを得ない。

栃木県では「授業料を免除する代わりに在学期間の１・５倍

のへき地勤務の義務化や、卒業後も地域貢献を求める――など

の対応を提言」をしたそうだ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061214-

00000146-mailo-l09

医師不足は2022年まで続くという。より積極的な行動をた

だちにとるよう当局に望む。
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2006・12・20（水）

金木病院・医師確保策（２）

金木病院の医師探しは以前と同じように金木病院T事務長

がおこなっているようだ。本務だけでも忙しいと思われるの

に、それに加えて医師も探さなければならないのは少々可愛そ

うだ。

青森県は医師充足率４３％と全国最下位。極端に深刻な医師

不足のなかで医師をみつけようとしてもそれは無いものねだり

だ。よって県外や中央都市部で医師を探すことにならざるを得

ないが、はたしてT事務局長にそんな時間的余裕と能力があ

るのだろうか・・・。

わたしたちは、最初から「医師確保のための専門チーム」の

立ち上げを要請している。いろいろな方法があるだろう。メン

バーも市職員や病院職員に限らなければならないというもので

もない。いまの時代、医師確保を依頼すれば、それに対応する

企業すらあるかも知れないし、一般市民のなかにチームメン

バーとして協力できる経験者や人材もいるかも知れない。

金木病院の事務職員を一名増員し、T事務長に医師確保専

門に取り組んでもらうべきというアイデアを語る人もいる。

もっと目線を拡げ、あらゆる可能性にチャレンジせずして医

師確保は到底不可能だ。
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地域住民から二万筆もの署名を受けていながら、このたびの

市の対応はそれにしても分かりにくい。いわゆる「説明責任」

をはたしていない。だから様々な疑惑や憶測を呼び不信感を招

く結果となっている。これは当局にとっても望ましくない展開

だろうと思う。

【参考】「説明責任」

Wikipedia  http://ja.wikipedia.org/wiki/

%E8%AA%AC%E6%98%8E%E8%B2%AC%E4%BB%BB

説明責任（せつめいせきにん、アカンウンタビリティー

（Accountability）の日本語の訳語）とは、政府・企業・団

体などの社会に影響力を及ぼす組織で権限を行使する者が、株

主や従業員といった直接的関係を持つものだけでなく、消費

者、取引業者、銀行、地域住民など、間接的関わりをも持つ全

ての人・組織（ステークホルダー：stakeholder、利害関係

者）にその活動や権限行使の予定、内容、結果等の報告をする

必要があるとする考えをいう。・・・現在の日本では定義のよ

うに理解されている。
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2006・12・21（木）

高橋衆議院議員動く！

医師確保への協力高橋衆議院議員に要望/金木病院組合

（12.21『東奥日報』）

医師不足により二〇〇七年一月一日付で救急指定を取り下げ

る五所川原市の公立金木病院を運営している同病院組合（管理

者・平山誠敏市長）は二十日、高橋千鶴子衆議院議員（共産）

に対し、医師確保への協力を求める要望書を手渡した。

同日、高橋議員らは、医師不足の実情などを調査するため同

病院を訪れ、病院側と懇談した際に要望書を受け取った。

要望書は、県内の各自治体病院の中でも同病院が特に医師不

足が深刻であるため、救急指定撤回を余儀なくされたことなで

を説明した上で、医師確保への特段の配慮を求めている。

懇談後、高橋議員は取材に対し「医師不足は焦眉の課題。地

域の基本的な医療が絶たれることになってはならない」などと

話し、国や県に対して医師確保対策の充実を求めていく考えを

示した。

--------------------------------------------

高橋千鶴子議員いま社会問題となっている「やらせタウン

ミーティング」を一番最初に取り上げたことで知られる辣腕議

員だ。

http://210.173.169.167/edu/news/

TKY200610310530.html
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金木病院問題は、いよいよ県・国レベルで取り組まれること

になった。

国会議員といえば、厚生畑の津島雄二議員（自民）にこそ

「要請」すべきだろう。病院問題は「命」にかかわる問題だ。

本県出身の国会議員が与野党の立場をこえて一丸となって取り

組むことを願う。病院組合の積極的な行動を期待する。
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2006・12・22（金）

ホワイトリボン運動（２）

12/9『東奥日報』

白いリボン運動広がる/金木病院の救急復活願い

医師不足のため二〇〇七年一月一日付で救急車受け入れを休

止する公立金木病院（五所川原市）の救急体制復活を願い、住

民グループが提唱している「ホワイトリボン運動」に賛同する

市民が増えている。同市金木町の中心部では、軒先に白いリボ

ンや布きれを掲げている焦点や民家が目立ってきた。

運動を提唱しているのは「金木病院の救急体制を維持する

会」。十一月、二万余の住民の署名を金木病院組合管理者の平

山誠敏五所川原市長に提出。それに続き、救急復活への願いを

示そうと十二月上旬、運動を始めた。

白い布が特に目につくのは、同市金木町朝日山の商店街や周

辺の住宅街。軒先のほか、街路灯の柱などに数多く結びつけら

れている。ある焦点の女性（六五）は、「救急車受け入れが止

まれば、非常に不便になる。できることをやりたいと思っ

た。」と、参加の動機を語った。

維持する会事務局の一戸彰晃さんは、行政に対し「民間の専

門家を加えた医師確保対策チームをつくるなどして、一刻も早

く医師を探してほしい」と訴えている。

-----------------------------------------------
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これから歳末をむかえて街はUターン帰省者で賑わう。人

口も一気に増える。みんなが掲げた「ホワイトリボン」は、冬

の厳しさに耐え静かにされど雄弁に住民の願いと祈りを語るこ

とだろう。願いの輪よさらに大きく広がれ！
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2006・12・23（土）

本日6時・クリスマスコンサート

「金木病院の救急体制を守るホワイトクリスマスコンサート」

が、本日午後6時から、金木町中央公民館（五所川原市金木町

菅原367-1　電話0173-53-3581）で開催されます。出演は

国内外で活躍中のソプラノ歌手渡辺千賀子さん。

曲目は「カッチーニのアヴェマリア」「竹田の子守唄」「イ

ムジン河」「天空の城ラピュタ」など。美しい歌声をご鑑賞く

ださい。

金木病院の救急体制を維持する祈りと願いをあらたにし、来

年の早期救急回復実現にむけて結束を強めましょう。
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入場無料。定員300人です。

♪コンサートちらし

http://www.jomon.ne.jp/~oldpine/kinbyou/c_

chirashi.doc

♪コンサートプログラム

http://www.jomon.ne.jp/~oldpine/kinbyou/c_

program.doc
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2006・12・24（日）

願いをこめてコンサート

12月23日、金木町中央公民館で「金木病院の救急体制を守

るホワイトクリスマスコンサート」が開催された。コンサート

ではソプラノ歌手渡辺千賀子さんがアカペラでクラシック曲を

歌ったほか、「人権」をテーマにしたフォークソングを熱唱

し、時々吹雪となった悪天候にもかかわらず開場に集まった救

急維持を願う地域住民約150人を魅了した。

開場からはときおりすすり泣きや、涙をぬぐう光景がみられ

た。まもなく救急体制を失う自らの身に置き換えざるを得ない

からだ。

当コンサートでは「閉会の挨拶」はあえておこなわれなかっ
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た。救急が復活したとき、もう一度この場でコンサートをひら

きそれを祝う。いわばこのコンサートは第一部と言える。コン

サートはまだ終わっていないのだ。

願いとともにこの年を送り願いとともに新たな年を迎えた

い。そして、救急復活を実現して、こんどは喜びの涙を流した

い。そのときは声高らかに閉会の挨拶をすることになるだろ

う。
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2006・12・25（月）

金木病院と選挙

ニュースの中から最も重要なものを選んで論評するのがコラ

ム。陸奥新報一面コラム「冬夏言」が金木病院救急停止問題を

とりあげた。

------------------------------------------

過日、五所川原市で公立金木病院の救急体制維持を願うクリ

スマスコンサートが開かれた。医師不足のため一月一日付で救

急車受け入れが休止するが、住民の気持ちを思うと胸が痛む▼

クリスマスイブの二十四日には中泊町議選が行われた。同町に

とって救急病院と言えば金木病院。こちらも救急復活を願い、

地域の声を代弁する新議員たちに希望を託した有権者もいるは

ず▼西北五は県内でも医療環境が特に厳しい地域の一つ。間

違っても、このまま地域の切捨てにつながらないよう、新議員

には各方面へしっかり働き掛けてほしい▼年明けの一月は五所

川原市議選も控える。同市もまた金木病院を利用する地域を抱

える。投票日まで一カ月を切り、候補予定者たちは態勢固めに

奔走するが、年の瀬であり、しわしさも一層増す▼選挙戦で

は、金木病院の問題が盛んに取り上げられることだろう。医療

は命に直結する分野であり、地域を支える大きな柱の一つだ。

責任を持って訴えてほしい▼今年も残すところ数日。例年なら

新年を晴れ晴れした気持ちで迎えるが、今回ばかりはできそう

にない。しかし、落胆してばかりもいられない。早急な救急体

制の復活に向け、関係者の奮起に期待する。（06.12.25『陸
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奥新報』）

------------------------------------------

選挙をひかえ、地域住民の目は厳しい。立候補者が医師確保

にどれだけ努めるか、またその能力はあるか・・。このたびの

選挙の最大の眼目である。

同紙二頁「'06ニュース回顧」も「医師不足　維持できぬ救

急体制」というタイトルで金木病院救急停止問題を大きくとり

あげ「・・金木病院を含む西北五地域の公立五病院は、圏域の

医療体制充実を狙って機能再編成進め、市内に中核病院を整備

するが、開業目標は五年先の二〇一一年度。その間の地域医療

維持は行政の責務であり、医師確保専門チーム設置など、抜本

的対策が求められている」と指摘している。

一方、本日の『東奥日報』紙は「迫る五所川原市議選ー課題

の点検㊤」で、五所川原市が数年後には夕張市のような財政再

建団体に転落しかねない危機的状況にあることを伝えた。はた

して・・199億もの「中核病院構想」自体財政的な面で可能

なのだろうか？これもまた厳しく見守りたい。

『陸奥新報』HP

http://www.mutusinpou.co.jp/

『東奥日報』HP

http://www.toonippo.co.jp/
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『東奥日報』「ホワイトクリスマスコンサート」記事

http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2006/

20061224092118.asp
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2006・12・26（火）

マスタープラン

199億円をかけて建設予定の「中核病院」は、地域の医療

体制リストラ構想（「西北五地域における自治体病院機能再編

成マスタープラン」）に基づくものである。

この「マスタープラン」が市民にどれだけ理解されているか

といえば、甚だ心もとない。簡単にいえば五所川原市郊外漆川

に最新設備の大病院（中核病院）を置き、周辺の病院を診療所

化して後方支援体制をとるというものだ。中核病院は常勤ドク

ター55名体制で運営される計画だ。

青森県の医師充足率は43%と全国でだんとつ最下位のおり

から55名を確保し維持できるかどうかという不安は大きい。

いま金木病院がたった2名の医師すら確保できない現実は重

い。それはさておき、この中核病院の収支予測を見ると、「収

入は最大限に見積もり支出は最小限に見積もる」というなんと

も危うい計画なのだ。それはこのプランを策定した検討委員会

自身が次のように述べていることでも明かだ。

◆総括（「マスタープラン」pp34-35から引用）

このように本収支計画における中核病院の収支について、毎

年度純損失の発生は避けられず、累積欠損は生じるものの、経

営上問題とされる不良債務の発生は10年スパンで見ると回避

できる見込みとなっている。

しかしながら、このことは、医師が100%充足されるととも
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に、病床利用率を92%で維持し、病病連携・病診連携を、地

域連携クリティカルパスや医療情報ネットワークなどのツール

を活用しながら積極的に進め、在院日数の短縮化を図り、密度

の濃い医療を集中して提供できる態勢が整備されることが必要

条件と考えられ、その結果、一般病床の入院診療単価が青森市

民病院や八戸市立市民病院と並ぶ程度の単価水準（40,800円

/日）となることを前提に可能となる試算であることに留意す

る必要がある。また、経費のうち最も多くを占める人件費の算

定に当たっても、公務員の給与構造改革を踏まえ、原稿の圏域

内平均給与に比較し2%減額して算定していることも試算上、

健全経営が確保できる要因となっている。（以下略）

これに続き、地域の現状では入院診療単価は34,500円程度

であることや、一般病床利用率は85.5%であることが述べら

れている。ハードルは高い。以上収入計画だが、支出計画では

わたしの読み違えでなければ医師の平均給与を14,000,000円

（年収）程度としている。あり得ない数字だ。深刻な医師不足

時代に、この給与で55名もの常勤医師を確保・維持できるわ

けがない。

このプランを経営分析の専門家にチェックしてもらったのだ

ろうか？これだけの大事業が失敗すれば、地域は多額の債務に

苦しむことになる。目標の七～八割程度で成立の見込みがなけ

れば一般企業はとてもリスクが大きすぎて手をだすまい。もし

も中核病院構想が頓挫すれば、地域の医療は完全に崩壊し、病

院機能を奪われた地域の医療施設がわびしく点々と残るだけ

だ。そんな光景は見たくない。
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より現実味のある綿密なプランの作成とその詳細な説明を当

局にお願いしたい。
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2006・12・27（水）

あらたな取り組みに期待

医師確保へ理事者と連携

　　　　　　　金木病院組合

五所川原市の公立金木病院が来年一月一日付で救急車受け入

れを休止する問題で、同病院組合（管理者・平山誠敏五所川原

市長）は二十六日、同組合議会定例会で、理事者と議会が一体

となって新たな医師確保に努めることを確認した。

組合副管理者の小野俊逸中泊町長らによると、一議員が質疑

で、理事者と議会がタイアップして医師確保に努めるべきと提

言。協議の結果、今後は頻繁に議員全員協議会などを開き、双

方が綿密な情報交換をし、各方面で医師確保に努めることでま

とまった。関係者によると、理事者側は今のところ二、三人の

医師を念頭に、折衝に当たる方針という。また定例会では、議

員報酬を来年四月から年額四万八千円に減額するなどとした条

例案を原案通り可決した。

（『陸奥新報』12.27）

---------------------------------------------

ここで言う「理事者」とは病院側のことで蝦名院長心得ほか

事務長を含む3名である。すなわち病院議会と病院がタイアッ

プして医師確保に努めるということ。これまでその取り組みが

なされていなかったことにかえって驚きを禁じえないが、これ

もまた半歩前進とも言える。
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地域は市議会選挙前哨戦まっただなかである。旧金木町の最

大の関心は金木病院救急問題にあることを立候補者たちは肝に

銘ずべきである。
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2006・12・28（木）

県内１０大ニュース

読者が選ぶ2006県内10大ニュースの第３位に「医師不足

が深刻化」が入った。以下、『東奥日報』（12/26）から

公立野辺地病院が医師確保できず、医師定員基準緩和の特例

を申請、九月から適用された。十和田市立中央病院、野辺地病

院は、常勤産婦人科医不在のため産科が休診したままとなって

いる。金木病院（五所川原市）は十二月中に内科医二人が辞め

ることになり、二〇〇七年一月一日から救急車受け入れ中止を

決定。住民が救急体制維持を求める署名を行った。

----------------------------------------

医師充足率43％という青森県の医療は崩壊寸前である。い

や、すでに崩壊しているのだろう。あらゆる英知と努力をもっ

て青森県の医療を死守し発展させていかなければならない。行

政にはその責任がある。また、住民は行政を動かすためにもっ

と声をあげなければならない。青森県全域で住民は声をあげな

ければならない。

泣き寝入りはごめんだ。42年間にわたって地域の救急を

担ってきた金木病院。地域が育んできた金木病院。それを自分

たちの時代で失うことになれば、将来この地に生まれ育つ、こ

の地をかけがえのないふるさととする子孫たちにとても顔向け

ができない。
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この国の医療政策、青森県の医療政策を批判しつつ、医師確

保に向け運動をさらに強めていきたい。
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2006・12・29（金）

まだ北津軽郡？

市広報が届いた。９ページに「金木病院からのお知らせ」と

題し、

診療体制について

金木病院では、１月より内科の常勤医師が１名となるため、

救急車の受入れができなくなりますのでお知らせします。

なお、夜間及び休日（時間外）診療は、いままでどおり受け

付けています。

とあった。なんとも事務的な、木で鼻をくくったような文章

だ。二万人の署名があったことも、医師確保にいまどのような

努力がなされているかも一言もふれられていない。市の広報だ

からそれまでと言われそうだが、いま金木病院救急指定取り下

げ問題は青森県内外で注目されており、先にも書いたが読者が

選ぶ１０大ニュース（東奥日報）の３位にはいるほどの大問題

である。もうすこし、なんとかならなかったのか？　せめて広

報に医師募集を掲載するくらいの誠意が欲しかった。

市の公式ホームページでも金木病院問題は一切扱われていな

い。まるで五所川原市に金木病院は存在しないかのようだ。

http://www.goshogawara.net.pref.aomori.jp/

金木病院が医師を募集しているサイトをみつけた。「医師転

職ドットコム」という。
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http://www.dr-10.com/jobdetail.php?JobID=01357-

00002#

ああ、やっぱり金木病院は五所川原市には存在していないの

だ。所在地を見ておどろいた。いまだに北津軽郡なのだ！　驚

きついでにもうひとつ。「求人メッセージ」に「なお、2008

年を目途に近隣の公的5病院が合併し、新しい総合病院を建設

する予定です。」とある。（「医師転職ドットコム」情報掲載

日：2006/11/01 17:03:42）　マスタープランでは2011年

ではなかったか？　3年サバを読んでなにも知らない医師にあ

らぬ期待を抱かせるということなのか・・。事実に気づけば医

師は不信感を懐くのではないだろうか。そんな不誠実な病院に

勤務するだろうか。中核病院建設をダシにするのでなく、待遇

や勤務など医師に魅力ある条件、それも可能な限り他に抜きん

出た条件を具体的に提示すべきではないか。

もっと身を入れて、医師確保に誠実かつ真剣に取り組んでも

らいたい。４万人の救急がかかっているのである。こんな杜撰

（ずさん）な方法で医師がみつかるわけがない。情けなくなっ

た。
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2006・12・30（土）

女性産科医復帰研修応募ゼロ

休職中の女性産科医の職場復帰を支援する県の研修事業の申

し込みが二十八日締め切られた。しかし、期待に反して、女性

医師からの応募はゼロ。深刻な産科医不足解消へ、女性医師の

復帰に期待をかけていた県は「提示した研修の条件が合わな

かったのだろうか…」と落胆を隠せないが、病院関係者からは

「もともと県内に休職中の女性産科医はいないのでは」との指

摘も上がっている。

　県は本年度、増え続ける女性医師の職場環境を整える事業

を開始。子育てなどの理由で医療現場を離れている女性産科医

の職場復帰を支援する臨床研修を来年一月から三月まで予定

し、今月一日から受講者二人を募集した。

　ところが締め切りの二十八日になっても応募はゼロ。問い

合わせもなかった。

　産科医の応募がなければ小児科か麻酔科も受け付けること

にしていたがやはり、問い合わせ、応募ともになかった。

　県医療薬務課は「女性産科医確保につながると期待してい

たが…」とがっかりした様子。「ホームページで周知したほ

か、県医師会、弘前大学、各病院にお知らせしたのでPR不足

ではないと思う」と語る。

　とりあえず二十八日付消印有効として年明けまで応募を待

つ予定だが、見通しは厳しい。このまま本年度、応募がなかっ

た場合、約百五十万円の事業費は、減額補正される。

　県の今年一月の調査では二〇〇三－〇五年で休職中の女性

産科医・小児科医は十三人いることになっているが、県内のあ
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る産科医は「青森県の女性産科医は全員離職せず、子育てなど

しながら頑張っている」と指摘する。産科医の厳しい労働環境

に触れながら、「県外からでも応募があればよかったのに」と

話していた。（『東奥日報』06.12.29）

 http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2006/

20061229093749.asp

-------------------------------------------

このブログで以前指摘したが、募集期間がたった4週間では

短すぎる。かりに復帰を考える医師がいたとしても、人生を変

える大きな決断であることを考慮すれば、あまりにお役所仕事

にすぎたのではないか。素朴な疑問だが・・・なぜ無期限で募

集できないのか？粘り強さに欠けないか？

「ある産科医」の指摘と県の想定とのくい違いは重大だ。実

際のところ潜在的産科医は青森県内にいるのか、いないのか。

そもそも、ホームページで「周知」することなどとても不可能

だ。事前に、県医師会・弘前大学・各病院に大まかであれ可能

性について打診したのだろうか？しなかったとすれば、あまり

にあてずっぽうとしか言いようがない。事前分析が甘すぎたこ

とも指摘されなければならない。医師確保が「全国区」である

ことはいまや常識である。弘前大学が県内に医師を供給してき

た時代は既に終わったのだ。「ある産科医」が述べているよう

に県外をも睨んだ募集が必要だ。

県は、これに懲りずより広く持続的に産科医を募集すべきだ

ろう。
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【補足】

金木病院の救急体制を回復には最低2名の内科医が必要だ。

しかし、2名では本当は足らない。医師が激務のあまり現場を

去ったことを考えると、最低でも3名は確保しなければならな

いだろう。それを達成してやっと常勤7名体制である。金木病

院の規定医師数は（医師配置基準を90％にまけてもらって）

13名だから先は限りなく遠い。

産科医は生まれ出ずる「命」をまもる。救急体制は失わずに

すむ「命」をまもる。どちらも医療の原点である。金木病院救

急維持のため県が医師確保に積極的に取り組むことを願わずに

いられない。

コメント

一人じゃ地獄、二人でも地獄

３人でも地獄、４人でも地獄

僻地医療という地獄に数人放り込まれても地獄でしかありえな

い

一人で飛び込むのは犯罪者くらいのものだろう

規定医師数に足りないのなら廃業するのが筋では？

住民が本気で金を出せば解決できる問題を、医師の倫理に訴え

るのは、これも筋違い

しょせんは田舎など他人事である
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同情するなら金を出せ！

管理者

おこたえ

このようなコメントが多過ぎて、「承認」設定しています。典

型的発言としてあえて晒します。

ドクターの厳しい勤務状況はわかっていると何度もこのブログ

で述べているのに、いまだ「金を出せ」という。なにか別に意

図でもあるのですか？住民運動をつぶさなければならない意図

でもあるのですか？それは市議会議員選挙にでも関係があるの

でしょうか？

金木病院問題は、国策による医師不足と支援体制の不備にあり

ます。あなたが本当にドクターであるなら、本当に立ち向かう

べき相手を見間違えていると思います。

患者を救うのが医療でしょう？患者はメシのタネなのですか？

なにも金を出さないと言ってません。地域がともに汗を流すと

言っています。カネが欲しいなら皆で頑張ってカネもだします

よ。どうですか？

医師がこのような貧困な精神を懐かざるを得なくなったこの国

の医療政策を恨みます。

アンディ

自演？
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>ドクターの厳しい勤務状況はわかっていると何度もこのブロ

グで述べているのに、いまだ「金を出せ」という。

過去の管理人様のコメントを拝見するに、理解できているとは

到底思えませんけれどね。

>なにか別に意図でもあるのですか？住民運動をつぶさなけれ

ばならない意図でもあるのですか？それは市議会議員選挙にで

も関係があるのでしょうか？

口が悪いだけで、この運動の方向性が間違っていることへの苦

言を呈しているのでしょう。

>金木病院問題は、国策による医師不足と支援体制の不備にあ

ります。あなたが本当にドクターであるなら、本当に立ち向か

うべき相手を見間違えていると思います。

ホワイトバンド運動で医師が沸いてくるという雨乞い的な思考

こそが間違っていると思いますが。

>患者を救うのが医療でしょう？患者はメシのタネなのですか

？なにも金を出さないと言ってません。地域がともに汗を流す

と言っています。カネが欲しいなら皆で頑張ってカネもだしま

すよ。どうですか？

あなたがこれまでに「承認し、その上で賛同された」ご意見を

拝見するに期待はできませんけれど…

どれぐらいのご覚悟なのでしょうか？

管理者

＞アンディさま

「自演？」とは・・・・。
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あなたたちは「自演」することがよくあるのでしょうね。自分

の容器で他を推し量らないでください。失礼ですよ。

わたしたちはそんな卑怯なまねはしません。

「ホワイトバンド運動」ではありません、何も読んでないので

すね。これだけ地域住民が願っているのにこれもまた失礼極ま

りない！

「ホワイトリボン運動」です。

＞雨乞い

・・・市民運動を否定するあなたはいったい誰ですか？まさか

ドクターではないことを願います。

-----------------------

この度のコメントが、あまりに酷すぎたためあえて公開しまし

た。

因みに、救急維持できず残念でしたね・・などと嗤いを含んだ

悪辣なメールも届いています。本当に情けないことです。命を

守る医療を、この国では期待できないのでしょうか！？

ともに頑張りましょう。

Unknown

「金木病院を救う」その気持ちはわかりますが

住民の現状認識がまだ甘いのではないでしょうか
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くれぐれも今現在、残ってくれている先生たちを

過労死させないでくださいね

本当に怖いのは金木の救急崩壊からはじまる

救急連鎖（ドミノ倒し）崩壊では？

あまり金木の救急復活にこだわると

最悪、西北中央病院の救急崩壊もありえますよ

金木病院閉鎖→西北中央病院への集約を

早く進めることが実現可能な最善手と思います

手遅れにならないうちに

もっと現実的な運動をした方がいいのでは？

ある医師

こんな地域には

まず、いまいる医師に対しどのようにやめないでがんばってい

ただくように地域がするのか？

ということを考える必要があります。

というのは人数が減ると医師1人あたりの仕事量が増え、医師

の気持ちが切れてしまうからです。

具体的にどのようなことを地域住民で出来るのか？それを考

え、アイデアを出し、それを載せましょう。

口で医師をよこせというのは誰でも出来ます。

その上で、この地域に勤務するとこのようなメリットがありま

すとか出してくれないと・・・。
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医師個人にも職場を選ぶ権利はあるので、来てほしいだけでは

ほかの自治体と同じことをしているのに過ぎないので、あえて

ここに勤務する理由も見当たらないでしょう。

ちなみに医師の数は不足しているのですよ。

全国で。いろんな地域で医師不足です。

ならば今の小泉ー安部内閣をつぶして、医療費を増やす政策を

採る政党を選べばいいんじゃないの？

山陰の脳外科見習い

優秀な看護師こそ必要

メールで送らせていただきました。切り貼りしていただいて結

構ですが、

外科系のみならず救急のプライマリーケアにおいては専門化さ

れた医師よりも経験の多い看護師のほうが隠れた徴候を見逃さ

ないことが多いように見受けられます。

私が研修したいくつかの脳外科専門病院でも、夜のコールが多

ければいいってものではなく、看護師サイドでコールすべきか

どうかを判断していただいてからコールがある病院では、多少

忙しくても翌日に体力温存が可能でした。

もちろん、看護師は責任が過重になるように思いますが、ベテ

ランは本当に信用がおけます。

ということは、看護師の給与を医師並に設定してみればどうか

と。もちろん、経験年数が多ければいいだけではありません

が、面接にて名のある救急病院でトレーニングを受けていれば

いいでしょう。

私が感心したスタッフの方々は、尊敬できる脳外科部長から常
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に良い指導を受けていたように思います。私も部長のその姿勢

と看護師の向上心から多くを学びました。同時に、看護師より

優遇されていた自分が心苦しく思えました。（将来返せばいい

のですが）

そうはいってもそちらは医師が足りなさそうではありますが・

・。まずは経営陣にいうことですね。

ssd

いや

既に地方のベテラン看護師の給料は、研修医より高額ですよ。

多くの赤字自治体病院の原因と言われています。

ssd

ちなみに

http://ssd.dyndns.info/Diary/archives/2006/12/post_119.

html

こちらでも触れましたが西北五中核病院のマスタープランによ

ると

職員給与5 病院平均単価:医師1,415 千円､ 看護師535 千円､

准看護師615 千円、医療技術員563 千円､ 事務職員521 千

円、その他の職員510千円(臨時職員単価:看護師･ 准看護師

250 千円、医療技術員･ 事務員･ その他209 千円)、

赤字自治体病院の典型的な構造です。

500床の病院で、平均月給52万円の事務員38人とは、主計科

ばっかり乗っている戦艦ですね。
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PFIを導入した近江八幡市立総合医療センター

http://www.kenkou1.com/

では407床で、事務職員は20名弱です。

www.city.omihachiman.shiga.jp/kikakuzaisei/tosikeiei/pdf/

byouin.pdf
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2006・12・31（日）

「維持する会」中間総括と展望

公立金木病院の内科医が2名年内に退職し医師補充がなされ

なければ42年間4万人の命をまもってきた救急体制が取り下

げになる。地域に衝撃が走った。

有志が「金木病院の救急体制を維持する会」を結成し、2万

筆の署名を集め1１月29日、平山五所川原市長に提出した。

地域住民の「意思表明」をしたこの時期を「第一期」とする。

その後、当局は医師確保の努力を続けているがいまだ朗報が

得られないなか、地域住民は切実な願いをアピールするために

「ホワイトリボン運動」を展開し「ホワイトクリスマスコン

サート」を開催した。いまや金木町の中心部は一日も早い救急

復活を祈る白いリボンで溢れている。「祈り」、これを「第二

期」とする。

2007年は運動の「第三期」をもって迎えようと思う。それ

は・・「維持する会」自身も医師確保にむけて行動を展開する

ということだ。住民の力はたかが知れている。しかし、ただ手

をこまねいているだけではいけない。「地域の医療は地域が汗

を流しながら守る」と、私は署名提出時に市長に表明した。そ

れを「実行」に移す。

管理者・病院議会・病院当局とは別の、地域住民の目線と手

段で内科医3名の医師確保をめざしたい。
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コメント

アンディ

軌道修正？

>2007年は運動の「第三期」をもって迎えようと思う。それ

は・・「維持する会」自身も医師確保にむけて行動を展開する

ということだ。住民の力はたかが知れている。しかし、ただ手

をこまねいているだけではいけない。「地域の医療は地域が汗

を流しながら守る」と、私は署名提出時に市長に表明した。そ

れを「実行」に移す。

自ら市長となり市民の生命を守るために行動するということで

しょうか？そうだとすれば結構なことですね。

そうでなくとも｢ 守る会｣ が独自に医師を招聘するため具体的

な計画を持って行動するのであればよいですね。

財源を確保し、｢ 守る会｣ が金木病院を市から買い取り、民営

化するという手段でもよいでしょう。その上で医師にとって魅

力的な環境を構築すれば必ずや地域の医療をよいものにしてい

けるでしょう。

私は「ただ要求するだけ」というその幼稚な態度に対して文句

をつけているだけで、市政を改善していこうとする方には何の

文句もありません。

むしろ高く評価しますよ。

誤解のないように。
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あなたが｢ 悪辣な｣ と感じているコメントは、市民運動への

「非難」ではなく「評価」なのですから。

管理者

「軌道修正」ではありません。第二期の祈りの継続に第三期の

活動を乗せるとご理解ください。

医師確保のアイデアお待ちしております。

ドクターからのご意見

管理者あてドクターから貴重なご意見を頂戴しましたので、

以下ご紹介いたします。

◇山陰の脳外科見習さんから

山陰の脳外科見習いです。たびたび送らせていただきます。

家庭を持っている女性医師は周囲のサポート（男性医師は必

須）がなければまず復帰できないでしょう。無期限で求人して

も女性医師はこないのではないでしょうか。

私の出身大学の近くの脳外科で有名な病院がありますが、そ

この麻酔科の女医さんは、「夜間手術をすると家庭に影響があ

るのでできるだけ夜間全身麻酔はしないように」通達しており

ました。

もちろん大多数の外科男性医師らは仰天、非難ごうごうでし

た。「それを主張するなら職場かわれ」とのこと。（なんと古
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風であられる、部長の方々）

埋め合わせのため、外科医で麻酔経験者が自前麻酔をするこ

とも珍しくありません。（看護師さんのほうが知っていること

すらあります）

ここから見えることは、医師をふやすだけでは全く病院は機

能しないことです。

優秀な看護師がいれば、医師は７割の数で足ると思います。

昨今、中堅や私のような若手医師はそのことをよく理解して

いますので、医師確保だけを叫ぶのではなく、「看護師充実し

ています」とアピールするのがいいでしょう。

私が研修した脳外科関連病院でも、ほんとに優秀な看護師が

いるところでは、いくら忙しくても夜コールも少なくて楽でき

ました。ベテランが多く、若い人がいないはずなんです、働き

やすいところは（それでも元看護師の我が妻は「たまらない

ね、生まれ変わったら絶対医者とは結婚せんわ」とのお言葉で

した）

建設的な意見も必要かと思い送らせていただきました。

追記

ちなみに、私の現在の給料は、月収手取りは研修医以下で、

１８万です。（大学病院時間外手当てなし）ああ、早く上級医

になりたいです。これは愚痴です、すいません。目指せ、年収
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６００万！？（たぶん５年後。）これが現実です。

私は息子が医者を目指そうとしたらとりあえず反対します

ね。

◇佐々木真人さんから

「現場医師の立場から提案する、医師確保のための策」

ある病院の循環器内科勤務医です

故郷に近いこともあって、金木病院の件は興味深く拝見して

おりました。

まずは救急返上表明からの２ヶ月間の活動お疲れ様です。

コメント欄には医師からの意見がいろいろあったようです

が、

残念ながら、おおむね批判的な意見が主体のようでしたね。

管理人さんの読みでは「3名集めれば救急は再開できる」と

のことでしたが、果たしてそうでしょうか？

金木病院の実情はそれなりに知っていますが、7名の常勤医

で当直を回すと月に4～5回は当直が回ってきます。

つまり朝８時から翌日の夕方５時までの連続33時間勤務が

月4～5回という訳です。

眠らずに連続33時間勤務すると、性格の変化が起こってし
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まうほど脳は疲労します。

それを毎週１回以上ドクターはこなさなければなりません。

こんな勤務を1年も続ければ、完全に疲弊して医師としての

使命感も理想もどこかに飛んでいってしまうもの。

ドクターから批判的な意見しかこないのは、医師の誰もがこ

のような悲惨な勤務を経験したことがあるからです。

「もう、このような勤務を医師に強いてくる病院は日本から

無くなってほしい」というのが医師の共通の願いなのです。

これからは、管理人さん達も自ら医師を探すということです

から、

どうしたら救急再開前提で医師を3人確保できるかヒントを

書いておきます。

---------------------------

まず、新規に雇用する3名の医師は、プライマリーケア能力

(一般内科および初期救急の基本事項がこなせる能力)を持っ

た医師に限定する。

次に日中シフト：10時間(AM8時-PM6時)、夜シフト14

時間(PM6時-AM8時)に勤務時間帯を分け、

　　常勤医7人が働くとすれば、その人員を下記に分割する

　　日中シフトA：火曜から土曜までの連続5日間日中シ

フト担当、1名

　　日中シフトB：日曜から水曜までの連続4日間日中シフ

ト担当、1名
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　　日中シフトC：月曜から金曜までの連続5日間日中シフ

ト担当、4名

　　夜間シフト：土曜日から翌週金曜まで連続7日間夜間シ

フト担当、1名　

日中シフトBを経験した医師が次の週の夜間シフトへ、夜間

シフトをこなした医師は次の週に日中シフトAにうつる。

これを各週で回していく。

こうすることによって、応援の医師に頼らずとも、平日の日

中は病院に常時５～６名、平日夜間および休日には常に１名の

医師が確保できます。

日中-夜間のシフト切り替え時には２～３日間の休みが確保

されているため、これなら十分継続可能になります。

病院が土曜日の午前中も営業している病院であれば、日中シ

フトCの勤務時間を土曜日午前にのばせばOKでしょう。

また、高齢や・どうしても毎週固定して外来を行う必要があ

る医師は日中シフトCに固定することで対応します（ただし、

その分夜間シフトをこなす医師達とは給料に差をつける必要が

あるでしょう）

---------------------------

こうすることで、すべてのドクターが勤務の前後で休息をと

りながら働いていくことができます。
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実はこのようなシフト勤務は欧米での病院では当然のように

行われています。

彼らは「労働者の最低限の権利を確保しなければ、組織の維

持はできない」ことを良く知っているからです。

日本は病院経営に関するプロがほとんどいません。

このため、「すべての医師が、毎週同じように働く」ことの

みに固執し、勤務形態を柔軟に考えることができず、ただ医師

の献身的過剰勤務だけで凌いできたことが昨今の医療崩壊の最

大の原因と考えます。

当直勤務から完全に解放される上記の勤務形態をセールスポ

イントにすれば、赴任してくれる医師は必ずいるはずです。

管理人さん達の健闘を期待します。

金木病院が新しい地域医療の魁となりますように。

平成18年12月31日

佐々木真人

・・・これまでわたしたちの運動に対してドクター方から数

多くのご意見をいただいてきた。医療現場の実情を知らないも

のだという非難がそのほとんどだった。わたしたちの目指すと

ころはあくまでも金木病院の救急維持にある。「医師確保」と

いうきわめて困難な問題を解決するために、わたしたち地域住

民はあらゆる方法に果敢に挑戦しなければならない。自ら医師

を探すこともやぶさかにしてはならないし、またご指摘のよう

に医師が勤務しやすい環境やシステムの提言も視野にいれなく
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てはならない。年明けて活動は「第三期」にはいる。全国のド

クター諸氏からも医師確保と救急維持に関するアイデアを賜れ

れば幸いである。
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2007・01・01（月）

新年をむかえて

いよいよ今日から金木病院の救急が停止される。内科医師を

最低二名招聘できなければ終わりの無い停止である。新年をこ

れほど暗い気持ちでむかえたことはかつて無かった。

津軽では伝統的に元旦より大晦日の方が料理も豪華で、「と

しこし」と言えば無礼講。久しぶりにふるさとへ帰ってきた親

戚らと酒を酌み交わし大いに盛り上がる。ある意味、津軽の厳

しい日暮をこのときとばかり吹き飛ばす行事でもある。津軽の

人びとは選挙好きだ。２１日に迫った選挙と金木病院救急停止

に話題が集中したことは想像に難くない。

山門梵鐘の撞木に小さなホワイトリボンを付けておいた。年
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がかわるとき近所の人たちが「除夜の鐘」を打ちに来る。わた

しも津軽人である。「としこし」の酒に飲み潰れて眠っていた

ら、鐘の音で目がさめた。金木病院を救う祈りの鐘だ。澄んだ

鐘声がどこまでも響き渡っていくような気がした。

2007年を医師招聘の年とする。猪突猛進で実現する・・そ

んな決意をあらたにした。

「昨年今年(こぞことし)つらぬく棒のごときもの」（虚子）
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2007・01・02（火）

救急車受け入れ休止

金木病院/救急車受入れ休止/医師確保へ2人と交渉

（07.1.1『陸奥新報』）

医師不足に悩む五所川原市の公立金木病院が、救急指定取り

下げ期日としていた一日を迎えた。

原則救急車受入れを休止するが、救急車以外の外来は時間外

も受け付ける。病院を運営する同病院組合は救急体制復活に向

け医師確保に努めており、体制維持を求め署名活動した住民グ

ループも確保に向け独自の動きを見せている。

同病院組合管理者の平山誠敏同市長によると、内科医が常勤

一人、非常勤一人となり、救急体制の維持は困難な状況。体制

復活に向け、最低でも新たな常勤内科医二人の確保を目指し、

現在二人と交渉している。

救急車受入れ休止により、傷病者は五所川原市の西北中央病

院、つがる市の成人病センターに搬送する場合が多くなるが、

五所川原地区消防事務組合は、傷病者や家族の要望があれば、

その都度金木病院に受入れの可否を問い合わせながら対応する

方針。また、西北中央病院は、相沢中院長によると、準夜勤の

看護師を二人から三人に増やす方向という。

一方、救急体制維持を求め地域住民二万人の署名集めなどを

行った「金木病院の救急体制を維持する会」の一戸彰晃さん＝

五所川原市金木町＝は「今後は医師確保に努めていく」と活動

方針を示している。
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http://www.mutusinpou.co.jp/news/07010108.html

--------------------------------------

現在交渉中の二名の医師が金木病院に来てくれれば、とりあ

えず救急の復活が可能だ。当局は全力を尽していただきたい。

また某県議会議員も医師招聘に動き、M県に赴いたという。

こちらも期待したい。

『東奥日報』ニュースはこちら↓

http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2007/

20070101121256.asp
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2007・01・03（水）

死亡事故発生

救急取り下げ直後に交通死/金木病院管轄地域

（07.1.3『陸奥新報』）

医師不足に悩む公立金木病院（五所川原市金木地区）が一日

に救急指定を取り下げた直後の二日未明、中泊町で交通死亡事

故が発生した。救急指定取り下げ後、同病院の管轄地域で初の

死亡事故となったが、地元住民からは救急復活を願う声が一層

高まっている。

五所川原地区消防事務組合によると、事故は二日午前四時四

十分ごろ、他の通行車両が発見し一一〇番通報。五所川原署を

通じ、消防本部に連絡があった。救急隊の到着時、運転手の男

性は既に心肺停止状態だったが、西北中央病院（同市五所川原

地区）に運ばれ、約三時間後に死亡が確認された。

地元金木地区の住民の一人は「交通事故の発生などを耳にす

ると改めて不安になる。特に冬場は事故も起こりやすい」と語

り、「一刻も早い救急復活を願う」とした。

同事務組合は「今はできる範囲で最善を尽すしかない」と

し、迅速な対応に向けた核消防署間の連携強化などに一層努め

る方針だ。

---------------------------------------------------

救急隊がかけつけたき、既に心肺停止状態だったという。三

時間後に死亡が確認されたということは、その間蘇生が試みら
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れたのだろう。二日前であれば金木病院に搬入されたことを思

うとなんともやるせない。命をとりとめた可能性はさだかでな

いが、少なくとも納得だけはいく。そして、この「納得」こそ

が重要なのだ。なぜなら、死別の悲しみを乗り越えるのは死の

受容だからである。ご遺族の心中いかばかりかと思う。

背筋が凍った。暖冬とはいえ、いよいよ冬が本格化し地吹雪

が視界を遮る日が多くなる。ドライバーは感をたよりにホワイ

トアウトの中を走行する。交通事故の増加に対応できる救急体

制を失ったこの地域の人びとは、ひたすら祈るしかないのだろ

うか。あらゆる努力を傾注し、一日一刻も早く救急体制を復活

させなければならない。

コメント

納得など糞だ

>命をとりとめた可能性はさだかでないが、少なくとも納得だ

けはいく。

医療は「納得」などの為にあるのではない。生きようと欲し、

自らその為に戦う者の為にある。時としてその戦いは不毛に終

わり、最終章においては全て敗れ去って人は必ず死するが、そ

れでも当事者でない者の単なる情に過ぎない「納得」などの為

にある物ではない。医療とは、病者の生きる意志とそれに寄り

添おうとする治療者の、その共同作業なのである。断じて周囲

の野次馬の為にある物ではない。
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2007・01・04（木）

あいつぐ選挙

地域はことし12年に一度という選挙の当たり年だ。

1月21日・・五所川原市議会議員選挙

4月8日・・・青森県議会議員選挙

6月28日・・青森県知事選挙

7月22日・・参議院議員選挙

一日もはやい金木病院の救急を復活を願う地域住民は、候補

者がどれだけ医師招聘に取り組んでくれるのかを投票行動の基

準としている。

有権者は見ている。口先だけの選挙対策なのか、実際動いて

くれるのか。特に旧金木町住民の五所川原市議会議員選挙に対

する目は厳しい。合併後初の選挙で候補者は10名、合格ライ

ンは1,000票と言われている。旧金木地区有権者は9,000で、

投票率を８割程度とすると、実質7,200程度だ。うまく調整

しても６人は難しい。得票に差がつくことを勘案すれば4～5

人というところか。

候補者はただ単に「医師招聘」をマイクで叫ぶだけでなく、

実現可能な具体的な方法を示すべきだ。住民はそれを見てい

る。そこが当落の分かれ目となるのは間違いない。
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2007・01・05（金）

新医師確保総合対策

国は06年8月31日、医師及び歯科医師の定員に関する確認

書を総務大臣・財務大臣・文部科学大臣・厚生労働大臣合意と

して発表している。その第１項で「医師不足県における医師養

成数の暫定的は調整の容認」として、基本的には医師あまり時

代にそなえ医学部定員を削減するものの、医師不足の著しい県

は医師養成数を増やしていいと述べている。

具体案は『新医師確保総合対策』（地域医療に関する関係省

庁連絡会議）に見ることができるのだが、上記医師不足の著し

い県に該当するのは青森、岩手、秋田、山形、福島、新潟、山

梨、長野、岐阜、三重の10県である。東北は宮城をのぞき全

県が該当する。

医師養成数を増やしていいというのは有り難いことだが、実

はこれにはちょっと大きなハードルがある。

『別表１』「医師不足県における暫定的医師養成増について」

の②に対象県が講ずべき措置として

ア　当該県の増員後の医学部定員の5割以上の者を対象とし

て、同一県内又は医師不足県での特に医師確保が必要な分野

（救急医療等確保事業）における一定期間の従事を条件とする

奨学金の設定。この場合、地元出身者以外の奨学金被貸与者の

割合の上限は6割とする。

とある。
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簡単にいえば、医師確保のために弘前大学医学部学生の5割

以上を奨学生にしなさいということだ。

これには二つの意味があると思う。ひとつは「とんでもハー

ドル」であって、そんな経済的余裕が青森県にあるはずがない

こと。そもそも金があれば青森県の医師不足はここまで極まっ

てないこと。もうひとつは、弘前大学医学部学生の5割以上を

県内に注ぎ込まないと、青森県の医師不足スパイラルは解決さ

れないという悲惨な状況であるということだ。

金木病院の救急問題は、国と県の医療施策のはざまにある。

しかし、医療は数字でなくあくまで命の現場だ。目線を現場に

移していただきたい。そうすれば、こんな非現実的な議論など

一笑に付されるはずだ。

コメント

ssd

見方を変えましょう

blog主様はもう少し、お上の論理を理解して戦略を立てられ

た方がよいでしょう。

この「とんでもハードル」の設定は、石にかじりついても医師

を増やすつもりはないという意思の表れです。

世間的に医師不足は騒がれているので、いちおう国は増やして

いいよとは言ったよ、増やせないのは地方の自助努力が足りな

いからだと責任転嫁するための方便です。
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そもそも、入院基本料を減額する罰則基準の医師定数を60%

から70%に上げたのも、7:1看護基準を導入したのも、医師不

足が騒がれ始めていたH18年度改訂からです。

国は本気で地方を切り捨てようとしているのです。

TM

管理人様

地域の救急病院がなくなることは非常につらいことと思いま

す．しかしそのことを自治体などの中央に訴えただけでこの問

題が解決するとはとうてい思えません．今後は自ら医師確保に

行動するとのことですが具体的にどうすれば医師がこの病院に

来るとお考えでしょうか．まずは県内のすべての医師（特に開

業医の先生）に直接会い交渉してみてはいかがでしょうか．そ

の時に医師確保に対する具体案についても相談するといいと思

います．住民の力はたかがしれているとかかれていますが医師

に会って話をすることは難しいことではありません．本当に金

木病院のことを考えるのであれば他力本願ではなく自分で行動

するしかないと思います．

管理者

TMさま

06.12.31「維持する会」中間総括と展望

http://blog.goo.ne.jp/kinbyou/e/

32e5ac5fb23aa63196df0ecf244ea284

で、表明したように、医師招聘にむけて「第三期」にはいりま

した。県内外に働きかけをおこなっていきます。

ただし、所詮は市民です。壁は厚いと思わざるをえません。
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「医師招聘のアドバイス」というカテゴリーを設けております。

いろいろアドバイスいただければ幸いです。

TM

管理者さま

県内外に働きかけるとのことですが自治体に対してでしょうか

.医師不足の根元は政府の政策にあると思いますが，それを改

善させるまで待っていたのではいつになるか分かりません．早

急に医師を集めたいのであれば直接医師にお願いするしかあり

ません．公募などもだめです．医師と会って直接お願いする．

どのような条件なら勤務できるか直接聞く．それが最も医師確

保に対しての近道であると思います．ただ話をするだけです．

なにも難しいことはありません．署名に参加してくださった方

が2万人もいるとのことです．その中の1%のかたでも協力し

ていただければかなりの数の人の会えるし時間もかからないと

思いますがどうでしょうか．

管理者

TMさま

まだ公開できませんが、医師への働きかけを計画しています。
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2007・01・06（土）

医師の給与

「伊関友伸のブログ」

http://iseki77.blog65.fc2.com/blog-entry-335.

html#comment

を参考にさせていただきました。

公立金木病院の医師の平均月収額※

（「平成１６年度地方公営企業年鑑」より）

（１）職員数　9（人）

（２）基本給 595,901円

（３）手当　　941,243円

　　うち

　　　　ア．時間外勤務手当 96,000円

　　　　イ．特殊勤務手当 466,486円

　　　　ウ．期末勤勉手当 220,468円

　　　　エ．その他　 　　158,288円

（４）計　　　　　　　　 1,537,144 円  （年収換算

18,445,728円）

（５）平均年齢45（歳）

（６）平均経験年数21（年）

※「平均月収額」は、年間支払額を年間延職員数で除した額

であり、期末勤勉手当等を含む。「基本給」は、給料、扶養手

当及び調整手当の合算額としています。

従って、税引き前の賞与込みの金額になります。かなり安い

金額になります。（伊関氏）
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ベッケンバウアー氏のコメント

公立金木病院をweb上で調べてみると一日平均入院患者数

134.8人と書かれていますね。　単純計算してみると医師一人

当たりの受持入院患者数（院長心得の医師も含めて）27人...

これに加えて外来も救急も、おまけに生活環境が苛酷...ではよ

ほどその他の条件が良くなければ退職者が続出するのも止むを

得ないですね。

・・・金木病院医師の年収が1844万円と書かれています

が、もし賞与が年2回各1.5ヶ月分だと仮定すると平均月給は

1800/15=120万ですね。　これが税引き前だとすると諸々引

かれて手取りは90-100万...東北の過疎地で激務の報酬がこれ

では辞めたくなるのも仕方が無いと思います。

因みに私は関東の中規模半官半民病院(約300床)に勤務し

ている中堅内科医ですが、平均給与(月額)は税込みで約100

万、税引き後は約80万です。

--------------------------------------------------------------

金木病院が医師招聘のために何をしなければならないかとい

うひとつの示唆が与えられています。給与に関するみなさまの

ご意見をお待ちします。

コメント

ssd

まあ正直なところ

給与所得をこれ以上上げても、ほとんど税金に取られて、実際
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の効果は薄いでしょう。

やはり激務の方をなんとかすべきです。

その点、救急の停止というのは実に理にかなった方策で評価で

きます。

しかし、「救急車以外の救急は受け付ける。」というのは実に

中途半端な対応です。

こちらのエントリと、コメントをご覧ください

http://ssd.dyndns.info/Diary/archives/2006/10/post_99.

html

通りすがり

給与ではなくて

　思い切って、時間外当直を絞り込む。全科当直を一人の医師

で回すのなら無理だと思うのです。あと、当直医師を積極的に

雇って、土日は勤務医はオフにしてしまう。そうして外部の力

をかりて行くのが妥当でしょう。別に都市部だって毎日当直し

ているのは研修医や若手です。その若手がいなくて中堅どころ

の人を２０歳代の若い連中と同じように「酷使」しようとした

ら、すぐに離れてしまいます。

　むしろ、ダメなら送る。受けられる疾患中心にする。どうせ

一人当直では心筋梗塞や脳出血は無理です。出来るのは１．５

次救急まで。それ以上手を出すのなら、放射線技師、検査技

師、看護師さん２名、事務も含め貼り付けることになります。

それだけペイするような体制をとるのはかなり費用対策効果が

かかります。病院機能を維持じゃなくて、無駄な枝や葉を切り

つめること。コストもそうですが、実際に１０年に一度あるか

ないかのために備えるのではなく、日常に必要な救急医療のみ
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に集中するしかないのでは？

管理者

ご意見ありがとうございました。

金木病院の医療システムに関わる議論もなされなければならな

いと思います。救急維持を核に金木病院にみあった形がありそ

うです。
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2007・01・07（日）

住民運動の成果

県が来年度末での廃止を決めていた県立下北少年自然の家

（むつ市大畑町）の存廃問題が昨年十二月、ようやく決着した。

施設補修や人的・財政的支援を条件に、むつ市が県からの無償

譲渡を受入れ、運営を引き継ぐことになった。

地元が望んでいたのは県立での存続だったことを考えれば、

結果は百点満点とはいえないのだろう。それでも、施設存続に

至る過程は満点以上だった―との声が地元の関係者から相次い

でいる。

行政改革を推進する立場から廃止の方針を崩したくない県に

対し、むつ市、同市議会、地元県会議員らが次々と存続を要

望。ここまでは要望活動の一般的な展開といえるが、さらに地

元の教育団体なども「教育を粗末にする県に未来派ない」と立

ち上がり、署名活動を展開、一万五千人もの声を県側に届け

た。

運動の背景には「県内に三カ所ある少年自然の家のうち、な

ぜ下北だけ廃止になるのか釈然としない」との不満があり、だ

からこそ下北の心を一つにした運動にまで発展した。

「これまで遠慮がちだった下北の住民だが、国や県に何かを

主張するにあたっての一つの型ができたのではないか」。地元

の関係者らは施設存続を歓迎するとともに、それに至るまでの

経緯を大事にしたいとの思いもあるようだ。（戌）

（『東奥日報』07.1.5「東奥春秋」）

-----------------------------------------



金木病院救急再開物語（上）

196

金木病院の救急維持と直接つながる問題ではないが、住民運

動が成果をあげたことに大きな拍手を送りたい。力をいただい

た。

住民運動といえば、夕張で成人式に予算が一万円しかないこ

とを受け募金活動などで資金を集め「手作り成人式」をおこ

なったという感動的な話題があった。私事だが、わたしは「メ

ロン会員」として夕張に応援している。

地域は行政だけに頼るのではなく地域自身も汗をながさなけ

ればないと思う。行政の歪みを住民運動が正す。

【参考】

ゆうばり観光協会　http://www.baribari-yubari.com/
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2007・01・08（月）

医師給与（２）

2005.05.24

都道府県別に見た医師給与

　「地方公営企業年鑑2002年度版」をもとに自治体病院の

医師の給与動向を調べてみた。都道府県別の医師給与(平均給

与月給)をみると、北海道がもっとも多く、161万円を超えて

いた。もっとも少なかったのは東京都で、103万円だった。

両者の開きは、60万円近くに広がっていた。

　北海道に次いで多かったのは、岩手県で152万円だった。

新潟県も152万円でここまでが150万円以上だった。これに

沖縄県が147万円で続いた。

　次のグループは、130万円台で、島根県、長野県、山形

県、福井県、鳥取県、青森県、長崎県などが並んでいる。

　120万円台は18県で、茨城県の129万円を筆頭に、滋賀

県の128万円、千葉県の128万円と続き、福島県や静岡県、

群馬県の120万円に至っている。

　120万円を切っているのは、埼玉県、広島県、高知県、

岐阜県、福岡県、秋田県、山梨県、愛知県、大阪府、兵庫県な

ど。京都府と奈良県と東京都は110万円も割り込んでいた。

　全国平均は126万円で、表に見るように、北海道から石

川県までの15道県が平均以上ということになる。

　全国平均以上のグループに、北海道・東北から４道県が

入っている点が特徴の１つで、概して医師不足が深刻化してい

る地方ほど、医師の給与が高いことが見て取れる。（三和護、

医療局編集委員）
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Nikkei Medical Online

http://medical.nikkeibp.co.jp/inc/all/hotnews/

archives/376662.html

-------------------------------------------

金木病院は年俸2,000万円を提示しているから、給与面で

はさほど問題はないようだ。問題は仕事内容ということにな

る。過酷な勤務状況をどうやったら改善できるか。話はもとに

戻るが、やはり医師招聘、それも幾分余裕をもったシステムづ

くりということになる。

金木病院は本来14名で基準100％を充たす。現在おまけし

てもらって13名だが、常勤はたった4名。少なくとも５～６

名の医師が必要だろう。とりあえず2名の医師補充によって救

急を再開できたとしても、いまだゴールはほど遠い。

金木病院を救うためには、長く粘り強い努力が必要だ。それ

が最後の「第四期」の取り組みとなるだろう。

 



金木病院救急再開物語（上）

199

2007・01・09（火）

医師不足とコメディカル

Dr.町田のホームページ「地域医療のページ」から

http://www7.plala.or.jp/machikun/aaaaaa.htm

現代ではコメディカルがそれぞれの分野で自立して必要不可

欠の働きをするようになり、医師の仕事の範囲が狭くなってき

ている。もはや医師の指示が絶対的権威を持っていた時代は終

わったのだ。昔の医療は医師を頂上とする富士山型であった

が、現代の医療は各スタッフが並列する八ヶ岳型なのである。

現代における医療は医師であるとないとを問わず、それぞれの

得意分野を持ち寄ってみんなで文殊の智恵をしぼる時代なので

ある。これまで医師のみが持っていたさまざまな医療行為上の

権限はどんどんコメディカルに移譲していくべきである。その

代わりにこれまで医師のみが負っていた責任もまたコメディカ

ルが負わなければならない。権限なきところに責任なし、でこ

れまでやってきたコメディカルは自らが医療により積極的に関

わろうとすれば当然より大きな責任が伴ってくる。

　また責任が増えるからこそより大きな仕事ができるともい

える。今後は医師のいない診療所（一定の研修などをうけた

ナースが責任者となってある程度までの患者を診る。イギリス

などではプラクティショナルナースという職種がこうしたこと

をやっている）、内視鏡検査をする技師（現在の内視鏡技師は

器械の保守管理だけで検査はできない）、現場での救急判断を

自ら行う救急救命士などが出てくる必要がある。救急病院では
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医師が指示を出すのではなく、その場で一番救急を知っている

人間が指令塔になればよい。医師が常駐しなくてもよいのだ。

そうすればただカネ稼ぎだけでくるバイトの当直医なんかいら

なくなる。

　こうなれば医師の必要数も今よりはるかに減るだろう。そ

う、実力のない医師は失業するのだ。これまで医師免許の御威

光だけで高級を食んできた医師は医師の仕事をやめざるを得な

いのだ。こうしたことはいずれにせよ、国民にとってはよいこ

とであろう。

　こうしたことができるためには法律とともに、世間の医療

に対する認識が変わらなければならない。「医療は何が何でも

医者でなければ」といった風潮は変わっていかなければならな

い。これからは病院にかかっても医者ではなく看護師に診られ

ることになるかもしれない。しかし実力のない医者よりしっか

りしたプラクティショナルナースに診てもらう方がよいではな

いか。また医師給与とコメディカルの給与差もまた縮まってい

くだろう。

　要は医療におけるそれぞれの職種の責任と自立性を確保

し、医師の指示がなくても医療が円滑に行われるようになるこ

とである。そして医師であるとないとに関係なく、実力のある

者にはよい給与を保障し、それぞれのインセンティブを刺激し

ていくことだ。専門化、複雑化した現代医療をより効率的に生

かすためにはこうしたドラスティックな改革が必要であると思

う。
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------------------------------------------------

※「コメディカル」とは、「Co（共同）」と「Medical

（医療）」の2つから成り立つ英語で、医師を中心として、Ｐ

Ｔ、ＯＴ、看護師、薬剤師、臨床検査技師、臨床放射線技師、

臨床工学技師、視能訓練士、義肢装具士、救急救命士、助産

師、保健師、はり師・きゅう師、あん摩マッサージ指圧師、柔

道整復師、臨床心理士、ソーシャルワーカー、栄養士等、多く

のスタッフが協同して医療を行うこと。（http://www.co-

medical.net/）

厳しい医師不足で先行きに光明を見いだせないでいたので、

この情報は大きな救いだった。地域は中核病院構想というハー

ド面で苦境を乗り切ろうとしている。しかし視点を変えてソフ

ト面の工夫も求められるのではないか。

県内の外が浜病院の取り組みなど、よい成功例である。金木

病院は医師招聘とともに医療態勢の工夫もまた求められるだろ

う。

コメント

sui

優秀な人

そこまで優秀なナースになれる能力のある方なら

最初から医学部に入って医者になる思うのですが・・・

患者側からしても、
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医師にかかる費用3万円＞プラクティカルナースにかかる費用

300円

もしくは

医師にかかれるのは3ヵ月後＞プラクティカルナースにかかれ

るのは3時間後

ぐらいのアクセス・費用の差があり、

かつ国民の所得に差がないと、

ナースに受診する動機に欠けると思いますが、いかがでしょう

か。

イギリスのように医師にかかれるのが3ヵ月後、な世界が望ま

しいとお考えですか？

さらにコ・メディカルの給与が上がれば結局医療費は高くなり

ますから、今いる医師を高給や待遇の改善で「確保」するのと

費用的に変わらないかもしれません。

一般の方がこういった話題のどの辺に光明を見出されたのか、

とても興味深いのでご意見をお聞かせくだされば幸いです。

なんというか、管理人さんを含めたある種の方々は医者がお嫌

いで、ブルジョワである堕落した医師の給与を上げるのは嫌だ

けれどコメディカルら労働者は純朴で優秀で倫理観も高く奉仕

の心に満ちているはずだ、優秀であるわれらが人民、労働者の

友であるコメディカルの待遇をあげるべき、という価値観が前

提にある感じがします。

理念や価値観を優先させるのではなく、どの方法が短期間で最

終的に少ない予算で医師を呼べるのか、冷静に検討なさったほ

うがよろしいかと思います。
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sui

一部訂正

一部まずい書き方の部分があったので、訂正します。

プラクティカルｘ→プラクティショナルナース

ですね。

さらに、

医師にかかるのに3時間＞ナースにかかるのに3分間

のほうが適切でしょうか。

イギリスの救急の事情を考えれば、医師にかかるのに3日間、

でもいいのかもしれません。

でも、それであれば、例えば金木の方たちが、

「あなたたちのところはナースのいる診療所で十分、

夜は風邪だと思えば3分でナースのところに行きなさい、

医師にかかりたければ3時間かけて隣町の病院に行きなさい、

昼は医師を派遣してあげるけれど。

イギリスだってアメリカだって救急で3時間待たされるの、普

通ですよ、だったら3時間かけて隣町にいってもいいでしょ

？」

と行政にいわれてしまう可能性もあるわけですよね。

金木じゃなくて他の僻地でもそうなのですけれど。

そして、皆自分のところにだけは医師がいて、

何かあったときすぐ対応して欲しいと思っている。

助産婦さんやナースさん、技師さんたちコメディカルの活用、

に不安を覚えるのは、思わぬ急変時の全身管理、専門家が来る
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までの30分～1時間を何とかもたせること、ができるのか、

という点です。

正常と思っていた妊婦でも、出産後出血が止まらないかもしれ

ない、

検診だと思っていた内視鏡でも、癌があって組織が弱っていれ

ば出血、穿孔がありえます。

歯が痛い、といって受診する心筋梗塞もあります。

医師であれば、大学で重傷者を見たり、などの経験がありある

程度の全身管理はこなせる人材が多いのです。自分がこの患者

さんを助けるのだ、という修羅場をくぐらなければ、できない

ことがあります。医局制度や大学病院というシステムには、上

司の監視の下に若い医者に修羅場をくぐらせることができる、

という良い点がありました。コメディカルの方たちにこのよう

な修羅場をくぐらせるシステムを構築することができるのか、

多分無理だと思うのですよ。

コメディカルで対応可能な症例が多いことはよくわかるのです

が、一つはいまのコメディカルの待遇のままで救急の責任をも

たせるのはどう考えても不可能であること、待遇をあげれば、

おそらく「コメディカルを活用すべき利点」も消えてなくなる

こと、もう一つは、患者さん、特に命に関わる患者さんに不利

益が起きてしまうだろう、という点です。

「最初に低リスク例と判断された方ならミスさえなければ最後

まで何も起こらない」

というのは人の身体があまりにも不確実で、バリエーションに
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富んでいることを知らない一般の方の陥りやすい思考回路で、

行政はそこをついていろいろなキャンペーンを行います。そし

て、金銭的に低コストな医療を作ろうとします。でも、低コス

トではありません。必要な金銭の代わりに「運の悪い方の命」

を支払うつもりなのです。

管理者さまが、様々なキャンペーンにだまされないで、地域に

良い医療システムを確立できることを祈ります。

頑張ってくださいね。
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2007・01・10（水）

市議会議員へアンケート

新五所川原市発足初の市議会議員選挙（１月１４日告示２１

日投票）立候補予定者に金木病院問題についてアンケートを実

施しました。アンケート項目は以下のとおりです。

------------------------------------------

金木病院救急問題アンケート

ご氏名（非公開）

１．金木病院救急取り下げについて

　A　止むを得ない

　B　回避できたはずだ

　C　その他

　　　ご意見

２．「金病二万人署名」について

　A　地域の声として真摯に受け止める

　B　署名にはあまり意味がない

　C　その他

　　　ご意見

３．金木病院の救急体制について
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　A　必要だ

　B　不要だ

　C　その他

　　　ご意見

４．医師招聘について

　A　あらゆる可能性を試み医師を招聘すべきだ

　B　現状では困難だから無理をすべきではない

　C　その他

　　　ご意見

５．医師招聘と医師維持のためのシステム構築について

　A　これからは専門チームを組織して取り組むべきであ

る

　B　現行の組織を活用して取り組むのがよい

　C　その他

　　　ご意見

６．医師招聘には待遇と勤務条件が鍵になっています。

　A　積極的に待遇改善、勤務改善をはかり医師を招聘す

べきだ

　B　予算の関係もあり現行の条件で医師招聘につとめるべ

きだ

　C　その他

　　　ご意見
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７．医師探しについて

　A　市・病院・住民の三者が協力して医師招聘に務める

べきだ

　B　医師不足はこれまでの無策が招いた結果だから、関係

者は反省し責任を果

たすべく医師招聘につとめるべきだ。

　C　その他

　　　ご意見

８．マスタープランでは金木病院の救急機能を維持すること

になっています。

　　　現状から見てマスタープランを変更すべきだと思いま

すか。

　A　変更すべきだ

　B　変更すべきでない

　C　その他

　　　ご意見

９．青森県は医師充足率が４３％と全国でだんとつの最下位

で医師不足は最も深刻です。

　A　不名誉なこと。あらゆる方法をもってして改善しな

ければならない。

　B　やむをえない。国策には逆らえない。
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　C　その他

　　　ご意見

１０．金木病院救急維持、医師不足打開策などご自由にご意

見をお願いします。

-------------------------------------

当アンケートは１月１３日必着で立候補予定者全員にお願い

しました。ただちに集計し、当ブログカテゴリー「市議会議員

アンケート結果」にて公表いたします。（実名は伏せます。数

字とご意見のみとします。）
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2007・01・11（木）

医師招聘・半歩を維持

金木病院/交渉中の医師１人確保

　　当面は非常勤/救急体制復活へ全力

医師不足で救急車受入れを休止した公立金木病院（五所川原

市金木地区）の救急体制復活に向け、新たな医師確保に努める

同病院組合管理者の平山誠敏同市長は十日、本紙の取材に対

し、交渉中の内科医二人のうち一人から勤務の承諾を得たこと

を明らかにした。

同病院は昨年末までに常勤内科医三人のうち二人が退職し、

救急体制維持は不可能となった。同組合は救急体制の早期復活

に向け、新たな常勤内科医二人の確保に努めている。

今回承諾を得た内科医は、昨年末まで弘前市内の病院に勤務

し、金木病院には当面非常勤として勤務する。平山市長は「近

く勤務し始めるが、今後常勤になってくれることを期待する」

と述べ、「もう一人はこれから本格的に交渉に入る。圏域全体

の医療維持のため自治体病院機能再編成を急ぎ、完成までは金

木病院の救急体制維持に向け全力を尽す」とした。

なお、金木病院は昨年十二月前半にも別の非常勤内科医一人

を確保したが、一身上の都合により既に退職している。（07.

1.11『陸奥新報』）
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------------------------------------------------

半歩進んだと思ったら、半歩戻っていた。これでまた半歩進

んだことになる。医師招聘・救急再開に向けてさらなる努力を

期待する。

目標が二名でいいのだろうか？救急はとりあえず復活できる

かもしれないが、厳しい勤務状況は解決されるとは言えない。

退職者がでる可能性は高い。そうすればもとのもくあみだ。持

続可能な救急体制を実現するためには医師が何名必要なのか。

あるいはまた、限られた医師数で金木病院の医療体制をどのよ

うにシステム化したらいいのか・・「金木病院救急維持プラ

ン」を早急に策定する必要があるだろう。この度の非常勤医招

聘は評価するものの、場当たり的対応を繰りかえすことは避け

なければならない。

コメント

アンディ

>なお、金木病院は昨年十二月前半にも別の非常勤内科医一人

を確保したが、一身上の都合により既に退職している

この理由は何だったんですか？

そこに打開策があると思いますけれど…常識的に考えて。

管理者

この医師の場合、まったく個人的理由とだけお答えしておきた

いと思います。
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2007・01・12（金）

医師不足と価格メカニズム

大和証券コラム

http://www.dir.co.jp/publicity/column/040427.html

COLUMN  2004.04.27

年金事業開発部　高橋正明

 

地方の医師不足は価格メカニズムが解決する

 

日本の医療制度が抱える問題の一つに地方の医師不足があ

る。あまり知られていないことだが、日本の人口当たり医師数

は主要先進国の中では最低水準と決して多くない。そのため、

医師が都市に集中すると、地方での不足は避けられない。

医師が都市に集中するのは、都市にいることにメリットがあ

るからに他ならない。生活面（家族も含めて）において都市が

魅力的であるのは医師に限ったことではないし、大学病院など

に通いやすいため、日進月歩の医療技術の習得に有利なことも

重要である。ほうっておけば医師が都市に集中してしまうのが

避けられない以上、何らかの人為的介入が必要だが、これには

「配給＝共産主義」と「価格メカニズム＝自由主義」の二つが

ある。

「配給」とは、指導者の命令によって医師を地方に派遣する
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システムのことである。しかし、医師の大半は公務員ではない

から、政府が医師の地方勤務を強制することはできない。その

ために自然発生していたのが、大学医局による医師派遣であ

る。これは、医局のトップにいる教授が、各地病院の要請に応

じて配下の医師を派遣するもので、医師不足解消に一定の成果

を上げていた。しかし、共産主義が「権力の肥大化」や「賄賂

の横行」などの問題を生んで行き詰まったのと同様、医局によ

る医師の配給も、「医局支配」や「名義貸し」などの行き過ぎ

を招き、批判にさらされることになっている。

「配給」に限界がある以上、残る解決策は価格メカニズム、

すなわち「地方に行けば得をする（少なくとも損にはならな

い）」という金銭的インセンティブしかない。十分に魅力的な

条件（勤務期間も含む）が提示されれば、都市から地方へ医師

が自発的に移動し、医師不足は解消に向かうだろう。教員や民

間企業の僻地勤務手当が参考になる。

日本では「医は仁術」という考え方が根強いためか、「金に

よる解決」を頭から否定しがちである。そのため、将来の地元

勤務を条件に、地元出身者の優先枠を地元大学医学部に設置す

ることが「抜本策」として真剣に議論されている。しかし、こ

れは自治医科大学を拡大するようなもので、何ら画期的なもの

ではない。優遇枠を拡大しすぎれば医学生のレベル低下は避け

られないし、結局は金銭的インセンティブで釣っていることに

も気がついていない（現状では医師になれない人でも医師にな

れるという優遇策である）。また、「孤島で献身的に働く医

師」の類の報道も目につくが、いくら例外的個人を出してきて
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も、システムとしての解決策にはなり得ない。

共産主義の崩壊は、「金銭的インセンティブを無視した社会

システムは持続不能」という教訓を残した。日本の医療の現実

を見ても、医師派遣の見返りに資金提供を受けていた医局も多

かったようだし、僻地医療を目的に設立された自治医大

（http://www.jichi.ac.jp/gaiyo_seturitu.html を参照）に

も、学費免除の金銭的インセンティブが用意されている。既に

金銭的インセンティブが浸透しているのは事実なのだから、こ

れを堂々と表に出し、透明な医師の労働市場を形成するのが正

攻法ではないだろうか。金ですべてが解決するわけではない

が、金がなければ何も解決しないというのが、身も蓋もないこ

の世の真実なのである。

----------------------------------------

金木病院の場合、給与面の検討とともに医療現場の改善も大

きな

課題である。

最低何名で、どのようなシステムを確立すれば金木病院の救

急が

維持できるのか・・。専門チームの早期設置を求めたい。

コメント

れい

必要人数。
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１８０床（一般１４６）の病院であれば、内科医は最低７人は

必要。

というか、内科系の先生のみで当直・待機を回せないといけな

い状態。１００床以上一般病床のある状態で週に１度以上の当

直、救急業務は正直きつい。

まあ、７人集めるのは到底不可能なので、

現実的には一般病床を１００までダウンサイズして、内科医５

名でするというのが現実的。

病床利用が７５％しかないのだから、４０床位減らすのが、常

識な線。それで、看護師１５名カット、事務員その他で１０名

カットが必要。

青森は、常勤医師の数が極端に少なく、必要な医師数の感覚が

麻痺している。

年収２５００万で内科医を７名そろえたら、救急は回ると思う

よ。

年間２億もかからないのだから、安いと思うけどね。

ただし、５名になるまでは、救急業務を放棄する、ということ

が確定でないと誰も来ない。

（よくあるケースで、医師が１人２人来ただけで、救急再開し

ますよ、というバカな首長がおおいが、それをしてしまうと、

二度と医者は寄り付かない）

一番いいのは、病院をなくすことですよ。そうすれば、医師確

保はしなくてすむし、税金の投入も少なくなる。

こんなこと、ちょっとした医者なら誰でもわかることなのに、

コンサルト会社にカネを投入したり、能力の低い役人を集めて

対策会議をしたりするのは正直、無駄だと思う。

うちみたいに病床利用率９０％ある病院を統廃合するなんてい



金木病院救急再開物語（上）

216

われたら、ほんとどうするの、という状態だが、病床利用率が

７５％しかないのだから、身の丈に合わない病院を運営してい

るのですね、としか思えないですね。

管理者

病院をなくすことが解決になるというご意見には賛成しかねま

すが、規模を縮小するとか常勤内科医７名が目安という点はひ

とつの見解と理解しました。

アンディ

>管理者さま

>ただし、５名になるまでは、救急業務を放棄する、というこ

とが確定でないと誰も来ない。

>（よくあるケースで、医師が１人２人来ただけで、救急再開

しますよ、というバカな首長がおおいが、それをしてしまう

と、二度と医者は寄り付かない）

ここが重要だと思うんですが…

管理者

二名招聘で救急再開はもとのもくあみだと私も思います。救急

を維持するのに医師数を含めどういう体制が必要なのか、その

プランも検討されなければならないと思います。
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2007・01・13（土）

赴任特典は「馬」

赴任特典は「馬」　医師確保へ“奇策”　遠野市

1月11日7時1分配信『 河北新報』

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070111-

00000005-khk-soci

当地に赴任した医師には馬を１頭プレゼントします―。岩手

県遠野市は新年度、土地柄を生かした「特典」を盛り込んだ医

師確保策に乗り出す。開業医も含めて市内に産婦人科医はゼロ

で、核になる岩手県立遠野病院は診療科の３分の１が非常勤対

応。家庭菜園の無償提供なども盛り込み、「危機を乗り切るた

めには独自のアイデアが必要」と必死の取り組み姿勢を訴えて

いる。

１０日の記者会見で本田敏秋市長が発表した。同日付で市役

所に５人体制（専任２人）の「市民医療整備室」を新設。新年

度事業として、（１）開業費助成による開業医の誘致（２）特

典や環境整備による県立遠野病院勤務医の誘致―に取り組む。

開業助成は、新規開業する医師（歯科医は除く）が対象で、

２０００万円を上限として助成する。生活の本拠地を遠野市と

し、１０年以上診療することが条件。１０年未満で撤退した場

合は、期間に応じて助成金を返還してもらう。

勤務医誘致は、暮らしのバックアップを柱に据えた。古くか
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ら馬産地として栄えた遠野は「馬の里」として知られ、乗馬牧

場もあることから、希望する勤務医に乗用馬をプレゼントし、

癒やしに活用してもらう。

家庭菜園も無償貸与するほか、勤務医の公舎を地元ケーブル

テレビが見られ、インターネットに接続できる環境に整える費

用を補助する。

遠野市には、総合病院の県立遠野病院のほか、開業医院（歯

科医を除く）が９カ所ある。県立病院は１１診療科のうち産婦

人科、皮膚科、眼科、整形外科の４科が常勤医師が確保できな

いため継続診療ができず、月数回の非常勤対応でしのぐ。

特に産婦人科は深刻。１０数年前から開業医はおらず、市内

唯一の県立病院の産婦人科が２００２年度から月２回の非常勤

対応になり、市内で出産できる医療機関がない状態が続いてい

る。

本田市長は「市民の暮らしを守るためには、医師不足解消が

最大の課題。都会では味わえない特典を設け、遠野に興味を持

つ医師の掘り起こしに努めたい」と新しい対策の狙いを話す。

県医師確保対策室の尾形盛幸室長は「馬の提供はとっぴに思

われるかもしれないが、インパクトがある。医師不足はそれだ

け深刻。厳しい現状を全国に知ってもらう機会にもつながる」

と遠野市の取り組みに期待する。

------------------------------------------
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金木病院に来てくれる医師にも「馬」というわけにはいかな

いが、なにかメリットを考え出さなくては。それにしても市行

政のユニークかつ柔軟な発想に大きな拍手を送りたい。馬だけ

にウマくいくよう祈りたい。

市役所に５人体制（専任２人）の「市民医療整備室」を新設

したとある。これはわれわれ維持する会も当初から市に強く要

請してきたことだ。五所川原市も早々に専門チームを組織して

もらいたいものだ。

コメント

医籍の末端

拍手？

えっ！？「拍手を送りたい」？。

貴方が何も考えていないことがよーくわかります。

後は御自分でお考え下さい。

以上！

アンディ

鹿もつけましょう。

http://mytown.asahi.com/iwate/news.php?k_

id=03000000701120001

　また、馬のプレゼントは県立遠野病院の医師が対象で、新た

に勤務する医師だけでなく、現在勤務している医師も対象にな

る。

　遠野は古くからの馬産地として知られ、市内では第三セク

ター「遠野馬の里」で乗用馬などの育成を行っている。

馬という「地元の特産品」のプレゼントで、地元への医師定着
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を図るねらいだ。

　ちなみに、馬のえさ代など飼育費は月約6万3千円がかかる

が、これは医師の負担になる。

どう見ても馬の押し付けです。

本当にありがとうございました。

こういうことをすると今いる医師さえいなくなるという典型

例。

実質年75万の減給ですから。

「第三セクターの経営が危ういので来月から6万3千円給料か

ら天引きしますね」

と言われてそこで働く人、いないでしょ。
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2007・01・14（日）

市議会議員アンケート結果

五所川原市議会議員選挙立候補者・金木病院救急問題アン

ケート結果

　　　　　　　　金木病院の救急体制を維持する会

　

（回答数全３６名中１３名　回答率３６．１％）※「ご意見」

は到着順です

１．金木病院救急取り下げについて

　A　止むを得ない・・・３０．７％

　B　回避できたはずだ・・６１．５％

　C　その他・・・０．０％

　Ｄ　無回答・・・７．６％

【ご意見】

「諸々の事情（医師不足）のため止むを得ないと思うが、医

師確保に向けて、努力しています」「医師が６人体制になった

時点で現在の状況が予測されたのに、対策をとらなかったこと

が問題である。緊急の対策として西北中央病院・弘大医学部と

連帯すべきである。」「医師がいなければ（止むを得ない）」

「平成１２年の頃から病院運営を見直すべきとの意見も打ち消

されて来た結果が今の状況です。その頃から今の状態が見えて

たのにと自分の力のなさが悔やまれます」

２．「金病二万人署名」について

　A　地域の声として真摯に受け止める・・・１００％
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　B　署名にはあまり意味がない・・・０．０％

　C　その他・・・０．０％

　Ｄ　無回答・・・０．０％

　【ご意見】

「大変良い事であります」「２週間で２万を越える署名を集

めたことは、住民の要求の強さを示すものである。署名の宛先

は県知事宛にも行うべきであったと考える。」「地域の事を考

えると当然」「大きな声となった結果、１２日の新聞に医師確

保できたと思い皆様の御努力に敬意を表します」

３．金木病院の救急体制について

　A　必要だ・・・１００％

　B　不要だ・・・０．０％

　C　その他・・・０．０％

　Ｄ　無回答・・・０．０％

　【ご意見】

「絶対に救急体制を確保するためにあらゆる手段を通し努力

する。」

４．医師招聘について

　A　あらゆる可能性を試み医師を招聘すべきだ・・・１

００％

　B　現状では困難だから無理をすべきではない・・・０．

０％

　C　その他・・・０．０％

　Ｄ　無回答・・・０．０％

　【ご意見】
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なし

５．医師招聘と医師維持のためのシステム構築について

　A　これからは専門チームを組織して取り組むべきであ

る・・・５３．８％

　B　現行の組織を活用して取り組むのがよい・・・３８．

４％

　C　その他・・・７．６％

　Ｄ　無回答・・・０．０％

　【ご意見】

「全くＡの通りであります」「市として専門チームを組織し

て取り組む体制がなかったのは残念である。」「市議となった

時は、再度チャレンジ致します。」

６．医師招聘には待遇と勤務条件が鍵になっています。

　A　積極的に待遇改善、勤務改善をはかり医師を招聘す

べきだ・・・８４．６％

　B　予算の関係もあり現行の条件で医師招聘につとめるべ

きだ・・・０．０％

　C　その他・・・１５．３％

　Ｄ　無回答・・・０．０％

　【ご意見】

「状況に応じた話し合いをすべきである」「勤務が深夜勤務

等で過重労働でなっており、当直体制を改善する必要がある」

「弘大のたけわりの問題」（ママ）

７．医師探しについて
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　A　市・病院・住民の三者が協力して医師招聘に務める

べきだ・・・５３．８％

　B　医師不足はこれまでの無策が招いた結果だから、関係

者は反省し責任を果

たすべく医師招聘につとめるべきだ。・・・２３．０％

　C　その他・・・７．６％

　Ｄ　無回答・・・１５．３％

　【ご意見】

「関係者とはどの範囲までいうのか明確でないが、市長は当

然として責任を果たすべきである。」「この部分は、Ａ・Ｂ共

にそのとおり。深く心に重くのしかかってます。」

８．マスタープランでは金木病院の救急機能を維持すること

になっています。

現状から見てマスタープランを変更すべきだと思いますか。

　A　変更すべきだ・・・７．６％

　B　変更すべきでない・・・６９．２％

　C　その他・・・１５．３％

　Ｄ　無回答・・・７．６％

　【ご意見】

「マスタープランそのものが西北五全体の医療体制について

最終的なプランになっていないのではないか。中核病院に限定

した計画でなく、金木病院やつがる市の成人病センター等の計

画も明確にすべきである。地域住民の声を聞いて全体の見直し

が必要である。」「絶対許すべきでない（変更無し）」

９．青森県は医師充足率が４３％と全国でだんとつの最下位



金木病院救急再開物語（上）

225

で医師不足は最も深刻です。

　A　不名誉なこと。あらゆる方法をもってして改善しな

ければならない。・・・９２．３％

　B　やむをえない。国策には逆らえない。・・・０．０％

　C　その他・・・７．６％

　Ｄ　無回答・・・０．０％

　【ご意見】

「医師不足は、国・厚労省の医療費抑制にあり、地域医療を

無視した医療政策に原因がある。特に医師の養成にも問題があ

る。」「Ｂの国策をも動かすべく、命の重さが大切だと声を大

にして訴えるべきです。」

１０．金木病院救急維持、医師不足打開策などご自由にご意

見をお願いします。

「五所川原市・西北五地域の現状について、住民・医師（関

係団体を含む）・行政の間で協議し、それぞれの事情・立場に

ついて共通意識をもった上で、打開策を検討し、改革すべきと

考えています。」「人の生命と、足の確保は最低限行政（議

員）が守るべきだと考えている。私は当選したからには積極

的、努力で、誠心誠意がんばります。」「ありとあらゆる方法

を検討し、救急維持、医師不足打開策の解消に努めていきた

い。」「組合議員の意見、決議について、同意し協力に励

む。」「五所川原市と議会が一帯（ママ）となり、しんけんに

取りくみ努力しなければならない。」「行政（市長をはじめ、

病院関係議員）は真剣に考えているとは思われない。行政の担

当者は、住民の命・医療に対する切実感を少ないのではない

か。自治体の多くの議員はマスタープランについて認識、理解
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が十分ではないようである。」「給与を上げる方法が一番。」

※アンケートにご協力いただいたみなさまに感謝申し上げま

す。

----------------------------------------

貴重なご意見をいただいた。当選の暁には是非とも言葉が現

実になるようがんばっていただきたい。

・・・それにしても、回収率の低さにはのけぞった。回答し

たのは立候補者のたった三人に一人。ご回答いただいた方々に

は敬意を表すると同時に、６割強の立候補者たちには心底から

幻滅を禁じえない。地元金木ですら１０人中５人が未回答なの

だ。これをどう受け止めたらいいのだろう。田舎の選挙が血縁

・地縁選挙だということは知っていた。しかし・・ことは自分

の身に関わることである。二万人の署名の重さを立候補者たち

は知っているのだろうか、まるで理解していないようだ。自分

の選挙ばかりにかまけて、市議会議員本来の持つべき理念・な

すべき仕事を忘れているのではないか。このような議員らが新

市議会に顔をそろえると思うと情けなくもあり空恐ろしくもあ

る。

市議会議員はもっと勉強しなければならない。さもなくば、

田舎の地方自治体が２１世紀を生き延びることなどできよう

か。金木病院救急問題は「格差社会」「市場原理システム」の

弊害であり、五所川原市が直面している緊急課題である。これ
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をクリアするために、すべての議員の知力と行動が求められて

いる。その力量が試されている。

コメント

管理者

アンケート締め切り後（16日現在）7通の回答が「維持する

会」に寄せられました。アンケート結果には反映されません

が、報告とさせていただきます。
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2007・01・18（木）

指定管理者制

指定管理者制答申へ/平川病院運営委

早急な移行図る　月内に市議会全員協

厳しい経営状況と医師不足の問題を抱える平川市の国保平川

病院の経営形態見直しをめぐり、病院運営委（今井義博委員

長）が十七日開かれ、指定管理者制を導入することで意見がま

とまった。来週中にも答申し、今月末までに市議会全員協議会

で協議する見通しだ。

平川病院は患者の減少などで厳しい経営状況に立たされてい

るだけでなく、今月末には退職によって医師二人体制になり、

二月からの救急指定撤回も県に申請済み。運営委はこうした状

況の打開策を探って開かれたもので、指定管理者制の導入のほ

か、診療所への転換など同病院側のシミュレーションに基づい

て検討した。その結果、交付税の継続など財政上のメリットな

どから「指定管理者制の導入が最も適切」と判断。今井委員長

は「指定管理者制へ早急に移行したい」とし、移行後は救急指

定の復活も含め、「現行に準ずる医療サービスを行いたい」と

述べた。

しかし、同病院の経営を引き受ける法人のめどが立っている

わけでなく、移行後の職員の身分などについても今後の検討課

題としている。自治体病院への指定管理者制導入は県外で例が
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あるほか、県内では藤崎町の国保藤崎病院への導入が模索され

ている。県医療薬務課は「医師確保ができる適切な法人に受託

してもらうことがカギ」としている。また同課によると、導入

に踏み切る場合、移行の諸手続きに二年はかかる見通しとい

う。

2007.1.18　『陸奥新報』トップ

http://www.mutusinpou.co.jp/

--------------------------------------------

平成11～12年度は一億円の黒字を打ち出していた金木病

院の運営が下降線を下ったのは平成13年度あたりからと指摘

されている。毎年一億円以上の赤字を抱え、医師は減る一方。

負のスパイラルに陥った。

これまで何度かもちこたえる局面があったはずだが、適切な

対応がなされないまま徒に時は経過し「新研修制度」により止

めを刺された格好となった。もはや県も弘大も医師を派遣する

能力はない。

そこで考えられるのが、この「指定管理者制」（公設民営シ

ステム）の導入だ。自治体にとってもお荷物病院を切り捨てる

ことができることは大きなメリットとなる。医師招聘がままな

らないのなら、地域の病院を守るためには止むを得ない選択枝

である。
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金木病院は平川病院と違い地域４万人を対象とし救急も年間

７００件と比較にならない。全国には受託を検討する大規模医

療法人も充分ありうると思う。

コメント

小児科医師

なんかね・・。

なにか上から物を言っているような雰囲気がプンプンで、感じ

悪いブログですね。

自分にとって都合の悪い意見は載せていないようですし・・

・。

逆に、かなり極端な問題のあるメールに関しては、

こんなメールが医師から来たぞ！ってさらしていますし・・

・。

このような態度を取っているため、逆に医師達の反感を買って

いるような気がします。これじゃあ、逆効果ではないですか？

この意見を載せて、その上で、反論していただけるのなら、救

いようがあるのかもしれませんが・・。
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2007・01・19（金）

彦根で署名活動

市立病院で安心な産科医療を　彦根・グループが街頭署名

1月18日18時57分配信 京都新聞

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070118-

00000023-kyt-l25

彦根市立病院の産婦人科が医師不足で３月下旬から診療を制

限することに対して、同市の子育て中の女性らを中心に「彦根

市立病院で安心なお産を願う会」（高居涼佳代表、１４人）が

結成され、医師の確保などを市と県に求める街頭署名活動を１

８日から始めた。

　この日はメンバーや賛同者など１０人が、同市長曽根南町

のスーパーで買い物客に署名を呼びかけた。子連れの主婦をは

じめ、年配の女性や働き盛りの男性も次々と署名に応じ、「知

人や近所の人にも呼びかける」と署名用紙をメンバーに求める

人もいた。

　署名に応じた６０代男性は「安心して子を産めないような

街に将来の希望はない。県は医療の南北格差をなくすべきだ」

と話していた。
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　同会は、獅山向洋市長あての嘆願書では、リスクの高い分

べんなど従前の産婦人科の機能を存続させ、医師の確保を要望

している。嘉田由紀子知事に対する嘆願書では、医療の地域格

差をなくし、安心で安全な産科医療が受けられる環境整備を求

めている。２月中旬までに８０００人を目標に署名を集める。

　会のホームページで嘆願書の文面と署名用紙を掲載してい

る 。 ア ド レ ス は 次 の 通 り 。 http://www.geocities.jp/

hikoneosan/

------------------------------------------

あらゆる事柄にあてはまることだが、弱者が最初の犠牲者と

なる。医療危機にさらされるこの国で、最初に被害を受けるの

は中央から遠く離れた社会的弱者地域に暮らすひとたちであ

る。金木病院が良い例だ。だが、それはあくまで発端として表

われているのであって、次々と被害は拡大していく。

このたび彦根で産科医確保にむけて市民団体が署名活動をは

じめた。医療は地域の宝である。ここでも市民が声をあげたの

である。行政当局は民意を尊重し万全の対策を講じることを願

わずにいられない。

「彦根市立病院で安心なお産を願う会」の掲示板に応援の

メッセージを送った。そこには心無い書き込みが連続してい

た。ブログ「金木病院」を開設したときもそうだった。「署名

を集めるより金を集めろ」だとか「勤務条件の厳しい病院は無

くなればいい」だとか「いまいる医師を大切にしないと病院自
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体がなくなるぞ」などという、あきらかに署名活動を妨害する

書き込みである。ブログ「金木病院」には「2008年3月を

もって金木病院はなくなるのです」という不気味なコメントす

らあったほどだ。

ある方から驚くべき情報があった。これらの書き込みのほと

んどが医師によっておこなわれているというのだ。この国の医

師不足は国策によってもたらされたものである。地域住民・医

師・自治体が窮地に陥っている根本原因を見失ってはならな

い。医師も病んでいる。しかし・・攻撃の矛先を間違えてはい

ないか。３者がともに手をとりあって医師不足時代を乗り切る

ことが求められている。

コメント

アンディ

それはない

>「署名を集めるより金を集めろ」だとか「勤務条件の厳しい

病院は無くなればいい」だとか「いまいる医師を大切にしない

と病院自体がなくなるぞ」などという、あきらかに署名活動を

妨害する書き込みである。

現実を見ていない人への忠告じゃないですかどう見ても。

なんで｢ 自分たちに都合の悪い意見｣ →妨害

としか考えられないのか。

管理人様は

>「署名を集めるより金を集めろ」が妨害→医者に金なんてか
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ける必要はない

>「勤務条件の厳しい病院は無くなればいい」が妨害→医者の

勤務条件なんてどうでもいい。ボロゾーキン上等

>「いまいる医師を大切にしないと病院自体がなくなるぞ」が

妨害→今いる医者なんていなくなっても泣きつけばどこからか

補充されるので問題ないです^^

等といまだに考えているのだろうか。

もしもそうならドン引き。

もっとも

>目標が二名でいいのだろうか？救急はとりあえず復活できる

かもしれないが

と2人で救急を再開するといいつつ

>>ただし、５名になるまでは、救急業務を放棄する、という

ことが確定でないと誰も来ない。

と言われれば

>二名招聘で救急再開はもとのもくあみだと私も思います

何も考えていないのか、ただのネタブログなのか、それともも

しかしてまじめに考えているのか。

まずはそれからはっきりさせるべきだろう。

意見が一定しなさ過ぎ。

ある医師

意見

「署名を集めるより金を集めろ」だとか「勤務条件の厳しい病
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院は無くなればいい」だとか「いまいる医師を大切にしないと

病院自体がなくなるぞ」などという、あきらかに署名活動を妨

害する書き込みである。

これらは本当に署名活動の妨害なのでしょうか？

本当に医師にいてほしいなら、医師がそのような環境下での仕

事を望むか？とか普通考えませんか？

そのために住民サイドで何が出来るのか？を考えていき、医師

の過酷な労働を何とかなくすとか具体的な案を出して行かなく

てはいけないのではないでしょうか？

文章としておかしい文章ですし、なにか医師に対しての悪意を

感じ取れる文章に思えて仕方ありません。

医籍の末端

医者の本心が未だに伝わらないのか？

　このブログが地方の医療崩壊に対しての抗議を行っているこ

とは評価しますが・・・「ある方から驚くべき情報があった。

これらの書き込みのほとんどが医師によっておこなわれている

というのだ。」と今さら驚かれても・・・。

　問題は臨床医達が何が原因で東北地方を中心とした僻地医療

から逃げ出しているのか知ろうともしない非医療者側の態度で

す。

　質問ですが「立ち去り型サボタージュ」という言葉はご存知

でしょうか？知らなかったらお調べください。また東北地方で

は去年産婦人科の医療を確実に崩壊させる原因となった事件が

あります。それもご存知ですか？僻地の周産期医療に関わる

とー休めずー寝られずー感謝されずー罵られー殴られー逮捕さ
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れる。そんな医師がたくさん居ることがマスコミの報道でも明

らかになってきました。マスコミもー特に毎日新聞はーそんな

事実を報道する一方でその責任を医師側に押し付けてきまし

た。

　医師を呼び戻したいのなら市民が署名で表明すべきことは

「医者を呼んで来い」ではなく、「加藤先生の不当逮捕に抗議

します」「毎日新聞の捏造記事に抗議します」とした方がよっ

ぽど効果的です。

　えっ・・・？！ひょっとして何のことか全然解りませんか・

・・？もし解らなければ医師を呼ぶことは諦めてください。

　医者が何に憤慨し何に絶望しているのか判ろうとしないのな

ら医療は滅ぶしかありません。

逃げ遅れそうな医者

釣った魚にエサはやらない

最近の記事を見ていて、医師との認識の差が埋まってきたと感

じていたのですが、

「いまいる医師を大切にしないと病院自体がなくなるぞ」

これを署名活動を妨害する心ない医師によるコメントとして紹

介しているあたりに

埋めがたい溝を感じてしまいます。

医師も人間です

人間らしい生活を

人間らしい生活を保障しなければだれも来ないでしょう。

あなたたちは夜は何をしていますか？たぶん大部分の方は寝て

いるでしょう。人によっては御酒を楽しんでいる方いっぱいい

ると思います。私たちもそうです。

夜はみんな寝たいのですよ。
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救急に関しては残念ながら厳しいと思います。そして夜間救急

が必要な方とそうでない方の区別を自分たちで判断しなければ

ならない時代になってきましたね。

管理者

医師も立ち上がるべきです。

国の誤った医療政策に対して声をあげるべきです。

攻撃の矛先を間違えていませんか？

ある医師

このコメント馬鹿ですね

医師も立ち上がるべきです。

国の誤った医療政策に対して声をあげるべきです。

攻撃の矛先を間違えていませんか？

これ書いた人馬鹿ですね。

医師（勤務医）は立ち上がっています。でも、忙しすぎて政治

活動的なことに手が回らない人も多いのは事実です。

また、医師の応集義務の件もあり、なかなかうまく行っていま

せん。そこで、何をするか？

立ち去るんです。いやな職場からは・・。

 

管理者

＞これ書いた人馬鹿ですね

「馬鹿」と軽々しく言う医師がこの国にはいるという証拠とし
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て、あえて公開しました。

中にはこんな幼稚な医師もいるのです。嘆かわしいことです。

医師の実態を知らない一般の方が見たらどう思うでしょうか？

医師の信用にかかわる問題ですよ、口を慎みなさい！

医師は困りません

病院が無くなって困るのは市民だけです。

どこの病院も医師不足ですから。

声を上げるのは実際に困った人たちだけでしょう。夕張や彦根

など実際に不都合なことが起っていない地域でそのような声が

どれだけあがってますか？医師に求めても無駄です。むしろこ

れだけ攻撃の矛先が国にではなく患者に向かっていることを真

摯に考えたらどうでしょう？医師が国の政策以上に心の狭い患

者に悩まされているということが伝わりませんか。

確かに市民は署名をして声をあげています。

しかし、「あって当然のものがなくなったからよこせ」という

要求にしか聞こえないのです。市民は今までどれだけ医師のた

めに努力しましたか？赴任して実際に苦労するのは医師だけで

す。ただ医師に来てほしい、と声を上げただけでどれだけの医

師が来てあげようと気になるのでしょうか。市民が自ら痛みを

引き受けて初めて医師自身も不便な僻地に赴任する気も起るも

のです。署名を否定する気はありませんが管理人さんの救急再

開を必死に求める姿に対して、給料にしても勤務時間にしても

努力目標程度で、市民が積極的に痛みを受けようという姿がこ

のブログからは伝わってきません。まずは地域住民に不必要な

時間外救急を減らすということを徹底させることから始めては
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いかがですか。誰もが簡単に出来て医師が間違いなく評価する

ことだと思いますよ。

Unknown

医師は立ち上がる気力もない。

大多数の医師たちは、ボランティアのような状態で献身的に医

療に努めてきた。

　それが理不尽に虐げられたら、辞めるだけでしょう。

　どうして、立ち上がってまでボランティアをつづけるので

しょうか？

　

Unknown

医師は立ち去るべきです。

県の誤った医療政策に対して声をあげてもしかたがない。

内省の対象を間違えていませんか？

小児科10年医師

管理者様へ

＞これ書いた人馬鹿ですね

>馬鹿」と軽々しく言う医師がこの国にはいるという証>拠と

して、あえて公開しました。

>中にはこんな幼稚な医師もいるのです。嘆かわしいことで

す。医師の実態を知らない一般の方が見たらどう思うでしょう

か？医師の信用にかかわる問題ですよ、口を慎みなさい！
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あの、目くそ・鼻くそなんですけど・・・。

医師（多分本物）

偽医師でしょう＞ある医師

多分その辺の掲示板の聞きかじりの成りすまし

さんじゃないでしょうか？

もっともらしい文章をつぎはぎして書いてるのが

よくわかる文章です。それに、こういう問題に

直面してる、あるいは関心のある医師なら絶対に

間違えるはずの無い（聞きかじりならよく間違う）

語彙の間違いもありますし。

＞「馬鹿」と軽々しく言う医師がこの国にはいる

＞　という証拠として、あえて公開しました。

医師と書いてあるから、医師と決め付けて、

「証拠」呼ばわりですか？　嘆かわしいことです。

管理者さんの信用にかかわりますよ。

非産科医師

弱者は市民団体ではない

現在の日本では、社会的弱者は産科医を初めとする勤務医では

ないですか？

強者の市民様や患者様に「口を慎みなさい」と言われるから、

黙って逃げ出すしかないのではないですか？

あなたたちには少し期待していましたが、溺れている犬を打つ

ような言動なので、やっぱりか・・・という残念な気持ちにな

ります。
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なぜ安全なところからえらそうなことばかり言って、現場の声

に耳を傾けないのですか？官僚みたいですね。

もっとも、こんなことを書いても、あなた方には承認していた

だけないんでしょうから、もう口を慎みます。さようなら

産婦人科勤務医

署名活動は解決につながるのか

ご不安はわかりますが、不安解消の手段が間違っていると思い

ます。

署名活動をしているということは、その地域の住民意識が緊張

していることを表しています。

ただでも世知辛く、ちょっと医療上の不具合があるとクレー

ム、賠償請求となってしまうご時勢です。

そんな中、住民意識が緊張している地域に、敢えて行こうとす

る医者がいると思いますか。

普通は、引いてしまいます。

全く同じ勤務条件の地域が２つあって、一方は署名活動してい

るところ、もう一方は署名活動をしていないところだとした

ら、間違いなく後者を医者は選ぶでしょう。

署名活動をする前に、産婦人科勤務医に聞いてみては如何で

しょう。

辞めてしまった産婦人科医に、何故辞めたか聞いてみて下さ

い。

それでも続けている産婦人科医に、何故続けているのか、聞い

てみて下さい。

本気で産婦人科医を招聘したいのであれば、どうすればいいの
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かわかると思います。

通りすがり

まじめな意見

>このたび彦根で産科医確保にむけて市民団体が署名活動をは

じめた。医療は地域の宝である。ここでも市民が声をあげたの

である。行政当局は民意を尊重し万全の対策を講じることを願

わずにいられない。

署名活動するのも、万全の対策を願うのも自由です。

しかし署名活動が医療崩壊の阻止にほとんど意味を成さないの

を気づかないのが非常に不思議です。

少なくとも医師個人個人に対しては全く無意味です。

その事実に気づいているが、敢えて無視しているのでしょう

か。

なぜ、無意味かということを本当に理解できないなら、ここで

議論しても良いのですが、いかがですか?

少なくとも一方的に「口を慎みなさい!」で議論を終わらせる

よりは建設的だと思いますよ。

>そこには心無い書き込みが連続していた。ブログ「金木病

院」を開設したときもそうだった。「署名を集めるより金を集

めろ」だとか「勤務条件の厳しい病院は無くなればいい」だと

か「いまいる医師を大切にしないと病院自体がなくなるぞ」な

どという、あきらかに署名活動を妨害する書き込みである。

署名活動は無意味なのは前述しました。これは医師の間では常

識です。そのブログへのコメントは語気は荒いが、医師不足に
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対し実効のある対処法のヒントを出しています。「心無い書込

み」で片付けるのはあまり賢い考えとは思えません。

さらに言いますとその書込みに「署名活動を妨害」しようとす

る意図はまず無いですね。なぜなら、署名活動は医師にとって

無意味だからです。無意味なものを妨害する程、医師は暇では

ありません。

多くの医師は、「また署名活動だって(笑)」と、半ばあきれ

ながら、遠くから見物しているだけです。

>医師（勤務医）は立ち上がっています。でも、忙しすぎて政

治活動的なことに手が回らない人も多いのは事実です。

>また、医師の応集義務の件もあり、なかなかうまく行ってい

ません。そこで、何をするか？

>立ち去るんです。いやな職場からは・・。

全く同感ですね。私はまだ現場で踏みとどまっている側です。

医療崩壊に対して私にできることは、現場で声を上げ、働かな

い事務や、コメディカルと戦って、少しでも後輩たちの待遇を

よくすることです。たったそれだけのことでも、実際に行うの

は容易ではないですし、少なくとも署名活動に比べれば、実効

性があると確信しています。

一度完全に崩壊させたほうが、回復も早いという考え方には逆

行しますが･ ･ ･

ある医師

私のコメントに文句があるようですね。

あなたのコメントをみて、非常に腹立たしく感じました。

金木はつぶれるべきです。

あなたのような頭のおかしい患者は診たくないです。



金木病院救急再開物語（上）

244

医師は仕事先を選べます。

金木にいく義務などありません。

実際弘前大学の学生は何人残っていますか？

医師とともにといっておいてこの発言です。

この人は医療を語る資格はありません。

まあ、医師の間では金木に行ってはいけないが合言葉ですけど

・・。

いち産婦人科医

お気持ちは分かりますが

ハイリスクを扱える産科がなくなることへの住民の皆様の不

安、不満は分かりますが、いないものはいないのです。一人体

制では当たりまえですがハイリスクは扱えません。訴訟の多

さ、過重労働から産婦人科のなり手は少なく、全国的に産婦人

科医が不足しており、より安全な診療体制のためにハイリスク

を扱う産科医は地域ごとにまとまらざるを得ない状況なので

す。ハイリスクを安全に扱うには、最低4人以上の産科医、新

生児を診れる小児科医、NICUの充実が必要不可欠であり、そ

れだけの人件費と施設を備える力がこの病院にあるかどうかが

問題です。

一産婦人科医

おこがましいですが

おこがましいですが、一言言わせていただきたい。
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　皆さんに日本の現状を知っていただきたいために、敢えて上

記のような書き込み方をされているのだとご理解ください。

　今日本の医療は崩壊しつつあります。この原因は

国の政策で医療報酬が下げられ、諸外国に比べて極端に安い、

医療費（先進国の中で最低）です。そしてそれを維持している

のは医師やその周りのスタッフの少なさと安月給です。

　医師は給与が高いと誤解している方は少なくないと思います

が、皆さんの２倍～３倍の時間働いているのに同程度の収入の

医師は多い（特に公立病院）のです。一流企業の会社員より給

料が安いのは当然で、休みなし、夜間呼び出しなど当たり前の

仕事はもう医師も限界なのです。

　皆さんのように週４０時間しか働かない（欧米の医師もそ

う）場合、産婦人科でいつも緊急に備える（ハイリスク分娩を

引き受ける）体制を整えるなら、産科医師が１０人必要と言わ

れているのをご存じでしょうか？

　２人でやっているところは基本的に半分は当直で、そのほか

の日は緊急に備えて待機しており、１年３６５日そのような緊

張した日々を過ごしているのです。

家族がいても旅行にも行けません。

３人いれば一人は休めますが、夏冬の休みも取りづらく、有休

など１０年勤務しても１０日も取れない。

そのような体制を患者は知らないからといって、医師だけに強

要することは間違っていないのでしょうか？

　医師だって人間なのです。時にはアルコールも飲みたいし、

休みだって欲しいのです。安心して医療を受けたいなら産婦人

科医から言えばせめて５人程度は欲しいのです。
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　幼稚と言われた医師もそのような生活はもうしたくないと

思って、非人間的な生活を強いられる病院を辞職し（立ち去り

型サボタージュ）、少しでも人間的生活に近い職場を求めてい

る人の自虐的な言葉と受け取ってください。

　そのような状況もわからず幼稚と言われる管理者の方も週１

２０時間働いたことがおありでしょうか？

　休日であっても夜中であっても、どの患者にとっても最高の

医療をしなければならないプレッシャーも大変な緊張を強いら

れ、脳の血管もちぎれそうになりますが、分かっていただけな

いと思います。

　公立病院で休日や夜間働いても、残業代はコンビニのバイト

と変わらないのです。責任のない分コンビニの方がはるかにま

しとも言えます。

　

　さらに産婦人科で言えば安心して見てられるお産なんてあり

えないのです。正常分娩は結果であって、異常になるのに５分

もいらない！リアルタイムで異常を発見し、吸引分娩や鉗子分

娩、帝王切開もしなければなりません。

　そのためには小児科も麻酔科も体制を整える必要がありま

す。産科医だけに新生児と麻酔をまかせないで欲しいのです。

　

　帝王切開も最大限急いでやっても結果が悪ければ罵られるだ

けでなく訴訟で負けるという全く正当性を欠く裁判に産科医は

絶望感さえ抱いています。それならはじめからあきらめても

らって死産にした方が良いという考えも出てきています。

　脳性麻痺だって分娩（産科医）が悪いと誤解している一般人

は多く（医師でもいる）、欧米ではほとんどの脳性麻痺は分娩
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前から完成しており、８５％は医師のせいではないと結論づけ

られています。

　分娩費も欧米では１００万以上はざらです。高いところは２

泊３日で２００万もあります。皇族の分娩でも有名となった某

病院でも分娩費は１００万と言われています。

　皆さんが安心して生みたいというなら、医師にも過労で倒れ

ない、寝不足にならないような環境を医師にも与えてやって下

さい。

　休めるだけの人員を確保することによって産婦人科の体制を

維持することが初めて可能になると理解し、そのためには分娩

費も１００万になっても当然だと考えていただき、激務に対し

て感謝し、（医療の素人である裁判官ではなく）第３者の産婦

人科医の多数が後から見ても正しい医療を行った場合には、結

果が悪くても絶対に罵らない・訴訟もしないと約束できれば全

国から多くの応募があると思います。

　

　これだけ書いても理解していただける方は少ないとあきらめ

ています。しょうもない公共工事の一部をカットし年間２億浮

かせて、産科医５人と助産師等を増やし、必要経費とするよう

な自治体になれれば良いですが、困難でしょうね。

　１０年後には分娩するところがない方は５０万人と予想され

ています。これは現在の産科医の平均年齢が５３歳ですので、

定年等で退職や高年齢のために閉院することが今後の産科の激

減する理由です。

　皆さんが国や自治体に少しでもこのような事態を改善される

運動をしていただいた方が、署名活動をするより効果的と個人

的には考えています。
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管理者

＞皆さんが国や自治体に少しでもこのような事態を改善される

運動をしていただいた方が、署名活動をするより効果的と個人

的には考えています。

わたしどもは、どちらをとりどちらを捨てるというのではなく

両輪で頑張っています。当「維持する会」は第三期の運動をお

こなっています。

いまや、医師不足は全国的な問題として捉えられています。住

民・医師・自治体の三者が一体となって声をあげるときです。

Unknown

涙がでます

一産婦人科医の先生の長い一言には、涙がでますし、多くの示

唆を読み取ることができます。

ですが、彦根市民にはとどかないんでしょうね

Ｅｓｓｅｎ

>いまや、医師不足は全国的な問題として捉えられています。

住民・医師・自治体の三者が一体となって声をあげるときで

す。

それは、無理でしょう。あなたがこのブログで見せた態度は全

国の医師に対して、署名運動なんてやってる住民は、自分のこ

としか考えず、医師の立場、生活なんてこれっぽっちも考えて

やしないんだということを如実に証明してくれましたから。あ

なたこそ、謙虚に態度を改め、非礼を詫びてはいかがです？
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jun

埋めがたい溝

三者一体には、たぶんなれないでしょう。医師らは、患者≒住

民なので強く訴える事もできない。患者から訴える事が増大し

ている事もある。自治体に対して、今までも院長などを通して

訴えて来たがまるで耳を貸してくれなかったのでもう言う気に

もなれない。さらにマスコミが叩く事が多くなり、ますます萎

縮している。そんな中で三者が一体になるのは困難でしょう。

できるとしたら、住民が現存している医師を守ってあげる事ぐ

らいでしょうか。

リウ

原因は国民にある

僕は医療関係者ではなく、結婚したら子供が欲しいと考えてい

る人間で知識が少ないのでそれを前提にお読みください。

>この国の医師不足は国策によってもたらされたものである

管理人さんはそうでないのでしょうが、この言葉に日本人の典

型的な無責任さを感じてしまいす。

まず、医師不足の国策を是としているのは国民にあるのですか

ら

医者に三者一体を求める前に選挙において圧力をかけるように

アンケートを出して公表するなどの活動をまず先にしましょ

う。（国、県、市町村レベルで）

だいたい医者は大変なら辞めるればすむだけで、産科医等は善

意で続けてくれているだけです。

三者一体のためにその貴重な医者の労力をとらせるようなこと
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は、もはや遅すぎて意味がないと思います。

現在の戦術としては、直接政治家に圧力をかけるような戦術を

メインとしていくしか

方法は残されていないと思います。

最後に管理人さんは良いことをやろうとしているのに

勉強不足（すみません、僕にはそう思えるのです）でうまく結

果につながらないと見えるので

政治部分など考え方の枠をひろげてみてはいかがでしょうか？

管理者

市議会議員、政党にゆるやかではありますがコンタクトをとっ

ています。

リウ

失礼しました。アンケートを取り公表しているのは知っていた

のですが、

最終的には選挙=民意なのでがんばって欲しく思います。
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2007・01・20（土）

夕張へのメッセージ

夕張へのメッセージ　１

国のいいなり　いいのか～映画監督　山田洋二

（『北海道新聞社』http://www.hokkaido-np.co.jp/）

夕張を初めて訪ねたのは一九六一年、野村芳太郎監督作品

「あの橋の畔で」第三部の助監督としてです。ヒロインの放浪

シーンのロケで、谷間に真珠をばらまいたような夜景がとても

魅力的でした。「札幌から遠く離れた山の中に、こんな大きな

街があるなんて」と驚きました。

それ以降、自分の映画「同胞」（七五年制作）のラストシー

ンに夕張を選ぶなど、何度も足を運びました。僕は終戦後の一

時期、山口県宇部市の炭鉱で抗外のアルバイトをしたんです。

中学生の僕をからかったり酒を勧める、くったくのない抗内員

たち。そんな記憶から、炭鉱街への親しみがありました。

『幸福の黄色いハンカチ』（七七年制作）を撮った時は、古

い旅館にみんなで泊まり、とても親切にもてなしてもらいまし

た。高倉健さん演じる主人公の妻役、倍賞千恵子さんが住む日

吉地区の炭住（炭鉱住宅）にも、何度も通ってね。

ラストシーンは、希望を象徴するように、青空の下で強くは

ためくハンカチを撮りたかった。具合の良い風を待つ間、仲良

くなった近所のお宅で弁当を食べる場所を借りたり、お茶をご

ちそうになったものです。暮らしている人たちの気持ちがとて

も開放的で、よそから来た人も平気で受け入れてくれる。「住

みやすい街だな」と思いました。
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その夕張が財政再建団体になるなんて。健さんと倍賞さんが

演じた夫婦も、幸せな老後を迎えるわけにはいかないのでしょ

うか。

・・（略）・・夕張の街がどうなるかは、「市民が行政にど

うかかわっていくかのモデルケースとなるでしょう。国は夕張

市を、赤字自治体をどう扱うかのサンプルにしようとしている

と感じます。

・・（略）・・二十四時間いつでも入れる無料の公衆浴場、

子供と手をつないで帰ってくる湯上りのお父さん―。僕にとっ

て、炭鉱の街・夕張で暮らす人たちの文化はあこがれでした。

炭鉱がなくなったからといっても、そうした文化は長く語り継

がれるべきものです。火を消すように消し去ってはいけませ

ん。市民のみなさんには、まなじりを決して頑張ってほしい。

市がロケセットを保存した『幸福の黄色いハンカチ　想い出

広場』は、夕張の観光にそれなりの役割を果たしたと思いま

す。市民有志がＮＰＯ法人をつくり、その存続に努力してくれ

るのは、本当にうれしい。具体的に何ができるか考え中です

が、僕も努力を惜しまないつもりです。

---------------------------------------------------------------

二年前の市町村合併によって金木町は激風に晒されている。

金木病院救急停止のみならず、トレーニングセンターも近々閉

鎖されるという。

山田洋二監督のメッセージは、ひとつひとつ金木町と金木病

院問題に符合する。
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金木町は太宰治のふるさとである。おおぜいの文学者や評論

家がこの町にかかわってきた。住民が窮地に陥っているいま、

山田洋二監督のように我が問題として関わる人はいないのだろ

うか。

ちなみにわたしは夕張観光協会（http://www.baribari-

yubari.com/）の「メロン賛助会員」として夕張を応援して

いる。

コメント

アンディ

聞こえなーい　ですか。

昨日の私のコメントは封殺されてしまったようで。

結局、自分に耳ざわりのいいコメントでなければ妨害している

と捉えるわけですか。

送られたコメントに対して返答するかどうかはともかく、それ

さえ掲載しないような市民運動はそんなに後ろめたいですかそ

うですか。

医師たちが善意から｢ そこで何が問題になっているのか」とい

うことについて声を上げる(コメントを送る)。

一方、病院(や市民運動家)は現場からの苦言を無視、封殺し、

自分たちの理論を一方的に推し進めていく。

その現状に絶望した善意ある医師は病院(ブログ)から立ち去
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る。

金木病院がやらかしたこととここで行われていることは全く同

じミスだということに気が付かないものか。

手厳しいことは言われつつもアドバイスをもらえている間が華

だということに気が付いても遅いですよ。

まさに医師が現場を去るときと同じ構図なのですが。

ブログですらそれをやっておきながら医師が｢ 確保｣ できるな

どとは思わないことです。

耳ざわりのいいコメントだけが聞きたいのであればmixi で非

公開コミュでも作ればいいだけのことです。

もっとも、その耳ざわりのいいコメントすら最近は送られてな

いようですけどね。
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2007・01・21（日）

市議会選挙投票日

本日21日、五所川原市議会選挙の投票がおこなわれる。

「維持する会」がおこなった候補者アンケートの回答率は

36.1％とふるわなかった。いまだに選挙は地縁・血縁による

ものであり、候補者の主張や住民の意思が反映されるものでな

いことを如実に示したものだ。このたびの選挙は五所川原市が

旧態已然たる選挙体質を乗り越えることができるかどうかも問

われている。

さて、1月13日締め切り後、9名の立候補者から遅ればせ

ながら回答が届いている。そもそも締め切りを守れないこと自

体市議会議員としての資格が疑われることだ。なかには19日

に届いた”つわもの”もある。選挙パフォーマンスと揶揄され

てもしかたあるまい。

遅着分を加算した回答率は下記のとおり。

回　答　　２２名（６１．１％）

非回答　　１４名（３８．９％）

いまだに三分の一が金木病院救急問題を市の問題ととらえて

いないことに驚きを禁じえない。明日（22日）のブログで

は、当選者だけに対象を絞って金木病院救急問題をどのように

捉えているかを報告する。
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コメント

アンディ

>いまだに三分の一が金木病院救急問題を市の問題ととらえて

いないことに驚きを禁じえない。明日（22日）のブログでは、

当選者だけに対象を絞って金木病院救急問題をどのように捉え

ているかを報告する。

いまだに管理者が金木病院救急問題を自分たちが原因と捉えて

いないことに驚きを禁じえない。

自分たちは寄せられるコメントに対して誠意ある対応をしない

で、議員候補者には誠意ある対応を求めるというダブルスタン

ダード。

>さて、1月13日締め切り後、9名の立候補者から遅ればせな

がら回答が届いている。そもそも締め切りを守れないこと自体

市議会議員としての資格が疑われることだ。なかには19日に

届いた”つわもの”もある。選挙パフォーマンスと揶揄されて

もしかたあるまい。

さて、昨年11月の開設以来、管理者から遅ればせながらコメ

ントが開示されている。そもそもコメント欄を承認制にするこ

と自体市民運動家としての資格が疑われることだ。ブログがパ

フォーマンスと揶揄されてもしかたあるまい。
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ですね。
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2007・01・22（月）

当選議員アンケート結果

五所川原市議会議員選挙当選者・金木病院救急問題アンケー

ト結果

　　　　　金木病院の救急体制を維持する会

　　　　（回答数当選者３０名中２０名　回答率66.6％）

※遅着分含む

１．金木病院救急取り下げについて

　A　止むを得ない・・・３５％

　B　回避できたはずだ・・４５％

　C　その他・・・１５％

　Ｄ　無回答・・・５％

２．「金病二万人署名」について

　A　地域の声として真摯に受け止める・・・９５％

　B　署名にはあまり意味がない・・・０％

　C　その他・・・５％

　Ｄ　無回答・・・０％

３．　金木病院の救急体制について

　A　必要だ・・・９５％

　B　不要だ・・・０％

　C　その他・・・５％

　Ｄ　無回答・・・０％
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４．　医師招聘について

　A　あらゆる可能性を試み医師を招聘すべきだ・・・９

５％

　B　現状では困難だから無理をすべきではない・・・０％

　C　その他・・・５％

　Ｄ　無回答・・・０％

　

５．医師招聘と医師維持のためのシステム構築について

　A　これからは専門チームを組織して取り組むべきであ

る・・・７５％

　B　現行の組織を活用して取り組むのがよい・・・１０％

　C　その他・・・１５％

　Ｄ　無回答・・・０％

　

６．医師招聘には待遇と勤務条件が鍵になっています。

　A　積極的に待遇改善、勤務改善をはかり医師を招聘す

べきだ・・・７５％

　B　予算の関係もあり現行の条件で医師招聘につとめるべ

きだ・・・１０％

　C　その他・・・１０％

　Ｄ　無回答・・・５％

７．　医師探しについて

　A　市・病院・住民の三者が協力して医師招聘に務める

べきだ・・・６５％

　B　医師不足はこれまでの無策が招いた結果だから、関係

者は反省し責任を果
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たすべく医師招聘につとめるべきだ。・・・１５％

　C　その他・・・１０％

　Ｄ　無回答・・・１０％

　

８．マスタープランでは金木病院の救急機能を維持すること

になっています。

現状から見てマスタープランを変更すべきだと思いますか。

　A　変更すべきだ・・・１５％

　B　変更すべきでない・・・６５％

　C　その他・・・１５％

　Ｄ　無回答・・・５％

９．　青森県は医師充足率が４３％と全国でだんとつの最下

位で医師不足は最も深刻です。

　A　不名誉なこと。あらゆる方法をもってして改善しな

ければならない。・・・９５％

　B　やむをえない。国策には逆らえない。・・・０％

　C　その他・・・５％

　Ｄ　無回答・・・０％

　

※ご当選おめでとうございます。アンケートにご協力いただ

いたみなさまにはあらためて感謝申し上げます。

----------------------------------------

【管理者コメント】
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07年1月1日からの金木病院救急取り下げは「止むを得な

い」とする意見と「回避できたはず」という意見に分かれ、問

題の実態把握に混乱がみられるものの、二万人署名は地域住民

の声として真摯に受け止め、金木病院の救急体制は必要であ

り、そのために医師招聘に全力を尽すべきだという認識は共通

している。

医師確保・維持については「専門チーム」の必要性を多くの

議員が認め（７５％）そのためには医師の待遇改善と勤務改善

をはかること、および市・病院・住民の協力もまた欠かせない

としている。

ほぼ全員が青森県の深刻な医師不足を不名誉なことと捉え、

いますすめられている「マスタープラン」（金木病院の救急機

能を織り込んだもの）は推進すべきとという意見が多い。

ご当選された各位には市議会の場において金木病院の救急問

題を積極的にとりあげていただき、一日も早く救急の復活を実

現していただきたいものだ。

なお、金木病院の救急体制を維持する会では、地方自治法第

１２４条の規定により新議会議長宛「請願書」を提出する。そ

の際にはひとりでも多くの議員に「紹介議員」となっていただ

きたく、よろしくご協力をお願いしたい。
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2007・01・23（火）

滋賀県「支援センター」設置

医師不足解消へ「支援センター」設置/滋賀県、新年度に

『京都新聞電子版』

 http://www.kyoto-np.co.jp/article.

php?mid=P2007012100023≥nre=A2&area=S00

深刻な医師不足を解消するため、滋賀県は新年度、「医師確

保支援センター」（仮称）を県庁内に設置する。医師確保の拠

点として、県外の医師の発掘や情報収集を行うほか、県内の公

立病院が取り組む医師の離職防止策へ一定額を補助するなどの

新たな施策を始める。

県によると、病院の自主的な取り組みへの補助は、全国的に

も珍しいという。

同センターは県医務薬務課内に設置する。非常勤の嘱託職員

として元大学教授と事務員の計２人を雇用する。

主な取り組みとして、医師がくつろげるスペースの設置や学

会などへの出張費、パソコンなど周辺機器の購入費など、医師

の職場環境を改善するためのアイデアを公立病院から募り、そ

れぞれ半額程度を各病院に補助する。

このほか、産科や小児科など医師不足が顕著な診療科を中心
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に医師を病院に紹介するため、大学の同窓会などから医師の発

掘や情報収集を行う。県外の医師に対しては、県職員としての

身分保障▽留学費用の補助▽研究費の補助－などの条件提示を

行うことを検討しているという。

-----------------------------------------

＞病院の自主的な取り組みへの補助は、全国的にも珍しいと

いう

この深刻な医師不足時代に、県が現場の医療機関に医師確保

を任せていたこと自体驚きを禁じえない。個々の病院の努力で

解決できるような問題ではないことは10年も前からわかって

いたことだ。

さらに言えば、県のみならず国も取り組まなければならない

問題でもある。

金木病院問題を原因を考えるとき、青森県も滋賀をみならう

べきである。「支援センター」の設置を強く要請する。
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2007・01・24（水）

２大都市でも医師不足

医師不足：公立病院の半数、診療縮小　毎日新聞調査

医師不足などのため、東京都と大阪府内の計５４の公立病院

のうち、公立忠岡病院（大阪府忠岡町、８３床）が３月末に閉

院するほか、半数近い２６病院で計４６診療科が診療の休止・

縮小に追い込まれていることが、毎日新聞の調査で分かった。

常勤医で定員を満たせない病院は４５病院あり、不足する常勤

医は計２８５人に上る。欠員を非常勤医で穴埋めできていない

病院もあり、医師不足によって病院の診療に支障が出る「医療

崩壊」が、地方だけでなく２大都市にも広がり始めている実情

が浮かんだ。

調査は都府立、公立、市立病院（大阪市立大病院を除く）

と、都保健医療公社が運営する病院を対象に実施。００年以降

の診療休止・縮小の状況や、今月１日現在で常勤医が定員に満

たない科の数などを尋ねた。

閉院を決めた忠岡病院は、０３年に１２人いた医師が０５年

には４分の１に激減。昨年４月に皮膚科と泌尿器科、今月には

脳神経外科を休止し、病院自体も存続できなくなった。

診療科別に見ると、休止・縮小したのは、産科・産婦人科が

計１０病院で最も多い。次いで小児科６、耳鼻咽喉（いんこ

う）科が５病院だった。
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不足している常勤医数は、内科が１８病院で計４７人と最も

多く、麻酔科１５病院２９人、産科・産婦人科が１６病院２７

人、小児科が１１病院２２人と続いた。不足の理由は、▽０４

年度導入の新医師臨床研修制度をきっかけに、大学病院が系列

病院から医師を引き揚げた▽勤務がきつく、リスクを伴うこと

が多い診療科が敬遠されている－－など。

診療への影響は、「救急患者の受け入れ制限」（都立大塚病

院）など、救急医療への影響を挙げる病院が目立つ。住吉市民

病院（大阪市）のように、産科医不足による分べん数の制限を

挙げる病院も多かった。

打開策については、都立墨東病院などは「給与水準引き上

げ」と回答、府立急性期・総合医療センター（大阪市）が「女

性医師の増加に対応した出産・子育てから復職支援など女性が

働きやすい環境作り」を挙げるなど、労働環境の改善を挙げる

病院が目立つ。「医療訴訟に対する裁定機関や公的保険制度の

確保」や、「地域の病院や診療所と連携し、医師の診療応援な

ど医療交流を図る」などの意見もあった。【まとめ・五味香

織、河内敏康】

毎日新聞　2007年1月23日　3時00分

http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/

20070123k0000m040130000c.html

----------------------------------------
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医師不足が中央都市部でも深刻化している。医療崩壊のス

ピードの早さに驚く。もはや「地方の医師不足」などと言って

はいられない。この国全体が医師不足にあえいでいるのだ。病

院は病気を治すところではなく、病に陥った施設なのかも知れ

ない。

命を粗末にする国が栄えたという話はこれまで聞いたことが

ない。

コメント

アンディ

都会ですら医師が足りない。

それなのに「署名」程度で都会と医師の取り合いをして勝てる

とでも思っていたのであろうか。

ブログ開設時からの「妨害」はこの「現実」を踏まえた上での

「忠告」であったというのに。

point of no returnはどこだ？

 



金木病院救急再開物語（上）

267

2007・01・25（木）

新市議会へ

新五所川原市がスタートして初の市議会議員選挙がおこなわ

れた。新市がいよいよ本格的に始動することになる。

今後のながれは、会派および委員会の組織替えを経て３月こ

ろ市議会が開催され議案審議がおこなわれるということになる

だろう。

金木病院の救急維持のために、いわゆる病院議員４名のうち

２名は金木町出身議員で確保しなければならない。第一の当事

者であるからだ。また、その議員の選任は慎重かつ綿密でなけ

ればならない。

金木病院は救急取り下げと言う未経験・未曾有の危機に瀕し

ている。従来の手法では金木病院を救えないのは明白だ。この

難局を解決することができる有能な議員の就任を切に願わずに

はいられない。また議員とともに、医師招聘・病院の機構改革

に積極的に取り組めるこれまた有能な職員の登用も必要不可欠

だ。

新五所川原市がそのスタートにあたり、金木病院救急維持が

実現可能な強力な組織体制づくりに取り組むことを強く願う。
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コメント

アンディ

そううまくいきますかね？

>新五所川原市がそのスタートにあたり、金木病院救急維持が

実現可能な強力な組織体制づくりに取り組むことを強く願う。

とのことですが…

かつて町立だった頃は「その町で唯一 (?) の救急医療機関」

だったでしょうから、町のライフラインとしてその存続は重要

だったことでしょう。

ですが、合併したからには金木病院は「その市にある公立病院

のうちの1つ」でしかなくなるわけです。

財政に余裕があればそれぞれの旧町村民のためにそれらを全て

維持していくことも可能でしょうが、そうでなければ合理化と

して1つの病院に集約(もしくは新たなハコモノ)されるのが

オチだと思いますけれど。

地理的なことはわかりませんが、市の中央部にある病院が｢ 五

所川原市民病院｣ となり、残りの病院は全て廃止、ということ

も十分考えられます。

その市民病院の近くに新病院を新築し、土建利権が発生。

そのコースがもっとも濃厚ですね。
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行政、大学に依存せず民営化してしまうのがいいと思いますけ

どね。

一刻も早く。

管理者

金木病院は合併以前から二町二村の組合立病院であり、４万人

の医療と救急を支えてきました。合併後もその役割はかわって

いません。

中核病院構想でも、金木病院の救急は維持することが前提と

なっています。

＞民営化

公設民営の指定管理者制度は検討する価値があると考えます。

>Essen

民営化したって、医者が呼べるわけじゃないでしょ？

収益が上がるからこそ、引き受ける民がいるわけで。

それとも、管理人さんが菩薩行で引き受けますか？

管理者

金木病院は

平成１１年度　　９０，０４２，６６９円

平成１２年度　１０７，６８７，６９２円

の黒字を出しています。

運営如何によっては収益も見込まれます。
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>Essen

だから。

単純に過去黒字でした。

民間活力を導入すれば、十分それを回復できます。

的な考えで、問題解決できるなら、すべての公共事業を

民営化してるでしょ？それがなぜ、遅遅として進まないか。　

指定管理者制度の一番のメリットは、自治体の手を

離れることで、一番大きな赤字要因と言われる人件費を

見なくても良くなるからでしょ。

人件費の抑制があらかじめ考えられる民営化の手法で、

管理人さんをはじめとした「住民」が納得できる「医療」

を行えるだけの、マンパワーを確保できるとお考えですか？

あの夕張病院問題でも、救世主的に迎え入れられたＭ先生は夕

張の身の丈にあった医療ということで、病床数を減らす診療所

化を打ち出しました。傍目で見れば非常に納得できる考えです

が、当事者からは医療の後退ということで批判の声もあるそう

です。

そういう考えを視界に捉えて運動されてますか？

安易な考えでは、地域医療の問題の中で迷走するだけですよ。

管理者

病院の運営体制を見直すことももちろん大事ですし、診療科の

再検討なども必要でしょう。
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わたしは、当座必要以外のことは書かないので活動の実態が見

えにくく、ご心配やらご不満が多いようですが、市議会議員の

有志らとこのような点も議論しているところです。

過去に黒字を出していた事実は、公設民営化により金木病院が

充分成立する可能性があるということで紹介しました。もちろ

ん引き受ける医療法人の判断にゆだねられることではありま

す。
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2007・01・26（金）

弘大依存からの脱皮

弘大の医師派遣 5年間で3分の1に

2007年1月11日(木)『東奥日報』

 http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2007/

20070111092839.asp

弘前大学医学部が、県内自治体病院に派遣する常勤医の紹介

数が、最近五年間で三分の一に減っていることが、弘大のまと

めで分かった。二〇〇一年度は県内の病院に計六十八人派遣し

ていたが、〇五年度は二十三人。各病院から大学への医師の復

帰数は毎年三十人前後と、ほぼ一定なのに対し、派遣数は大幅

な減少傾向にあり、医師不足に苦悩する同大の現状が、あらた

めて数値で示された。

常勤医の派遣数と復帰数の実態は、遠藤正彦学長が十日、弘

大で行った定例会見で示した。〇一－〇五年度の五年間に、県

内二十二病院に派遣した医師と、病院から復帰した医師の人数

を、病院別にまとめている。

それによると、県内でも特に医師不足が深刻な公立金木病院

（五所川原市）には、五年間で派遣は七人にとどまり、逆にそ

れを一人上回る八人が大学に復帰している。

五年間のうち、常勤医の派遣数が大きく落ち込んだのは〇三

年度。臨床研修の義務化を翌年に控え、この時は〇二年度の七
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十七人から三十三人と半分以下に減っている。

会見で遠藤学長は「パート（非常勤医）はもっと多く紹介し

ているが、医師不足で残念ながらこれ以上供給できない状況」

と述べ、臨床研修の義務化などを背景に、全国の大学病院が人

材確保に追われる現状を示した。

--------------------------------------------------------

北東北で一世を風靡した弘前大学医学部がいま危うい。研修

医マッチング率国立大全国最下位という不名誉な記録まで背負

い往時の面影はもはや無い。医局制度を全国にさきがけて廃止

し体質改善をはかったものの効果はあがらなかった。

金木病院ほかほとんどの自治体病院が医師不足にあえいでい

る。医師招聘は焦眉の問題だ。弘大からの医師派遣がままなら

ないのなら、これまでの依存体質を全面的に改め全国から医師

を招聘するという決断をくださなければならない。そのために

も「専門チーム」の結成が不可欠である。また公設民営の指定

管理者制度の導入も検討課題である。

【参考】　「霧の中の処方せん／医師不足にあえぐ県内／第

２部」

（３）医局崩壊（下）／苦境耐える地方病院

http://www.toonippo.co.jp/l-rensai/kirinonaka/

20060915.html
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コメント

TM

管理人様

“医局制度を全国にさきがけて廃止し体質改善をはかったもの

の効果はあがらなかった。”

医局制度にどのような弊害があり，廃止によりどのような効果

が期待できるとお考えでしょうか．医局制度の負の面よりも地

域医療に対し貢献していたことの方がはるかに多かったと思い

ますが．

管理者

当時の弘大医学部関係者におたずねくだされば、なぜ医局を閉

鎖しなければならなかったかがわかるはずです。

医局制度の良さを踏襲した、それにかわる制度を実現できな

かったことは確かでしょう。

TM

医局

医局制度に関する管理人様の考えを聞かせていただけますか．

また医局にかわる制度とはどのようなものか教えてください．

管理者

医局制度が医療の平等に貢献してきたことは認識しておりま

す。

＞医局にかわる制度
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弘前大学が医局制度を廃して組織した制度を述べたものです。

このことは「霧の中の処方せん」を参照ください。

アンディ

質問

管理人様は

・医局制度にどのような弊害があったとお考えでしょうか。

・医局制度の弊害と地域への貢献のどちらが大きかったとお考

えでしょうか。

・医局廃止によりどのような効果が期待できるとお考えだった

でしょうか。

・医局廃止により実際どのようなメリットがあったとお考えで

しょうか。

・医局廃止によりどのようなデメリットがあったとお考えで

しょうか。

・「地域医療対策委員会」を設置したことによりどのようなメ

リットがあったとお考えでしょうか。

・「地域医療対策委員会」を設置したことによりどのようなデ

メリットがあったとお考えでしょうか。

・医局制度から「地域医療対策委員会」となったことはメリッ

トとデメリット、ドチラガ大きかったとお考えでしょうか。
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管理者

＞医局制度にどのような弊害があったとお考えでしょうか。

権力の固定化による制度疲労がおこった。

＞医局制度の弊害と地域への貢献のどちらが大きかったとお考

えでしょうか。

地域への貢献のほうが大きかった。

＞医局廃止によりどのような効果が期待できるとお考えだった

でしょうか。

白い巨塔から開かれた組織をめざしたと思われるが、それは、

当時の弘大関係者のみぞ知る。

＞医局廃止により実際どのようなメリットがあったとお考えで

しょうか。

医師の進路選択の自由はひろがったと思われる。

＞医局廃止によりどのようなデメリットがあったとお考えで

しょうか。

それが地域医療の充実に結びつかなかったことは残念。

＞「地域医療対策委員会」を設置したことによりどのようなメ
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リットがあったとお考えでしょうか。

結果的になにもない。

＞「地域医療対策委員会」を設置したことによりどのようなデ

メリットがあったとお考えでしょうか。

医師派遣を委員会に託すことによって透明化がおこなわれるは

ずだった。が、実際はそうはならなかった。

＞医局制度から「地域医療対策委員会」となったことはメリッ

トとデメリット、ドチラガ大きかったとお考えでしょうか。

事件による社会的批判をかわすための苦肉の策だったと考え

る。よって地域医療対策委員会には本質的な意味はない。結果

がすべてをものがたっている。

医局制度が維持されていたとしても、新研修医制度によって地

域医療は崩壊させられていただろう。

東北在住医師

全国から医師を招聘するためには、数多の病院との競争に打ち

勝つ必要があります。勤務条件・報酬等々・・・馬を贈呈など

という悪い冗談ではなく、有効な条件を打ち出し、よいモデル

ケースになるよう期待しております。

ある医師の本音

医師の世界も弱肉強食．その階級は研究の成果や文献で位置付

けられる．地域で働く事はその競争から外れてしまう事を多く

の若い医師は感じている．新臨床研修制度は全国的にはこの競
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争を激化させる方向にあったが，それを進めた当時の社会背景

は，医療不振を競争原理で解消できるという世論でもあった．

現在まだその競争の結果がまだ出てこない時期だ．競争の結果

で生み出された敗者的医師達が市場に溢れる時期を待つのが賢

明．が，市場に溢れた医師達を無作為に重用すると次に県全体

の医療レベルの低下が生じる危険性も孕んでいる．医師の競争

社会が生み出す画期的な治療法をある時は望み，その対価とし

て支払われるべき医師の偏在を拒否しているだけでは，真の原

因がわからない為に，その対策も効果をなさないかもしれな

い．本質は医師の根本的な性格に関わってくるのだが，それを

見抜く事は容易ではない．また見抜いた時に本当の失望が待っ

ている．地域に残る医師の本質・・・答えは霧の中でもないの

だが．
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2007・01・27（土）

消えた５０％

新年度の救急輪番体制　本年度と同割合に

　　　　　　　　　　　　　　　五所川原

（０７．１．２７『東奥日報』）

五所川原市第二次救急医療輪番制病院協議会は二十六日、市

働く婦人の家で二○○六年度の協議会を開催。○七年度の夜間

・休日の当番について、○六年度と同様、市立西北中央病院と

民間の白生会胃腸病院が三週対一週の割合で受け持つことを決

めた。

協議会の相澤中（ただし）西北中央病院長は席上、公立金木

病院が今月から救急車受入れを休止している影響で、一日平均

一台程度、同病院への救急搬送が増えていることを説明。話し

合いの中では「医師などが高齢化しており、人数の確保も大

変」など、両病院が苦しい実情を訴える場面もあったが、関係

者が協力して輪番維持に努めることで一致した。出席者から

は、症状が軽い患者が安易に救急車を利用しないような対策の

必要性を訴える意見も出た。

---------------------------------------------------

要するに、現体制でしのぐということだ。医療現場の悲鳴に

対処する方策のないまま医師がなしくずしに加重労働を強いら

れれば、この地域の救急体制も連鎖的に崩壊する危険がある。
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現在でも、五所川原市は救急体制が完備されているとはとて

もいえない実例がある。

市内のある人が脳卒中で救急搬送された。待合室の椅子に長

時間寝かされ、ドクターが来たのは朝の８時３０分。多分平常

出勤ということだろう。診察の結果、この病院では扱えないと

いうことになり、自家用車で弘前の病院に行くよう指示された

という。なぜ自家用車なのか・・・。救急患者ご本人のみなら

ず家族の人たちの不安はいかばかりだったかと背筋が寒くなる

ことだ。

救急問題でよくとりざたされるのが、「救急車濫用」問題

だ。この協議会でも案の定その意見が出されている。医師でも

ない救急患者のいったいだれが自分の病状を分析・判断する能

力があるというのだろう。これは無理難題というものだ。問題

はあくまでも救急体制の充実にある。

金木病院の救急が停止した結果、そのしわ寄せが西北中央病

院ほかに及んでいる。金木病院の救急受け入れ実績は年間約７

００件。つまり一日平均２名ということだが、このたびの協議

会での発表では一日一名しか増えていないという。これは謎

だ。５０％はどこへ消えたのだろう。

救急医療体制に絶望し苦痛にじっと耐えている人々の苦悶の

表情が見えてくるような気がする。
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コメント

アンディ

http://www.geocities.co.jp/hikoneosan/minnano.htm

>　しかし開設後数日間に書き込まれたメッセージの中には、

わたしたちの署名運動の趣旨を理解していただけていないと思

われるものが多くありました。このまま掲示し続ければ、わた

したちの署名運動が、医師攻撃だ、自分たちの地域だけ産婦人

科医が確保できれば良いと思っている、というような誤解が一

人歩きしてしまう危惧を抱かせるような書き込みが相次ぎまし

た。

>　そこで、1月18日、「みんなのメッセージ」の当初の設置

趣旨を明確に示した上で、趣旨に合致しないメッセージは表示

しないよう、いったんゲストブックの設定を変更しました。そ

の上で、「みんなのメッセージ」の位置づけについて改めて会

で話し合うことにしました。設定を変更した直後から、わたし

たちの活動をインターネットを通じて注視している方々（主に

医師）から多くのご意見が届けられました（こちら）。それら

のご意見もふまえて話し合った結果、1月25日、上記のよう

な趣旨で再スタートすることにしました。

>　1月18日の設定変更は、結果としてわたしたちの活動が医

師との連帯を拒んでいると受け止められましたが、それは全く

会の本意ではございません。会としても改めてスタンスを明確

にすべく、活動趣旨を文章にしてホームページに掲載しまし
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た。「みんなのメッセージ」の位置づけについて結論が出るま

での間（18～25日）、ゲストブックに書き込まれたメッセー

ジを中途半端に表示するのは良くないと考え、書き込み内容に

かかわらず、最初の1件をのぞいて全て表示を保留して来まし

た。その間、混乱を招きましたことについて、お詫び申し上げ

ます。

あちらは1週間で再度完全オープン。

さて、こうなるとこちらのブログもコメントは公開した方が賢

明だと思われますが？

ドロッポ内科医

コメントさせて頂きます。

＞救急問題でよくとりざたされるのが、「救急

＞車濫用」問題だ。この協議会でも案の定その

＞意見が出されている。医師でもない救急患者

＞のいったいだれが自分の病状を分析・判断す

＞る能力があるというのだろう。これは無理難

＞題というものだ。

とのことですが、もちろん重病に限ればそうかもしれません。

ですが、こういう議論の対象となるのは、例えば「3日前から

熱が出ていたが仕事が忙しくて病院へ行けなかった。夜は交通

手段がないので救急車を呼んだ」とか「ちょっと風邪気味でタ

クシー代がもったいないから救急車呼んだ」とか「お酒飲み過

ぎて入院させて欲しいから救急車呼んだ」とか、そういったレ
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ベルの話だと思います。

私も夜間救急業務に従事しておりますが、夜間に救急車で来る

人のほとんどがこういったたぐいの患者さんであることは事実

です。

こういった方々が日本の救急医療を崩壊させていっているのが

現状です。
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2007・01・28（日）

彦根で署名活動（２）

産婦人科医師の確保求め署名活動

彦根・県立大生ら 母親グループに賛同

『京都新聞』

 http://www.kyoto-np.co.jp/article.

php?mid=P2007012600109≥nre=G1&area=S20

彦根市立病院の産婦人科が医師不足で３月下旬から診療制限

をする問題で、県立大（彦根市）で子育てや看護を研究する教

授や学生が２６日、医師確保を求める母親グループ「彦根市立

病院での安心なお産を願う会」の活動に賛同し、大学構内で署

名を呼びかけた。

この日は昼前、大学食堂で、胎児の発達行動を研究する県立

大人間文化学部の竹下秀子教授や人間看護学部の助手、学生ら

１０人が、願う会の高居涼佳代表ら１０人とともに、獅山向洋

市長や嘉田由紀子知事に医師の確保と病院の機能存続を求める

ことに署名を求めた。１時間足らずで４００人以上の学生が応

じた。

竹下教授らによると、人間看護学部３－４年生の看護実習の

受け入れ先は全員が彦根市立病院だったが、今春からの産婦人

科診療制限で他の病院に移ることになる。「現状でも実習先が

不足しているのに、このままでは看護教育の面にも影響を及ぼ

しかねない」と話している。

------------------------------------------------------
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署名活動の成功と産科医招聘が実現することを願う。全国が

医師不足に瀕している。ほとんどが無言で容認し妥協してい

る。これでは地域医療は改善しない。わたしどももそうだが、

彦根の「願う会」のように地域住民が意思を表明しなければ、

この国はやりたい放題だ。全国から医療をまもる声があがるこ

とを期待する。世論には国を動かす力がある。

コメント

アンディ

世論？

>世論には国を動かす力がある。

しかし、今の世論には人の心を動かす力はない。

管理者

これは見解の相違というものですね。

わたしたちは民意が反映される国であることを願います。決し

て諦めません。

東北在住医師

どこに提出するのか分かりませんが、「医師確保を求める」署

名だけでは、とても有効とは思えません。せいぜいが、勘違い

した政治家が医師保強制配置などという馬鹿なことを言い出す

くらいはするかもしれませんが。

医師を招くために、行政・政府にどうして欲しいかを住民から

提案していくとか、まとまって投票行動で示すなど具体案を元

に圧力をかけなくてはいけないのではないでしょうか。



金木病院救急再開物語（上）

286

もはや回りくどい方法を取っている時期ではないのですが・・

・

あん

＞わたしたちは民意が反映される国であることを願います。

民意は反映されるかもしれません。

しかし、このやり方は医師の心には響きません。

地方の一医師

世論

＞世論には国を動かす力がある。

これはあります。医師側からの意見ではこの国は

全く動こうとしません。患者さん側からの声が

あがる事が国を動かすことに繋がると考えている

医師は非常に多くいます。頑張ってください。

先日福島県における産婦人科医師不当逮捕事件の

初公判がありました。管理人様の『維持する会』

でも救急維持の署名運動の際に不当逮捕に対する

抗議する旨の署名も集められてはいかがでしょうか。

このような活動をすることで署名をした地域住民が

自分達の権利を主張するだけではなく、今いる医師、

今後来てくれるかもしれない医師を自分達の手で

守っていく意思があることを示すことが出来ると

思います。



金木病院救急再開物語（上）

287

また、そのようなニュースが流れれば全国の医師の金木病院へ

の見る目も変わってくると思います。是非、

金木病院から本当の意味での医療を守る声を上げて

下さい。長文失礼いたしました。

アンディ

>わたしたちは民意が反映される国であることを願います。

｢ 国に働きかけ｣ て、国営のドクターバンクでもつくってもら

いますか？

それとも、医師に僻地勤務を強制するように法改正しますか？

仮に、そうなったとしてうまくいくとも思えませんね。

役所が動いても、医師の心が動かなければ無駄なんですよ。
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2007・01・30（火）

厚労省・奨学金設定条件を緩和

厚労省・奨学金設定条件を緩和

『東奥日報』（１/２９）

http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2007/

20070129092129.asp

医学部増員の奨学金条件を緩和

深刻な医師不足を背景に国は昨年、本県など十県の医学部定

員増を認め、その条件として各自治体に学部定員の五割以上の

学生に対する奨学金の設定を求めたが、各県から「負担が重す

ぎる」と反発が出されていたことについて、厚労省は二十八日

までの本紙の取材に対して「各県の要望は相当程度取り入れ

る。柔軟に対応したい」として、本県などが求めている奨学金

設定条件緩和に実質的に応じる方針を示した。近く文書で各県

に通知する。

厚労省医政局総務課は「基本的な枠組みを踏まえて、できる

だけ柔軟に対応したい。各県の要望は相当程度取り入れる。基

本的な制度は変えないが、運用面でやれることがある」とし、

「結果的に奨学金設定が（学部定員の）五割でなくても済む可

能性がある」と、医学部増員条件に幅を持たせる姿勢を見せ

た。

昨年八月に示された国の「新医師確保総合対策」で、国は二
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〇〇八年度から最長十年間、医師不足が深刻な本県など十県の

大学医学部定員を最大十人まで増加することを認めた。その条

件として、増員後の入学定員の五割以上が奨学金を受けられる

よう設定し、卒業後、医師が地元に残る配置計画を作るように

求めていた。

この条件を適用すると、弘前大学医学部の場合、定員増加後

は百十人になるため、五十五人以上、六学年で三百三十人以上

に対して奨学金を設けることになる。

現在でも、本県では一学年二十五人に対して、奨学金制度を

設けているが、さらに三十人に奨学金を設定するとすれば、数

十億円の負担増になる－と県医療薬務課は試算。同課は「地方

の財政負担が大きすぎる。他の施策ができなくなってしまう」

と反発し、昨年十一月、岩手、秋田、山形など全国十県の知事

の連名で、厚労省に条件緩和を求めていた。

---------------------------------------------

【既報】

当ブログ「新医師確保総合対策」

http://blog.goo.ne.jp/kinbyou/e/

5d9e915e5d238dc36cbd92b825fd4470

これもまた、半歩前進と評価したい。

安倍晋三は口を開けば故郷の大切さを強調している。それは
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地域を尊重することではないのか？地域を大切にすることは地

域で人間が生きられること、つまり・・地域医療を充実させる

ことだ。それとこれは別物というのでは、虚言としか言いよう

がない。

「そもそも、人間はひとりで生きているわけではないし、ひ

とりでは生きられない。その人の両親、生まれた土地、その人

が育まれた地域のコミュニティ、そして、それらをとりまいて

いる文化や伝統や歴史から、個人を独立させて、切り離すこと

などできないのだ。・・・そこにはわたしたちの慣れ親しんだ

自然があり、祖先があり、家族がいて、地域のコミュニティが

ある。」（安倍晋三『美しい国へ』文春新書p96）

厚労省は、総理大臣の信念を重く受け止め、医師確保にむけ

てさらに積極的な施策を期待したい。

コメント

田舎の医師

状況は分かりませんが

　管理人様は、医師を金木病院へ来て欲しいと

思ってらっしゃるようですが、周囲の人口は増加する予定があ

るのでしょうか？　無いのであれば、必然的に病院と医師は

減っていくのではナイデショウか？

　如何ですか？　都会はやはり、人口があり、学校があり、買

い物もしやすく生活に便利であると思います。やはり、人が出

て行く場所は、医者も出て行くのでは…
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管理者

人口増加の可能性と、現在４万人の救急体制を維持しようとす

るのは別問題でしょう。

また、地域の医療体制が確保されていれば逆に人口増加も見込

まれるのではないですか？

たぶん・・・あなたはドクターではありませんね、行政の関係

者かなにかですか？

田舎の医師

失礼しました

　私の発言が不快だったのでしょうか？申し訳ございません。

地域自体に魅力がなければ、医者も行く気が

起きないと思いますが、如何でしょうか？

　また、管理人様の求めている救急医療はどの程度のものなの

でしょうか？ご教授していただけるとありがたいです。

アンディ

>地域の医療体制が確保されていれば逆に人口増加も見込まれ

るのではないですか？

人がいるからコンビニもできるのであって、コンビニがあるか

ら人が増えるというわけではありません。

アンディ

都会に住んでいれば何も失わずに生活ができる。

そこから医師を招聘するということになれば相応の処遇と礼節

が求められると思うのですが…
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管理人様は何度指摘されれば医師【確保】という言い方を改め

られるのでしょうか。

【確保】するのは犯人でしょう？

日本語って大切ですよね？

アンディ

質問

こちらのブログ、表に出るコメントは日に数件のようですが、

実際に寄せられているコメントは日に何件ぐらいあるのでしょ

うか?

管理者

医師にとっての魅力とはなんでしょうか？夜ネオンがないこと

を平気でいうドクターもいます。

金木町は太宰治のふるさとであり、津軽三味線発祥の地。冬場

のイベント「地吹雪ツアー」はハワイからも観光客を呼ぶほど

です。

しかし、救急体制の不備は観光の面でも大きなデメリットで

す。

＞金木の救急医療体制

あくまでも私見ですが、スリムな救急体制（救急救命センター

のようなもの）が望ましいと考えています。内科、外科、産婦

人科、小児科については民間の診療所が五所川原市にありま

す。税金を投入して維持すべきものは「救急」にあると考えて
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いますから。

管理者

人が集まり町ができたのは昔のはなし。いまは町をつくりそこ

に人を呼び込む時代です。

このスレッドでの医師「確保」は厚労省が取り組むべき施策と

して一般的に用いられている用語です。金木病院が医師を求め

ているという文脈では「招聘」を使っています。誤解のないよ

う。

田舎の医師

救命救急センター

となると、いわゆる三次救急病院の事なのでしょうか？　とな

ると、三次救急の受診のみ可能になるような形となるのが、良

いと言うことでしょうか？

管理者

言葉足らずでした。

三次救急病院ということでなく、救急体制を主体としたスリム

な病院ということです。あくまで私見であることをお断りして

おきます。

田舎の医師

なるほど

了解しました。二次救急程度を受けるような

病院と言うことですね。変な話ですが、現在は

三次救急は、どの病院が担当してらっしゃるのでしょうか？開

業医の方は、一次救急を担当する方いらっしゃるのでしょうか

？　一次も、二次も三次も受けるとなると内科医数名では、厳

しいと思いました。
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管理者

第三次救急は、弘前と青森です。

現在計画中の中核病院構想では、五所川原市に救急救命セン

ターを設けることになっています。

TM

管理人様

「救急体制を主体としたスリムな病院」とのことですが

二次救急で扱うのは内科系の疾患だけではないと思います．外

傷や脳外科の疾患なども含まれ，小児科なども対象になるで

しょう．内科の医師だけでは対応不可能で更に複数の医師が必

要です．更には放射線や検査の技師も交代で勤務できる態勢に

しなければなりません．救急をやるには多くの人員を要すると

思います．

管理者

ご助言、ありがとうございます。

地域の開業医さんとのネットワーク、それと必要最小限の（そ

れも過剰労働にならないことは無論です）病院の体制など。金

木病院が取り組むべき問題は山積しています。

この難問を解決する方策は必ずやあると信じています。さまざ

まな手法を通じて頑張りたいと思います。

立木　志摩夫

隗より始めよ

隗より始めよという有名な故事がありますね。
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同じだと思うです。まず人を呼びたければ、手元にいる人材を

厚遇すること。

それにはまず今残っているドクターの話をよく聞かなければい

けない。

辞めた医師は何が嫌で辞めたのだろう。残っていただいている

方々が今一番改善してほしいとこは何？ここで働き続けている

魅力は何？

そしてはじめて、どうゆう風に対処するのが厚遇することなの

かがわかる。多くの場合金銭は決定的なファクターにはなりま

せん。

●　ハードなスケジュール

●　権利意識の強すぎる患者、そのトラブル

●　働かない、気持ちよく一緒に働けない看護師やコメディカ

ル

●　すぐ横槍を入れてくる、地方の「有力者」

などが医者のやる気をへし折ることが多いと思う。

そういったものを一つ一つ取り除いて、今残っている医者がな

るべき気持ちよく無理の無い範囲で働けるような環境を作るこ

と。それが一番大事です。

そうすれば医者は逃げない。また医者がいい顔で働いていれ

ば、ここに就職しようという人はいつか出現する。

ある程度数が増えたら夜間診療をしている時間を少しずつ増や

していけば、最終的には24時間安心してかかれる医療機関が

できるわけですよ。
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今の管理人さんたちのやり方は、「医療は絶対に必要だ！うち

は医者が足りない！！医者来てくれ。呼ぶ施策をしろ！！」と

叫んでいるだけのように見えて、ここなら自分に無理をさせな

い、自分のやりたいことが気持ちよくできそうだなと雰囲気が

微塵も感じられないです。

これじゃなかなか難しいんじゃないかなぁ

まずは今残っている医師と何度も深く話すことですかね

管理者

＞立木　志摩夫さま

地域と医師との意思疎通を大切にするということとと理解しま

した。ありがとうございました。
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2007・01・31（水）

どかまけの日

金木町の商店会は年に一度激安バーゲンを開催する。名づけ

て「どかまけの日」。

豪雪に埋もれ沈黙していた町が、立春を迎えて一気に元気を

取り戻す。この地域では有名なイベントだ。その対象は４万

人。奇しくも金木病院の救急が担ってきた地域の人口と重な

る。

ことしの冬は記録的な暖冬小雪で過ごしやすいが、春を待つ

心は変わらない。大勢の買い物客が金木を訪れるのを機に「ど

かまけの日」主催者は金木病院の救急体制を願う「ホワイトリ

ボン運動」をＰＲする。



金木病院救急再開物語（上）

298

町は商業と文化の場である。そこには人間が生きている。

「どかまけの日」が商いのわくを超えて来町者に救急維持を訴

える。賛同の輪が大きくひろがることを願わずにいられない。

どうぞ金木に来てけへ。そして店頭に結び付けられた願いの

ホワイトリボンを見てけへ。
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2007・02・01（木）

彦根で署名活動（３）

医師確保めどなし　彦根市立病院産婦人科

『京都新聞』

http://www.kyoto-np.co.jp/article.

php?mid=P2007013000202≥nre=C4&area=S20

滋賀県の彦根市立病院の産婦人科医師が不足し、３月から診

療を制限することについて、獅山向洋市長は３０日の定例記者

会見で、医師確保のめどがたっていないことを明らかにした。

市は医師確保のため、待遇改善策を検討している。

獅山市長によると、県外も含めてさまざまな関係機関に自ら

出向き、医師の派遣を要請している、という。「完全に断られ

て話が途切れたわけではないが、出向いた先では大半が２００

７年度の人員配置計画を終えており、現時点ではよい返事がも

らえていないのが実情」と説明した。

医師を確保し定着させる対策として、松田一義助役は「医師

の金銭的な待遇を改善する予算措置を、０７年度予算案に盛り

込むよう検討している」と述べた。

--------------------------------------------------

残念なニュースだが、彦根のみなさんには挫けずがんばって

もらいたい。住民の意志を表明しつづけることは大切なことだ
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と思う。

ところで、彦根市長の積極的行動がうらやましかった。わた

しどもの五所川原市長は、自らの足で医師探しをしているとい

う話はとんと聞いたことがない。「医師招聘専門チーム」を組

織したとも聞かない。なさけないことだ。まるで市民不在の市

政だ。

コメント

逃げ遅れそうな医者

無理でしょうね

福島事件で検察を非難する声明を出すことが

産科医確保の必要条件（十分条件ではない）

だとメールを送ってやったんですけどね。

どうやら医師の方を向いているのではなく、

行政の方を向いているらしい。

市が医師確保に本腰を入れれば解決するとでも思っているんで

しょうね。

現状認識が甘いです。

管理人さんも、恐らくご存じであろう上記URLのブログやそ

のリンクでも見て（医師側のバイアス有り）対応考えた方が良

いと思いますよ。

これまでのように我関せずか、検察側に付くか、医師側に付く

か。
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かえって状況が悪くなる可能性もありますが、こんな風に状況

を変えられるかもしれないチャンスは滅多にありませんよ。

この投稿は、管理人さんに対するものですから、表示しなくて

も構いません。
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2007・02・02（金）

医師も病んでいる

勤務医２６％医事紛争経験　日本病院会調査

訴訟で「萎縮医療に」７割

『東奥日報』（０７．１．３０）http://www.toonippo.

co.jp/

日本病院会（http://www.hospital.or.jp/）が会員病院を

対象としたアンケートで、勤務医の２６％が医療訴訟を起こさ

れたか、起こされそうになった医事紛争を経験していることが

分かった。

内訳は「訴訟を起こされたことがある」が６％、「紛争に

なったが、訴訟を起こされずに終わった」が２０％だった。

「ない」は７１％だった。

訴訟による診療への影響としては、７０％が「防御的、萎縮

医療になりがち」と回答。「安全意識が高まる」は１４％にと

どまった。

アンケートは昨年七月、二千五百三十五病院を対象に実施、

勤務医五千六百三十五人が答えた。

また、医療過誤と勤務状態の関連について複数回答で尋ねた

ところ、半数を超えたのは「過剰な業務のため、慢性的に疲労

している」（７１％）、「患者が多く、一人当たりの診療時間

などが不足がち」（６３％）、「医療技術の高度化などで医師

の負担が急増している」（５８％）だった。

-----------------------------------------------



金木病院救急再開物語（上）

303

大野病院裁判が注目されている。医療行為に過失を問える刑

事責任があったのかどうかが裁判の争点だ。

医師の疲労度は極限状態にある。「過剰な業務のため、慢性

的に疲労している」という現場の叫びをこの国は真摯に受け止

めなければならない。金木病院問題で私達が取り組むべき大き

なテーマでもある。

彦根産科医問題では医師と「住民」がガチンコ対決をはじめ

てしまい、掲示板がオーバーフローして閉鎖されたままだ。真

の相手を見失ってはいけない。なんども言う。住民、医師、自

治体の三者が一体とならなければこの難局は乗り越えられな

い。

コメント

アンディ

>住民、医師、自治体の三者が一体とならなければこの難局は

乗り越えられない。

だから、今までも何度コメントをはねつけられようとも医師か

ら数々のコメントが寄せられているでしょう？

管理人様はそれを攻撃と受け取られているのでしょうが、攻撃

と受け取る事と攻撃することは違います。

｢ 金木病院をよくするための医師からの苦言｣ と真っ向から受

け取れないようではこの難局は乗り越えられないと思います

よ。
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痛いところを突かれたからといって、そこから逃げているだけ

では事態は打開できません。

管理者

無知と切捨てて住民の要望を頭から否定しない配慮もまた必要

でしょう。そうすれば理解も得られると思いますし問題解決の

道も探れると思うのです。いまのネット上の現状は住民との軋

轢を強めるだけの結果となっています。これではいけません。

なんども言いますが、三者一体となった取り組みが必要と考え

ています。

地方の一医師

こんにちは、以前に福島県における産婦人科医師不当

逮捕に関する署名を提案したものです。

ご検討して頂けましたでしょうか？

本日のエントリーでこの件について多少

触れられておりますが、この件に関する管理人様の

お考え等をもう少し詳しく教えて頂ければと

思います。

また医師招聘に関してですが、現在勤務しておられる

先生方やお知り合いの先生方にどのような病院で

仕事をしたいか等のアンケートをとってみる、

というのはいかがでしょうか？今後の医師招聘を

考える上で貴重な資料になると思うのですが。

ちなみに私は『労働基準法を遵守している』病院で
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勤務したいと考えております。

管理者

現在の過酷な勤務体制によって疲弊し、ややもすれば集中力を

失いかけることの緊張に日夜苛まれている医師。この状況での

医療過誤に一般的刑事事件の業務上過失罪を適用するのはいか

がなものかと考えます。勿論、職務に不誠実な医師は論外です

が。

また、医療は命をまもる「聖域」としての要素は否定できない

と思います。そういう意味でも「市場原理システム」を医療現

場に持ち込むのは反対です。

＞どのような病院で仕事をしたいか

そうですね。このブログをご覧になっているドクターからもご

意見をいただきたいものです。

南の町の医師

私の提案

医師の過酷な勤務体制に目を向けていただいて大変ありがたく

思いました。

私も現在勤務されている医師や看護士さんに意見を聞いてみる

のが一番いいやりかただと思います。市議会議員にアンケート

をとられたりホワイトリボンの運動を推進されるほど行動力を

お持ちの管理者さまです。実行可能だと思いますよ。

私も人口５－１０万人の公立病院に何箇所か数年ずつ勤務した

経験があります。地元の皆さんから良くしていただいて生涯の

思い出になってます。給料も地元の事務職の方と同じくらいで
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忙しかったけれど、少なくとも疲れると気遣っていただきまし

た。今でも評判が良く、後任の医師も皆喜んで赴任していま

す。少なくても給料の問題ではありません。

都会だって医者の希望が１００％適う病院なんてありません。

どんな職業もそうでしょう。もし管理者様が医師にインタ

ビューされても要望をすべて聞き入れる必要はありません。出

来ないことは出来ないとピシッとされれば良いのです。同時に

医療サイドも出来ないこともあるのです。そうすると問題点や

解決の糸口も見えるのではないでしょうか？

私だったら条件はやはり最低限の労働基準法の遵守でしょう

ね。少なくともお金じゃありません。

アンディ

>いまのネット上の現状は住民との軋轢を強めるだけの結果と

なっています。これではいけません。

そうですか？

互いに意見を戦わせ、軋轢の中からこそ相互理解が生まれるも

のと考えておりますが。

理解を深め合うためにもそれぞれがどのように感じ、考えてい

るのかをオープンに語り合う場が必要ですね。

>無知と切捨てて住民の要望を頭から否定しない配慮もまた必

要でしょう。

頭から否定するのではなく、現実的な提案がなされているはず

ですよね？

むしろ医師からの苦言を｢ 攻撃｣ と表現し、意見を封殺する事

こそが罪だと思いますけれど。
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>そうすれば理解も得られると思いますし問題解決の道も探れ

ると思うのです。

そのためにも開かれた対話の場が求められると思いませんか？

しかしこれまでの対応を見る限り、管理人様は必要ないと考え

てらっしゃるようですね。

>三者一体となった取り組みが必要と考えています。

ですからそのためにもコメントは開示されるべきだと思う、と

再三申し上げているわけですが。

アンディ

>また、医療は命をまもる「聖域」としての要素は否定できな

いと思います。そういう意味でも「市場原理システム」を医療

現場に持ち込むのは反対です。

御託は結構。

これまでの管理人様の発言から

『「市場原理システム」を医療現場に持ち込むのは反対』

とは

『金は出さない。命は尊いんだから医師は薄給でもとことん住

民に奉仕しろ』

と言う意味だと言うことはわかっているのですから。

命が何物にも代えがたいというのに、その命の対価として何も

失う覚悟がないとはね。

管理者

＞最低限の労働基準法の遵守
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よくわかります。この国はホワイトカラーエグゼンプションな

どとわけのわからない言葉を用いて年収９００万円を基準に無

制限労働を強いる国ですから。ある意味医師は「仁術」という

怪しい精神論の犠牲になっていることは確かだと思います。

ドクターや看護師からアンケートをとってみたいと思います。

例えば青森県で、どういう方法が一番効率的でしょうか。まさ

か知り合いに個人的にアンケート協力をお願いするというわけ

にもまいりません。

＞アンディさん

いつも、コメントありがとうございます。

・「オープンに語り合う場」はわたしも必要だと思います。し

かし、逼迫している住民運動のサイトが適切な場とは思えませ

ん。どこかにアンディさんが開設してください。わたしも参加

しますから。

・『金は出さない。命は尊いんだから医師は薄給でもとことん

住民に奉仕しろ』ということは言っておりません。このような

曲解と決めつけがかえって医師の立場を悪くしているような気

がします。医師の置かれている状況から理解できないわけでも

ありませんが。

--------------------------

医師不足・地域医療の崩壊・・・住民が病み、医師が病み、病

院が病み、自治体が病んでいます。病院は病める人を救うとこ
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ろだったのが、いまやこの国では病院自体が「病める」ところ

であり、医師が「やめる」ところとなってしまいました。

しかし、わたしたちは地域の命をまもる金木病院救急体制回復

の運動を「やめる」ことはありません。頑張ります。どうぞよ

ろしくお願いいたします。

アンディ

>『金は出さない。命は尊いんだから医師は薄給でもとことん

住民に奉仕しろ』ということは言っておりません。このような

曲解と決めつけがかえって医師の立場を悪くしているような気

がします。

http://blog.goo.ne.jp/kinbyou/cmt/

e899ae60d4aaee686ee4557eb4f42222

より

医師の年収を下げ僻地に回せ (どきゅんちゃん)

医者は卒後5年で年収1000万に達するそうです。

こんなに恵まれた仕事は他にありません。

30歳で年収1000万を皆もらえる仕事があれば教えてくださ

い。

提案としては、都会の医者の年収は500万以下にし、僻地の

医者の年収は1000万以上にするように法律で定めるべきで

す。医療は国の保護産業なのだから給料も国が決めるべきで

す。
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Unknown (管理者)

＞医療は国の保護産業

同感です。医療を損得勘定のレベルに貶めてはならないと思い

ます。

ご提案の都会と地域の医師給与については、にわかに同意はで

きませんが、少なくとも全国どこで暮らしていても「命」が保

障されるのでなくては憲法に違反します！ゼニカネのために医

療切り捨ての被害を被っているひとたちが大勢います。ふるさ

とを捨てなければならないひとたちが大勢います！

この国が医師の待遇問題も含めて「医療体制」を真剣に対応す

ることがいま求められていると思います。

 

どきゅんちゃん さんのコメントを受けてのこの返答を読んで

の素直な解釈ですが何か。

管理者

曲解でしょう？

わたしのコメントをよく読んでください。医療がゼニカネで左

右されてはならないこと。この国が医師の待遇問題も含めて

「医療体制」を真剣に対応すること。

医療に市場原理を導入することは「医療の平等」という理想に

反します。また医師の待遇は給与だけではありません。勤務に

おける待遇（勤務条件）も含んでいます。わたしはどきゅん
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ちゃんさんのコメントに対して「にわかに同意はできません」

とことわっております。一部分を取り上げて批判するのはあま

りいいことではありません。

＞どきゅんちゃん さんのコメントを受けてのこの返答を読ん

での素直な解釈ですが何か。

こういう「２ちゃんねる」もどきの表現はいかがなものでしょ

うか？本当にあなたは人命を預かる医師なのでしょうか。

地方の一医師

おはようございます。管理人様、御返事有難うございます。

南の町の医師さんも述べられてますが、本当にお金

じゃないんです。人間らしい生活が出来て、安心して

働くことが出来る病院作りが出来れば、医師の招聘は必ず成功

すると思います。

お金に関してはあまりに安すぎるのは問題ですが、

法外な金額は必要ないと思います。それよりもやはり

環境作りのほうが大切だと思います。

アンケートの結果が出ましたらいずれＢｌｏｇに

エントリーして頂ければ幸いです。

楽しみにしております。

管理者

アンケートに興味があります。
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ただ、どこに依頼したらいいか窓口が分かりません。

アドバイスいただけたらと思います。
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2007・02・03（土）

消え逝く病院

大畑診療所常勤医ゼロ

県派遣医師３月末異動へ　後任の可能性低く

『東奥日報』（07.2.2）http://www.toonippo.co.jp/

一部事務組合下北医療センターの大畑診療所（むつ市大畑

町）で、唯一の常勤医である県派遣医師が三月末で異動になる

見通しであることが一日、分かった。県が後任を派遣する可能

性は低いとみられ、四月以降は、むつ総合病院などの医師が交

代で診療に当たることになりそうだ。同センターや県などは来

週にも、今後の診療体制や県の支援策などを話し合う。

大畑診療所は、旧大畑病院時代の二○○三年七月、二人いた

常勤医が病院を去ったため、同八月から県が特例で常勤医を派
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遣してきた。

○四年に医師が複数となったが、診療所に転換した○五年か

ら再び常勤医一人体制となった。入院患者を受け入れられない

ため、十九床の病床は実際は機能していない。月曜以外は、む

つ総合病院からの診療応援を受けながら内科、外科診療を受け

付けている。外来のほか、訪問診療も行っている。

県医療薬務課は、これまでの医師派遣を「緊急避難的な特

例」と強調した上で、今後は地元の意向を確認しながら支援策

を検討する考えだ。

大畑地区からは「訪問診療は継続されるのか」「日替わりの

医師派遣で患者との信頼関係はどうなるのか」などの不安の声

も上がっている。

同センターは大畑診療所への指定管理者制度導入も視野に入

れており、今後の運営形態などを幅広い視点から探る検討委員

会を近く設置する。委員は、地元の住民や関係団体など約十

人。

---------------------------------------------

旧大畑町はむつ市から約20ｋのところにあり、市町村合併

でむつ市大畑町となった。ここに合併以前の第3次大畑町振興

計画　基本計画がある。「医療の充実」の「現状と課題」で

は、

　昭和46年4月に一部事務組合下北医療センター（1市3

町4村）が設立され、下北圏域における医療水準は、基幹病院

であるむつ総合病院を中心に大きく向上しました。当町におけ
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る医療体制は、大畑病院が開設以来、保健医療の中核拠点とし

て地域住民の医療確保と、その水準の向上に努めており、病院

改築事業に伴い、高度医療機器の導入により、近年の高齢化、

疾病構造の多様化、住民の健康管理に対する高まりから医療に

対する要請は一段と強くなる中、高度で専門的診療にも対応で

きる体制の確立を図らなければなりません。

http://www.net.pref.aomori.jp/seisakunet/link/

database/1291/chap/3.html

とあり、当時地域医療の充実をめざしていたことを考える

と、大畑病院→大畑診療所→常勤医ゼロという現在のジリ貧は

とても地域住民の納得のゆくものではないと思われる。建物も

（写真参照）立派だし、この病院が旧大畑町当時めざした機能

が実現すれば、住民の不安は解消し中核病院「むつ総合病院」

がかかえる諸問題---医師の過酷な勤務状況や患者に強いられ

ている不便さ---も同時に解決されるはずだった。大畑に中核

病院構想のあやうさが端的に顕れていると言っても過言ではあ

るまい。

「医師不足」という札一枚で切り捨てられる住民はたまった

ものではない。

コメント

大学医師

「建物も（写真参照）立派だし」
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そう、立派な建物ですよね。

きっとこれで潤った人たちがいるのでしょう。

もし、その分を・・・・・

田舎の医師

お疲れさまです。

　本日私が、田舎から家に帰る時、金木病院のことを

テレビで報道してましたよ。管理人様の努力が多少なりとも報

われたと思いました。テレビに市長様が出てましたが、ノーコ

メントでしたね、ちょっとがっくりしまたよ。ホントに問題と

しているなら、常に質問に答えうる回答を、持つもんだと思い

ました。

　私は内科医では、ありませが、常勤医ではない人に

夜間救急をアルバイトで復活という考えは如何でしょうか、前

回管理人様の意見ととして救急の復活を訴えておりましたの

で、救急に特化した病院というのもありかなと思います。とり

あえず、頑張って溶かしかいえません。4月から私は大学勤務

です。

管理者

そうなんです。住民の強い希望やメディアの協力にもかかわら

ず、市当局が動かないのです。ここには民主主義というものが

存在していません。

先日フジＴＶが取材に訪れました。ひょっとしたらご覧になっ

た報道はこちらでしょうか？青森はフジが受信できないもので

すから。このときも、金木病院は取材を拒否しています。信じ

られますか？
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2007・02・04（日）

RAB「医師確保の取り組み」

２月３日１７：３０地元ＴＶ局ＲＡＢが「シリーズ”輝く未

来を築くために”『医師不足の取り組み』」という番組を放送

した。企画は青森県。

女性アナウンサーが進行役で、聞き手は金八先生のおまわり

さん役の鈴木正幸さん。ボケ味で有名な俳優さんだが、この深

刻なテーマに「笑い」を持ち込むのは違和感がある。

下北地域の医療は中核病院構想によって崩壊寸前である。大

畑病院（既報）は消えつつあり、むつ総合病院は医師不足と患

者の集中によって限界に達している。地域住民は医療切捨てに

よって悲惨な状況に置かれている。一方、丸山大間病院院長は

「マンパワーを集約し中核病院構想を推進」すべきだと主張す

る。佐井地区では病院への移動手段もいまだ確立されていない

状態。地域の病院を奪われた住民の不安をよそに中核病院構想

にひた走る下北の医療。聞き手が「下北頑張ってる。頭が下が

る」と言ったとき女子アナが笑ったが不謹慎極まりないことだ

！

外が浜中央病院秋山院長の取り組みや深浦町国保関診療所

「赤ひげ先生」柳ドクターの活動も紹介されていたが、角度が

逆だ。かれらは県のお粗末な医療施策のなかで地域医療を死守

しているのが現実だ。まるで県が推進しているような誤解をま

ねきかねない取り上げ方はいかがなものか・・・。
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鈴木正幸さんの「お互いがお互いの立場に立って考えること

が大事」という発言にはのけぞった。これじゃ自分の立場を貫

くという意味ではないか。「お互いが相手の立場に立って考え

ることが大事」なのだ。日本語としておかしい。しかし本音な

のだろう。住民の願いを無視し、県は県の方針をどんな犠牲を

もってしてもやりぬくという決意表明に聞こえた。空恐ろしい

ことだ。

番組の最後に５分ほどの寸劇が挿入されている。

栃木県出身で弘前大学医学部卒の鈴木研修医に、患者は青森

に残ってもらいたいと願っている。「青森っていいどこ、と

しゃべりつづけるしかない」（患者のつぶやき）

医師、研修医、看護師の三人の雑談場面に変わる。

医師「なぜ医師になったの？」

鈴木「自分以外のだれかのために生きたいとおもったから」

「救急センターをたくさんつくって、ローテーションで医者を

回せば医師不足なんかすぐに解消すると思うんですけどね」

医師「そんなに簡単かな？」

看護師「でも、いいかも知れませんね、それ！」

医師「で、青森に残るの？」

鈴木「はい、青森に残ろうと思います。青森の人の『親切の

構造』です」

（患者のつぶやき）「言葉より先にある気持ちっこ、これが

青森のいいところ！青森県に一回住んでみて。絶対後悔しない

から・・・」
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もはやなにをかいわんやである。深刻な医師不足に対してな

んら有効な対策を講じてこなかった青森県。泥縄の如き中核病

院構想。非人間的地域医療の切捨て。これらの問題を根本から

改善しなければ青森の医療は成り立たないのに、意味不明の

「人情論」でくくるという神経はどうかしている。

実に後味の悪い番組だった。

コメント

ずっと昔の金木病院勤務医

あの番組は知事選挙のための宣伝番組ですよ。知ってる人間が

見ると逆効果なんですけどね。

うまくいっている外ヶ浜病院も関診療所も、行政はなにもして

いなくて、医師個人ががんばっただけですから。

大抵の所は大畑のように、行政は病院の建物という箱物にお金

をかけて医療にお金をかけず、負債の責任を医師に押しつける

ので、みんな辞めていくんです。

西北五地区も、立派な病院は建ったけど、医師も看護師もいな

いという状態になりそうです。

管理者

ご指摘のとおりだと思います。

この調子で行くと１９９億円の中核病院も先が見えますね。

地方の一医師

こんにちは。前回のアンケートの件ですが、
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総合病院でしたら患者様相談窓口みたいなものが

あると思いますので、一度そちらで相談してみるのが

良いのではないでしょうか。国公立以外の一般の

病院は地域の患者さんの評判を大切にしますから、

割とスムーズに行くかと思います。国公立病院の

ことは良くわかりませんので何とも言えませんが、

門前払いされることはないのではないでしょうか。

その際『地域の医療を良くしていくために、今回この

ようなアンケートをして現場の医師の意見を聞きたい

と思っております。』というような感じで行けば

とりあえず、受取ってもらえるかとは思います。

ただ、医師は何かと忙しいため、自由記載は最後だけ

にしてメインは○×や１～３まで順に選ぶ等、

かんたんに記載できるもののほうが回収率は上がる

と思います。

このようなアンケートはある程度の数が集まらないと

意味がありませんので、出来るだけ多くの病院に

足を運ばれることが重要になると思います。遠い

ところは事前に電話して、郵送するという手も

ありますが、やはり直接足を運ばれたほうが気持ちは

伝わると思います。

大変でしょうが、頑張って下さい。

管理者

アドバイスありがとうございます。
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県内の総合病院を調べてみました。

【青森県の総合病院】

青森市

青森県立中央病院　青森市民病院　浪打病院

五所川原市

西北中央病院

十和田市

十和田市立中央病院

八戸市

青森労災病院　八戸市立市民病院　八戸赤十字病院　みちのく

記念病院

弘前市

国立弘前病院　弘前市立病院　弘前大学医学部附属病院　

三沢市

三沢市立三沢病院

むつ市

海上自衛隊大湊病院　むつ総合病院

Civil Medical Research  http://www.interq.or.jp/doctor/cmr/

index.html

青森県内の総合病院は公立だけです。難しいです。

デスマーチ

はじめまして

是非アンケートを実施してください。一般の方々が、現場の状
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態を理解するきっかけになればと思います。

ただ、なぜアンケートの対象が総合病院なのでしょうか。金木

病院の救急体制を復活させる目的であるならば、同規模レベル

の病院を対象とするべきではないでしょうか。たとえば、津軽

地方なら、外が浜中央病院、浪岡病院、つがる市立成人病セン

ター、板柳中央病院、鶴田町立病院、鰺ヶ沢町立中央病院、大

鰐病院、平川病院など。おそらくこれらの病院は医師数からす

ると月の当直は5回以上だと思われます。

うがった見方をすると、総合病院は当直はだいたい月2回程度

なので、当直に関するアンケートをとると、それほど大変では

ないというような集計結果が出て、それをもとに、当直がきつ

いというのは、医師の怠慢であるから、そのような言い訳をし

ないで、救急医療を行えという結論を導きたいのかなと考えて

しまいます。

アンケート対象病院の選択について管理人さんの意見をきかせ

ていただければと思います。

なお、波打病院、みちのく記念病院は私立です。

 



金木病院救急再開物語（上）

323

2007・02・06（火）

彦根で署名活動（４）

広域医療協発足へ 　彦根市立病院の医師確保

『京都新聞』

http://www.kyoto-np.co.jp/article.

php?mid=P2007020100037≥nre=A2&area=S20

彦根市立病院で不足する産婦人科医師の確保策などを協議す

るため、彦根市と犬上郡、愛知郡の１市４町の福祉担当者や民

間医療機関関係者などが「湖東地域医療対策協議会」を設置

し、６日に第１回会合を開く。

同協議会は、彦根市の松田一義助役を会長に、民間病院の院

長や産婦人科医師、県立大看護学科教授も含めた２１人で構

成。第１回会合は彦根市平田町の市保健福祉センターで開き、

医師の確保や定着などの具体的な取り組みを協議する。月内に

２回目を開く予定。

彦根市福祉保健部の江畑隆部長は「切羽詰まっている市立病

院の産婦人科医師の確保について、協議会参加者の人脈などあ

るゆる手だてや知恵を講じて、関係機関に派遣を要請したい」

と話している。また、神経内科や内科など市立病院の他の診療

科や湖東地域の各医療機関に医師を中長期的に定着させるた

め、待遇や労働条件の改善策についても意見を交わす。

県内７つの医療圏域のうち、医師不足対策のために複数の自

治体や民間関係者が協議会を設置するのは、湖東地域が初め

て。
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-------------------------------------------------

どうしても五所川原市の対応に比較してしまう。彦根の取り

組みがうらやましくてならない。

＞「切羽詰まっている市立病院の産婦人科医師の確保につい

て、協議会参加者の人脈などあるゆる手だてや知恵を講じて、

関係機関に派遣を要請したい」

二万人署名を市長に提出した際「あらゆる方策を講じて医師

を探して欲しい」と訴えた。あれから３ヶ月たったが市の努力

はいまだ見えてこない。金木病院の救急は停止となったまま回

復の目処はまるでたっていない。

議員らは会派勢力争いに、市長は県議会議員選挙やら自分の

勢力確保やらにうつつを抜かし、住民は置き去りにされてい

る。

五所川原よ、君はなんと弱々しいことか。ことに挑む体力も

なければ精神もない。こんな市の市民であることが情けない。

コメント

好し行く

そもそも…

同じ五所川原市内に総合病院は2ついらないのでは？

西北中央病院の医師数だって十分ではないですよね？
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金木病院を閉院して西北中央病院にまとめた方が

現実的かと思いますし、早急にそうすべきです。

具体案

①金木病院を閉院し西北中央病院に

　医師を集約させる

②その上でさらに医師招聘を図る

　（大学のみに頼らない独自の方策）

③金木地区からの西北中央病院へのアクセスを

　整備する

④医師数が十分充足できる見通しが立てば

　救急体制を整備してもらう

（受け入れ数の増加に伴い整備が必要）

⑤住民自らが積極的に初期救命を学ぶ

⑥住民自らが時間外受診に対する意識を変える

（コンビニ感覚で時間外受診しない）

金木病院にこだわるあまり、西北中央病院まで

失ったら…

そして悪いことに、その徴候はすでに

出はじめているのではないでしょうか？

西北中央病院が連鎖崩壊しないか心配です。

管理人様のお考えとは相容れない意見であること

は十分承知ですが、あえてコメントしました。

このままの運動を続けても成果は得られない
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でしょう。転進を図り、意見を募ればさらなる

良案も出るかもしれません。

良かったら管理人様のご意見をお聞かせ下さい。

管理者

以前にも書きましたが、西北中央病院は五所川原市を中心とし

たエリアを受け持っており、金木病院は金木以北二町二村ほか

をエリアとしています。金木病院はそれらの自治体による組合

立の病院です。合併によって名称はかわりましたが病院の役割

はいまでも変わっておりません。

ですから合併により一市にふたついらないという議論は論点が

外れているのです。そういうわけで現在も金木病院組合は五所

川原市長を管理者として、旧二町二村出身の議員が病院議員を

つとめております。

金木病院の役割は以上のエリア４万人を対象にしていることに

変わりありません。
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2007・02・07（水）

愚痴はよそうと思うのだけれど

産婦人科医師の確保策を協議

彦根市など1市4町 対策協が初会合

『京都新聞』

http://www.kyoto-np.co.jp/article.

php?mid=P2007020600100≥nre=C4&area=S20

 

医師の確保策などを話し合った湖東地域医療対策協議会の第

１回会合（彦根市保健福祉センター）

滋賀県彦根市立病院の産婦人科が医師不足で３月下旬から診

療制限する問題で、彦根市や犬上、愛知郡の１市４町の福祉担

当者や民間医療機関関係者らによる「湖東地域医療対策協議

会」が６日、彦根市平田町の市保健福祉センターで第１回会合

を開き、医師の確保や定着策について意見を交した。

会合には、会長の松田一義・彦根市助役や民間病院の院長、

産婦人科医師、県立大看護学科教授ら２１人の全委員が出席し

た。彦根市立病院の赤松信院長が産婦人科医師が１人となるた

め、切迫流産などの危険性を伴わない、お産については助産師

による院内出産を検討していることを報告した。「医師１人で

は緊急事態への対応が困難になる」と述べた。

出席者からは「医師派遣を要請した相手先や交渉の過程を明

らかにすることで、有効な探し方につながる」といった考え方

や「長期的に定着するには医師の待遇改善が欠かせない」との
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意見が上がった。一方で、「激務のうえ、訴訟のリスクを抱え

る産婦人科医師の立場を抜本的に変えない限り、課題解決には

つながらない」との厳しい見方もあった。

-----------------------------------------

彦根では署名簿提出前に、すでに本格的な取り組みがはじ

まった。金木病院問題は二万人の署名簿を提出しているにもか

かわらず、具体的動きがない。これでは愚痴のひとつも言いた

くなる。

青森県の医師充足率４３％という数字には、日頃からの医療

に対する取り組み姿勢のあり方が顕れているのではないだろう

か。また、金木病院や平川病院の救急停止について真剣に議論

がなされない無神経さがこの驚異的な数字にあらわれているの

ではないだろうか。

彦根市と五所川原市・・・民度の差、行政サービスの質の差

といえばおしまいだが、ふるさとを棄てられない以上、そこに

住んでいる人間にはたまったものではない。

コメント

地方の一医師

管理人さん、こんにちは。

アンケートの件ですが、公立病院でも不可能では
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ないと思いますので、あきらめないで下さい。

基本的にどこの病院でもアンケートの話を持って

いく相手は事務方になりますので、そこで管理人さん

達の熱意が伝われば受取ってもらえると思います。

その後は医師が協力してくれるかどうかになるの

ですが、問題意識をもっている医師なら必ず協力して

くれると思います。そこには手厳しい回答もある

かもしれませんが、それらを検討することで得るもの

は大きいはずです。

他には会員さんそれぞれのかかりつけの医師や

個人的に知り合いの医師に頼んで協力してもらうと

いう手もあります。あきらめずに頑張ってください。

陰ながら応援しております。
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2007・02・08（木）

医師へのアンケート

☆インターネット上のアンケートは実施しないことにいたし

ました。

☆よってこの記事は無視してください。

☆青森県内のドクターアンケートをおこないます。医師のみ

なさまにはアンケート項目作成にご協力ください。当カテゴ

リーのコメント欄にご投稿お願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2007.2.9 管理

者　拝）

（以下、取り下げます）-------------------------------------------

金木病院救急問題は、いまだその出口が見えないまま彷徨っ

ている。しかし、その間にことの根深さもまた明らかになって

きた。

医師サイドからの意見を求めるアンケートの要望がブログ

「金木病院」に寄せられている。「維持する会」は市議会議員

からアンケートを募ったし、二万人署名もある意味住民アン

ケートと言えなくもない。医療現場当事者であるドクターから

意見を伺う・・いたって当然のことと受け止めた。

問題はその方法。いろいろアイデアはいただいているが、ど

うも実施するには難しい。そこで、考えたのがネット上の投票

システムである。これは両刃の剣であることは承知している。
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意図的投票をブロックすることは不可能だからである。

しかし、トライしてみたい。いわゆる「荒らし」に遭った場

合は即座に閉鎖すればいいだけの話、ダメモトです。

そこで、アンケートの「項目」と「回答選択肢（1～5）」

のご提供をドクター各位にお願いしたい。

（例）

項目　「医師不足の原因は？」

　１．国の方針

　２．自治体の努力不足

　３．医師給料の問題

　４．勤務条件の問題

　５．その他（ブログにコメントをお願いします）

このような形式で全10項目のアンケートを実施します。ど

うぞよろしくお願いいたします。

予定アンケートサイト

http://www.anketo.com/

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　管理者　拝

（ここまで）---------------------------------------------
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コメント

田舎の医師

アンケート

　ネット行うとの事ですが、医師なのか一般の方なのか区別が

つかないと思いますが、如何でしょうか？

やはり、医師の意見が欲しいとの事であれば、病院に郵送して

お願いしたらどうでしょう？おそらく、研究の趣旨さえ理解さ

せれば、必ず半数からは得られると思いますが

内科医（現在休業中）

選択肢に

「住民の姿勢」

も入れてはいかがでしょうか？

医師確保の署名の前に、どんな環境にしたら医師が来るか、と

いうことを考える必要があります。「２万人の民意があるのだ

から」死ぬまで働け、ということになりやしないか、心配で

す。

住民が自分たちのことを考えているのと同様に、医師も自分の

ことを考えます。医者が足りなくなって大変だ、と思う気持ち

もわかりますけど、要求ばかりではなく、医師の立場の理解を

していただけるとこちらも応援しやすいです。理解してくれな

い要求ばかりする住民の姿勢は医師にとって非常に大きなハー

ドルになります。故に選択肢に是非とも入れて頂きたく存じて

おります。
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管理者

わたしも懸念するところですが、ドクターに項目を設定してい

ただくことによって内容的に医師の現状がかなり反映されるの

ではないかと思います。

当県は中核病院構想で医師不足を乗り切ろうとしています。と

ても協力してくれるとは思えません。門前払いが関の山でしょ

う。

大畑診療所の常勤医問題でも、県は「ない袖は振れない」とい

う木で鼻をくくった態度です。

管理者

＞内科医（現在休業中）さま

＞医師確保の署名の前に、どんな環境にしたら医師が来るか、

ということを考える必要があります。「２万人の民意があるの

だから」死ぬまで働け、ということになりやしないか、心配で

す。

署名は住民の願いです。どんな環境にしたら意思が来てくれる

かという問題は関係者が真摯に考えることであり、いま取り組

むべき問題でしょう。

アンケート項目（選択肢は５つ）を具体的に作成してみてくれ

ませんか。

田舎の医師

私も

住民の方に、どのような病院を希望するか聞いてみたいと思い
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ます。医者の待遇をどのようにするのか質問してみたいです

が、会の中ではそのような、アンケートみたいなものをやって

いただけないでしょうか？

住民の方にも聞いてみたいです。

管理者

医師のアンケートを始める前に、次のアンケートはご勘弁くだ

さい。

「維持する会」は、金木病院の救急体制を復活させるのが目標

です。それがどのようなシステムで可能かという問題も当然検

討されるべきことです。わたしどもの要請に市当局が応えて、

第一歩をはやく踏み出してもらいたいと願っています。

デスマーチ

なぜネットで？

ネットでアンケートを行うということで、がっかりです。

管理人さんの目的は「金木病院の救急体制の復活」ですよね。

そのために、実際市議会議員にアンケートをとたり、地域住民

の署名を集めたりしたりしているのだと思います。それなら

ば、実際に青森県の自治体病院に勤務する医師にアンケートを

行い、地域の行政、住民、医師の生の声をきき、今後の対応を

考えていくのが筋だと思います。

ネットでは田舎の医師さんがいっているように、現場の医師の

声は反映されませんし、それを実際の医師の声のようにうけっ

とてほしくはありません。
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「あらゆる努力を傾注し、一日一刻も早く救急体制を復活させ

なければならない」とか、「2007年を医師招聘の年とする。

猪突猛進で実現する」などいっている割には、実行もせず「門

前払いが関の山でしょう」などといっているのは理解に苦しみ

ます。実際、市議会議員候補にアンケートをとったり具体的行

動をとられているのに。

まず、だめもとでも各病院の医局長あてにアンケートを郵送し

てみてはいかがでしょうか。回答がなければないということを

発表して、次のステップにすすめばよいと思います。やる前か

ら、できないというのは、普段批判してうる行政と同じ論理に

うつります。

また、「二万人署名もある意味住民アンケートと言えなくもな

い」とありますが、私は、アンケートではないと思います。救

急車受け入れが停止になるといわれれば誰でも不安になりま

す。大切なのは、田舎の医師さんがいっているように、どのよ

うな病院を希望するのか、つまり、金木病院でどこまで、治療

をうけたいのかがわからなければ、救急体制の復活どころか、

病院の存続は危ういと思います。

ブログをはじめたころに比べると、管理人さんの考えもかなり

現実的になっているように思えます。それだけに、国が行政が

もっと頑張らないとどうしようもないということも感じてきた

のではないでしょうか。

他の県では、常勤が8人になった時点で救急車の受け入れを停
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止している病院もあります。金木病院は6人でも時間外に救急

車を受け入れてきました。平川病院では4人でもやっていまし

た。これがどういうことか管理人さんはわかりますか。

今年の2月たとえると、平日が19日、土日祝日が9日ありま

す。平日は約16時間、休日は24時間（病院によっては、日直

と当直をわけているところもある）の救急診療をするわけです

が、6人だと平日がおよそ3回、休日が1.5回あたることにな

ります（大学からの応援医師は考えない場合）。通常診療を

行ったほかに救急診療をこれだけ行わなければいけません。も

ちろん、当直の次の日は休みではありません。金木病院では報

道から推測すると4人で救急車以外の時間外診療を今も続けて

いることになりますね。（嘱託医の前院長も含めてということ

なので、おそらく定年を過ぎても医師が足りないため病院に

残っているのだろうから、65歳以上であろう。すると残りの

３人の医師にその分の負担がさらにふえると考えられる）

現場の医師はそのように本当に体力的にも精神的にもギリギリ

のところで病院をささえていると思う。それを自分のブログの

コメントすら承認制にしているのに、ネットでアンケートとは

本当に医師声がききたいのか、本当に救急体制を復活させたい

のか疑問を感じます。ただ、政治的に利用しているのではない

かとかんぐりたくもなってしまいます。

管理者

ご指摘のとおりかもしれません。

これまでの県や市の対応にいいかげんウンザリしていたことは
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事実です。３月には新議会議長へ請願書を提出するなど「維持

する会」としては粘り強く活動を展開しておりますが、これま

であまりにも暖簾に腕押し状態で不信感がつのっておりまし

た。頑張ります。

イノシシもたまには背中を押されないと走れないときもありま

す。

県内の総合病院の医局長へアンケートを送り理解と協力を得る

こととします。インターネット上のアンケートはやめることに

します。

そこでお願いなのですが、ドクターサイドからアンケート項目

を提供していただきたいのですが。十項目揃った段階で病院へ

届けたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

地方の一医師

管理人さん、こんにちは。

私の意見も他の先生方と同様です。ネット医師の

意見も参考にはなるでしょうが、やはり現場を

知っている医師の意見が最重要と思います。

今回一度発表したことを翻すのは勇気がいることと

思いますが、良い決断をされたと思います。

私もアンケートを希望したものとしていくつか項目を

考えておりますので、整理出来たらこちらにまた投稿
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致します。
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2007・02・09（金）

政治も動く

『論座』2007年3月号から

たとえば、今夏行われる参議院選挙を前にして、今日の医療

問題になんらかの手を打つことを公約の重要な柱に据える政党

はいまだひとつもない。大衆からの得票を期待する政治家は、

彼らが医療の危機に気づいていないと見越しているために、医

療を守ろうとする政策では票は得られまいと予測している。

むしろ、「社会保障費増大の『本丸』ともいえる医療制度は

素通りとなり、歳出の改革は不十分の批判も出そうだ。・・・

経済財政諮問会議の民間議員は厚労省に対して医療・介護の高

コスト構造を是正する具体的な五ヶ年計画をつくるよう求めて

いる」（「０７予算―社会保障費抑制で厚労省　医療制度見直

し先送り」『日本経済新聞』０６年１２月１日朝刊５面）と一

部メディアが報道しており、政治家としてはそうした医療費抑

制の流れに身を任せた方が票も集まりそうだと判断されている

のが、この国の実情のようである。（権丈善一「医学部人気と

医療崩壊の間にある政治的無責任」）

-----------------------------------------------------

ところが、状況が変わったようだ。

日本共産党は参議院選挙にむけて党の方針として「医師不足
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問題」をとりあげることを決定した。今衆議院予算委員会で

は、阿部知子議員（社民）は『お産難民』をとりあげて一層の

財政支援を訴えた。枝野幸男議員（民主）は、「産科」「産婦

人科」の看板を掲げていても実際にお産を扱っている医療機関

は全体の半数以下に過ぎない現状と、政府が拠点病院と診療所

などの連絡体制を強化することで乗り切ろうとしていることに

対して「現場の実感とずれている。診療所は歩いて１０分、病

院は車で１０分なら分かるが、実際は何かあったときに救急車

で２時間だ」と述べている。（07.2.9『朝日新聞』から）

医師不足がようやく政治の問題となりつつある。今夏の参議

院選挙には大きなテーマとなることを願わずにいられない。

五所川原市議会がまもなく開催される。選挙後の組織が主と

なる。「金木病院の救急体制を維持する会」は議長が決まり次

第「請願書」を提出する計画だ。この請願にひとりでも多くの

「紹介議員」を添付したいと思う。

コメント

田舎の医師

すいません。

アンケートの内容は、どのような主旨にしたらよいのでしょう

か？　質問を作る参考にさせてください。

　お願いします。

管理者

例としてあげておきましたが、大テーマは「医師不足」であ
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り、個別には「地域医療」「医療施策」「勤務条件」などにな

ると思います。

それをどのように解決していったらいいのかを医師の立場から

意見が引き出せるような選択肢が望まれます。

よろしくお願いいたします。

田舎の医師

住民アンケートの施行

のお願いします。

質問１　金木病院の救急を復活させて欲しいですか？

　　　

　　　　１、どんなことしてでも欲しい

　　　　２、あったらいいかな

　　　　３、他の病院にいくので必要ない。

質問２、金木病院の救急を維持する会をしっていますか？

　　　　１、知っている。

　　　　２、噂程度に知っている。

　　　　３、知らない

質問３、今後金木病院は、どのようにしたらよいでしょうか？

　　　　１、今のままでよい

　　　　２、以前の様に戻って欲しい
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　　　　３、更に高度な治療を行える施設になって欲しい。

質問４、金木病院の医師を増やす為に何処までしても

良いですか。

　　　　１、住民税の増加もいとわない

　　　　２、何もしたくない。

　　　　３、医師は必要ない

質問５、金木病院の医師の給料は（2000万程度）高いとおも

いますか？

　　　　

　　　　１、高い

　　　　２、ちょうど良い

　　　　３、高すぎる。（具体的な値段は？）

質問６、最近医師は待遇改善（休日、時間外給料）を求めてい

ますが、あなたは、どう思いますか？

　　　　１、当然だ

　　　　２、しょうがない

　　　　３、あまり良い傾向ではないと思う。

　　　　４、けしからん

質問７、夜間の救急勤務を行った医師が次の日休みを頂くのは

どう思いますか？
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　　　　１、当然だ

　　　　２、しょうがない

　　　　３、あまり良くは無い

　　　　４、働いて欲しい

質問８、金木病院から医師がいなくなったのは？　

　　　　だれが悪いと思いますか？

　　　　１、医師

　　　　２、政治家（地方）

　　　　３、住民

　　　　４、官僚（中央）

　　　　５、待遇

質問９、あなたは、金木病院をどう思いますか？

　　　　１、いい病院

　　　　２、まーまーの病院

　　　　３、あまり良い話は聞かない

　　　　４、行きたくない（大きな病院に行きたい）

ちょっと思いつくまま書いてしまいました。

他の医師の方見ていたら、訂正や追加の質問

あれば、お願いします。

田舎の医師

医師用アンケート
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待遇について

あなたの働きたい病院の条件は？

１、給与

　　

　　１、2000万以上

　　２、1500万以上

　　３、1000万以上

　　４、給与は関係ない

２、時間外

　　１、きっちり出る

　　２、半分くらいは出る

　　３、月いくらと決まっている。

　　４、まったくでない

３、救急勤務

　　

　　１、ない

　　２、月一回

　　３、月2回

　　４、やれるだけ

４、救急勤務あけ

　　１、休み
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　　２、午後は休み

　　３、普通勤務

５、救急勤務のお金は一回いくらが適当か

　　１、10万円

　　２、5万円以上

　　３、2万円

　　４、無い

６、あなたが働く場所は

　　１、田舎（都会から離れている）

　　２、田舎（都会に近い）

　　３、中核都市（人口十万程度）

　　４、中核都市（人口50万以上）

　　５、都市人口100万以上

僕自身も聞いてみたいので、管理人様宜しくお願いします。他

の医師の方も見て、修正していただけると

幸です。

管理者

ありがとうございます。さらに項目が増えて充実することを期

待します。

なお、「住民アンケート」の方は保留にさせてください。住民

の願いはどういう形であれ「救急の復活」にあります。ドク
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ターについてなんらの注文はありません。強いて言えば行政に

対する不満だらけですから。

三者一体となれる可能性を探りたいものです。

田舎の医師

あれ

　住民の方のアンケートは

考慮していただけるのでしょうか？

田舎の医師

住民の意見を

聞いたのでしょうか？

疑問が生じてきました、人それぞれですので

少なくともメンバーの中でアンケートに答えていただけると幸

です。

管理者

それは、汗水流して討議しながら署名を集めた仲間ですから、

会のみなさんの意思は統一されております。

住民の願いは何度も言いますが、救急の復活です。そのため私

が事務局を担っている事情をお察しいただきたいと思います。

ここで、住民にアンケートを出すことは少なからぬ動揺を与え

る可能性もありますので、どうかご賢察のほどよろしくお願い

いたします。

医師アンケートは、金木病院が現実問題としてどういう体制で

救急維持が可能かという大切な資料となると思います。よろし
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くお願いいたします。

Unknown

阿部知子だけはやめておけ

http://wiki.nothing.sh/1070.html

このひとが出てくるとうまくいくことも

うまく行かなくなると思います。

地方の一医師

こんにちは。田舎の医師先生の案を参考にさせて

頂きながら少し考えてみました。

１．救急勤務をするうえでもっとも重要視するのは

　A.高い給与

　B.当直明けが休みとなること

　C.訴訟やクレーム等のバックアップ

　D.看護士等のスタッフの充実

２．救急勤務をするうえでもっとも問題視するのは

　A.安い給与

　B.当直明けの平常勤務

　C.自身の専門科以外の対応

　D.コンビニ受診

３．救急当直は何回までならしても良いと思うか

　A.週に１回
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　B.週に２回

　C.それ以上

４．当直翌日が休みになる場合は何回まで良いか

　A.週に１回

　B.週に２回

　C.それ以上

とりあえずこんなところです。

まだ案はあるのですが、うまくまとまりませんので

後日また投稿致します。

田舎の医師

会の意思

は、統一されているとの事ですが

具体的には、どのような内容なのでしょうか？

教えていただけるとありがたいです。

管理者

一日も早い「救急体制」の復活と維持です。

ある医師

「救急体制」の復活と維持とは？

救急車や紹介患者を受ける2次医療の維持のことでしょうか？

それとも、いつでも調子が悪くなったらコンビニのように気軽

に診察してほしいということでしょうか？

管理者

金木病院の救急はいわば二次救急として４０数年間にわたり地

域４万人を支えてきました。その復活と維持が目標です。
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デスマーチ

住民アンケートについて

管理人さん、こんにちわ。

私の意見が反映されたようで（たぶん、他にも同様の投稿が多

かったのだと思いますが）ありがとうございます。なかなか、

一度いったことをネットで引っ込めるということは大変な決断

だったと思いますが、それだけ、金木病院の維持、再生に決意

が固いのだと伝わってきます。

さて、住民へのアンケートも話題にのぼっていますが、私は管

理人さんが自らアンケートを行うのは酷かなと思います。たし

かに救急外来にはコンビニ感覚で受診する人も多く、時間内に

受診するようにいうと逆切れされてしまうことも多く、やる気

が失われてくるのは事実です。しかし、それは、行政、病院側

がきちんと広報をするのがまず大事だと思います（彦根市立病

院のホームページにのっていますね）。管理人さんはそれを守

るようにと呼びかけるのが住民代表の組織としてできる精一杯

のことではないでしょうか。

また、対策として、救急外来受診した場合、精算は後日となる

と思いますが、そのときの預かり金を5千円や1万円にしたり

している病院もありますが、金木病院はいかがでしょうか。

私の意見としては住民アンケートは行政か病院が行ったほうが

よいと考えています。
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ある医師

ということは

2次救急の担当病院としての御構想ならば、1次は診なくても

いいということになりますね。

2次病院が2次病院として機能するためには、厳密には救急車

以外の1次の患者さん（俗に言う軽症患者）は断ってもかまわ

ないことになります。

また、本来の2次救急の意味は1次救急からの紹介患者の受け

皿という意味ですので、どこかに1次救急を夜間診てくれる病

院があることを意味します。

なぜ、こんなことを書いているかといいますと、2次救急とい

う名の下に1次救急としか思えない軽症患者さんが続々受診

し、本来の2次救急でより濃厚な治療を必要とする方の治療が

滞ることが結構あり、これも医師のストレスとなりうるからで

す。

管理人さんのお返事は取りかたによっては夜間の軽症患者さん

も一手に引き受けるコンビニ救急をしてほしいともとれるし、

紹介患者と救急車のみ診る本来の2次救急ともとれます。

ただし、おそらく開業医や夜間急病センターが夜間に動く体制

になければ前者のような勤務（過酷な勤務）になるのは目にみ

えているので、より医師にとっては勤務したくないと思われて

しまうでしょう。

管理者

＞救急預かり金

金木病院は５，０００円となっています。
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管理者

＞ある医師　さま

１次救急に対応する医療機関は地域にはありません。理想的に

は金木病院が２次救急に専念できればいいと思います。しか

し、地域の実情を考えるとなかなかそうはいかないでしょう。

金木病院が担ってきた医療は、ご指摘のとおり「あれもこれ

も」という面があったと思います。

金木病院の救急復活にはご指摘の面もおおいに検討されるべき

だと私も考えるところです。

ところで「コンビニ救急」という表現には違和感を感じます。

日中仕事している都市部のお母さん方が夜間子どもを診てもら

うような状況と金木地区の急患は基本的に異質です。また、住

民は医学的知識は無いわけで、病状を判断することはできませ

ん。

以上、まとめて言えば、地域の１次体制の不備によって金木病

院に期待されている役割が大きすぎ、そこに地域住民が集中せ

ざるをえないといった状況と言えると思います。

ある医師

コンビニ救急の定義

少し本筋とはずれますが・・。

＞ところで「コンビニ救急」という表現には違和感を感じま

す。日中仕事している都市部のお母さん方が夜間子どもを診て

もらうような状況と金木地区の急患は基本的に異質です。ま

た、住民は医学的知識は無いわけで、病状を判断することはで
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きません。

について一言。

コンビニ救急と医師が感じるのは・・

・日中仕事している都市部のお母さん方が夜間子どもを診ても

らうような状況（昼は仕事で病院に行けない）

の他に

・3日前から腰が痛いんですけど・・と自宅で我慢してある夜

突然受診（今日は痛みがひどい・・という理由で）

・夜間のみ熱が出ていて、昼は熱が落ち着いているから受診せ

ず、今日で4日目なので熱が出た夜に受診。

・突然夜に発熱、インフルエンザを調べて欲しいと受診

・日中医療機関受診し、その日の夜に日中かかったけど良くな

らないので心配して受診（救急をセカンドオピニオンとして使

用）

というのが具体的な例として見かけられると思います。

加えて

・交通手段がないので夜病状としては救急車を使うほど悪くな

いが、救急搬送。

・早く診察して欲しいので救急搬送を要請

というのも広い意味でコンビニ救急を感じさせる行為ですね。

これらはある程度は住民の意識で変えることができることばか

りなので、住民への啓蒙も大事だと思います。こういう運動は

いかに医師が気持ちよく働けるかをいうことを誠意をもって示

すことが大事ですので、ひとつの参考にしてください。
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ちなみに

・喘息でかかりつけの人が突然喘息発作を起こし受診。

・けいれんをおこし、家族がびっくりして救急車を呼んでし

まった

とかは許容されるべきだと思いますし、これを救急のコンビニ

化と思う医師はそんなに多くないと思いますよ。

管理者

＞コンビニ救急の定義

明瞭に指摘いただき、有り難うございます。

これは住民が避けなければならない行為ですね。数のなかには

そういう人もいたと思います。このような人が医師のやる気を

削いできたことは大いに反省しなければならないと思います。

デスマーチ

救急体制について

いよいよ本題にはいってきましたね。金木病院はどういう病院

であるべきかが定義されないと、対策も取りようがないと思い

ます。

ところで、管理人さんの「ところで「コンビニ救急」という表

現には違和感を感じます。日中仕事している都市部のお母さん

方が夜間子どもを診てもらうような状況と金木地区の急患は基

本的に異質です。また、住民は医学的知識は無いわけで、病状

を判断することはできません。」にはちょっと賛同できませ

ん。

都市部でなくても、じいさんばあさんに日中預けていて、夕方
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母親が帰ってきて、具合が悪いのに気づいて時間外に受診とい

うのはよくあります。また、２，３日前から具合が悪くて、土

日だから心配で救急外来を受診というのも結構あります。管理

人さんの現状認識は現場の認識と比べて甘いように思えます。

「消えた50％」や「死亡事故発生」なども医療従事者からみる

とつっこみどころ満載で、一般の人との認識の差を考えさせら

れますが、「コンビニ救急」についてはこれ以上ネットで議論

しても結論が出ないと思うので、医師アンケートに加えてもら

えれば、現場の実情がわかるでしょう。

さて、救急体制についてですが、私も管理人さんと同じく4～

5万人の医療圏をもつ自治体病院の役割は大きく、存続してほ

しいと思います。ただ、その業務内容については現状より規模

を縮小せざるを得ないと思います。そうでないと大畑病院と同

じ道を歩むと思います。外が浜病院のようになるのか、大畑病

院のようになるのか、まさに今正念場と思います。

救急体制に対する私の考えは少し長くなると思うので、別のコ

メントにします。
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2007・02・10（土）

大畑でも声あがる

診療所の医師確保へ女性ら「守る会」結成

　　むつ市大畑町署名運動開始

『東奥日報』07.2.10  http://www.toonippo.co.jp/

むつ市大畑町の女性たちが「大畑の医療を守る女性の会」を

結成し九日、県が常勤医を引き揚げる大畑診療所について、医

師確保や訪問診療の継続を訴える署名運動を開始した。署名は

五千人分以上を目標に市内や周辺市町村からも集め、県に提出

する考え。

南町町内会館で同日開いた集会には二十七人が参加。あいさ

つした発起人の和田栄子会長は、一人で診療を担ってきた同診

療所医師への感謝の意を表した上で「自分たちの命は自分たち

で守るという意識を地元が持つべきだ。嘆いてばかりいるので

はなく、最善を尽したい」などと訴え、協力を呼び掛けた。

署名簿では病院機能を回復して入院と常時の救急受け入れを

可能にすることや、訪問診療・在宅医療の継続を訴えている。

---------------------------------------------

当ブログでも取り上げている医療崩壊現場「大畑」で、住民

が声を挙げた。医療リストラが進んでもいっこうに医療体制が

改善されない下北地区は、県が推進する拠点病院構想のあやう
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さが端的に顕れている。

医療行政担当局は住民の声にもっと耳を傾けなければならな

い。「ない袖は振れない」では、県の医療を預かる者として努

力不足・力不足のそしりを免れない。

署名運動は現在のところ金木と大畑の二地区だが、住民運動

がさらに拡大する可能性は高い。医療問題が４月８日の県議会

選挙に与える影響は大きいと言える。
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2007・02・11（日）

ない袖は振れない

大畑診療所常勤医　県、４月以降派遣せず

「ない袖は振れない」　

『東奥日報』07.2.8  http://www.toonippo.co.jp/

関 連 記 事 　 http://www.toonippo.co.jp/news_too/

nto2007/20070209090425.asp

むつ市の大畑診療所の常勤医が県の人事異動で不足となる恐

れが出ている問題で、県は七日、自民党大畑支部の医師派遣陳

情に対して「ない袖は振れない」として、四月以降、常勤医師

を派遣しない方針を正式に伝えた。一方、診療所を管理・運営

する一部事務組合「下北医療センター」は、常勤医配置へ向け

検討に入っており、関係各方面と協議している。

下北医療センター　補充を検討

自民党大畑支部の北野勇三支部長、川端一義副支部長（むつ

市議）らが県庁を訪れ「地域住民に大きな不安と動揺が広がっ

ている。訪問診療がなくなれば、高齢者らが困る。常勤医の継

続配置をお願いしたい」と要請した。

これに対し佐川誠人・県医療薬務課長は「二〇〇三年度から

特例で医師を派遣している。時間的なものは与えてきた。ない

袖は振れない」と三月末での医師派遣打ち切りを告げた。さら

に「むつ総合病院が、診療所の常勤医を置くと聞いている。県

に陳情書を持ってくる前にむつ病院とよく話し合ってほしい。
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どういう医療を実現するか、地元で議論してほしい。一生懸命

やっているところに支援していく。見捨てるわけではない」と

語った。

むつ総合病院の小川克弘院長は本紙の取材に対し「（常勤医

配置は）内部的に協議しているが、大丈夫というところまで

行っていない。どうなるか分からない。流動的だ」と語った。

診療所を管理・運営する下北医療センターは「センターとし

て（四月以降）常勤医を置くことを前提に考えている。現状の

医療水準は何としても落とせない」と話した。

同センターは、県に対して四月以降、週数日の自治医科大卒

医師の診療支援を求める考え。近く正式に要請することにして

いる。

大畑診療所は、旧大畑病院時代の〇三年七月、二人いた常勤

医が病院を去ったため、同八月から県が特例で常勤医を派遣し

てきた。〇四年に医師が複数となったが、診療所に転換した〇

五年四月から再び常勤医一人体制となった。

--------------------------------------------------------

病院→診療所→常勤医不在という大畑の医療問題は、地域医

療崩壊の典型と言えるかもしれない。医師招聘を地元の「自己

責任」と切り捨てる県のやり方には馴染めない。無論、特例期

間中にどんな努力が払われたのかは厳しく問われなければなら

ない。金木病院も同じだ。救急取り下げに至るまでに、なにが

なされたのか、なにがなされなかったのか・・・検証されなけ

ればまた同じ轍を踏むことになるだろう。
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ところで・・「ない袖は振れない」は「実際持っていないも

のは出しようがない。してやりたいと思っても、力がなくてど

うにもならない。」という意味。語感から、なんとも突き放し

た冷たい表現ではある。

じゃ、なぜ袖がなくなったのか？どうしたら袖付の着物が手

に入るのか？どうしたら袖が振れるのだろうか・・・と、わた

しなどは訊きたくなる。医療施策を誤った県がやみくもに推進

する拠点病院構想・新中核病院構想。これらを百歩譲って理解

したとしても、目前の医療破綻は決して容認できるものではな

いだろう。

袖つきの着物はどこにあるのだろうか。どこからか借りてこ

られないものだろうか。袖を振ってもらいたい・・これが医療

デバイドに晒されている住民の切なる願いである。大畑の署名

運動に激励を送りたい。

コメント

田舎の医師

アンケート

医師不足について

１、あなたは、何科の医師ですか？

　　

　　１、内科　

　　２、外科　
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　　３、小児科

　　４、その他（　　　）

２、あなたは、このままこの病院に残りますか？

　　１、残る

　　２、待遇が改善したら残る

　　３、医局に従う

　　４、大学に帰りたい

　　５、開業

　　６、民間に就職

３、現在時間外勤務は、週に何時間程度か？

　　１、週に50時間以上

　　２、週に30時間以上

　　３、週に10時間以上

　　４、ほとんど無い

４、最近地方の医師不足が言われておりますが志ってらっしゃ

いますか？

　　１、知っている。

　　２、聞いたことがある。

　　３、実際に感じる

　　４、しらない
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５、今後も地域医療を支えるため医師はどの程度

　　努力すべきでしょうか

　　１、全力でサポートする。

　　２、やれる範囲で

　　３、医局の人事に従う

　　４、早く撤収したい。

６、患者さんから酷いこと言われたことがありますか

　　１、ある（具体的に）

　　２、ない

７、地方の医師不足の背景には、地域住民の問題もある。

　　１、ある（具体的に）

　　２、医師の問題

　　３、病院の問題

　　４、政治の問題

　当直中に書いてみました。

医師の方、変更や意見を求めます。

管理者

適切な項目だと思います。さらに充実されることを望みます。

（やはり１０項目欲しいですね）
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2007・02・12（月）

暖冬さまさま

金木病院　救急受け入れ休止から一ヶ月

患者搬送混乱なし　　不安は消えず

『東奥日報』07.2.11　http://www.toonippo.co.jp/

公立金木病院（五所川原市）が医師不足のため一月一日付で

救急車受入れを休止して一ヶ月余が過ぎた。金木病院エリアの

同市金木地区以北と中泊町では今冬、救急搬送患者数が例年に

比べて大幅に減少し、搬送体制や救急患者の主な受け皿となっ

ている同市の西北中央病院に今のところ混乱は見られない。消

防関係者らは「暖冬で交通事故や急病人などが減少したのでは

ないか」とみているが、一方で「今後、患者が集中する事態に

なれば救急体制に影響が出る可能性もある」と不安を抱え続け

ている。

五所川原地区消防事務組合のまとめによると、金木以北の金

木、中里、市浦、小泊の四消防署の一月の救急搬送人数は六十

人で、〇五年の八十一人、〇六年の百二人に比べて大幅に減っ

ている。

救急搬送が減少した要因ははっきりしないが、消防、病院関

係者は①暖冬で、容態が急変する人や交通事故のけが人が減少

②安易な救急利用が減少③患者が救急車ではなく外来で金木病

院を利用している―とみている。四消防署管内は現在、金木病

院から車で二十分ほどの西北中央病院への搬送が中心となって

いる。四署管内の救急車不在時間は必然的に長くなるが、同事

務組合担当者は「今のところ、他署かたの救急車応援は必要と
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なっていない」と説明する。

西北病院によると、同病院への救急搬送は一日一件ほど増え

ているが「一月から当直の看護師を一人増やして対応してい

る。今のところ特に危機的な状況という話にはなっていない」

（同病院事務局）という。

しかし、消防関係者などからは「患者が集中すれば、救急体

制がパンクしかねない」との声が聞かれるほか、住民からは

「救急車を呼びたくても呼ばない人がいる可能性もある」との

指摘もある。

住民グループ「金木病院の救急体制を維持する会」事務局担

当の一戸彰晃さんは「救急を元にもどすのはもちろんだが、金

木病院を将来どのような体制にするのかも具体的に検討してほ

しい」と行政側に求めている。

-----------------------------------

関連ブログ「消えた５０％」

http://blog.goo.ne.jp/kinbyou/s/

%BE%C3%A4%A8%A4%BF

科学の最先端である「医療」がお天気まかせでは、なんとも

情けない。天を拝んでどうなるものでもあるまい。

昨年は大雪だった。救急搬送は１００件を超えている。雪と

救急の相関性が明らかになった。来年大雪となる可能性を否定

できるのは預言者だけ。それも当てにならない。
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ところで、金木病院の内科縮小により西北中央病院が大混雑

しているという。救急問題は暖冬でなんとか切り抜けられそう

だが、地域の医療体制はますます厳しい状況に追い詰められて

いることにも注意したい。市当局は直ちに対応しなければ西北

中央病院もドミノ倒しになるだろう。それを防止するためにも

金木病院を守り充実させなければならない。「金木病院は五所

川原市医療の生命線」である。

既報によれば、西北中央病院の救急は一日平均約一件の増加

という。救急搬送が少ないとはいえ一月は６０件。差し引き３

０件はいったいどこへ行ったのだろう。危惧されたタライ回し

にあったのでは・・・と不安を禁じえない。
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2007・02・13（火）

佐野市民病院

佐野市民病院の経営問題：外来縮小、閉鎖も　３１日から新

規入院中止　／栃木

『毎日新聞』07.1.23

http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/tochigi/

archive/news/2007/01/23/

20070123ddlk09100506000c.html
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◇新たな退職者

医師の退職が続き経営難が深刻化している佐野市民病院（門

脇淳院長、２５８床）で、０６年度末までにさらに新たな退職

者が見込まれ、代替の医師が確保できなければ、０７年度から

入院中止や外来診療の縮小、閉鎖の可能性が出てきた。同市は

２２日、同市議会に現状を報告するとともに、病院内に（１）

３１日からの新規入院の中止（２）他病院の受診など外来相談

窓口の設置－－などを告知する掲示を行い、患者らの理解を求

めることにした。

同市によると、１月末の内科医２人の退職に加え、３月末で

院長が定年退職を迎え、大学からの派遣期間が終わる内科系常

勤医の後任の補充も決まっていないという。ほかにも処遇が不

透明な派遣医がおり、４月からは医師不足の影響が入院だけで

なく、外来にも及ぶことが予想される。

同病院の常勤医師は、９７年には２９人いたが、新研修制度

に備えた大学側による、いわゆる「派遣医師の貸しはがし」な

どに伴い激減し、０４年度には１５人、昨年４月には１１人に

減った。今年度も昨年１２月～今年１月に内科医計３人が退職

し、２月からは８人となり、診療体制の維持が難しくなってい

る。

------------------------------

昨年９月下旬、栃木県佐野市文化会館で谷中村廃村１００年
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企画ドキュメンタリー映画「田中正造と野に叫ぶ人々　赤貧洗

うがごとき」を観た。田中正造は足尾鉱毒問題に文字どおり生

涯を捧げた。企業・国家を向こうに回し一歩も引かなかった。

わたしは僭越ながら「たたかい」を彼に学ぶ。

田中正造のふるさとをはじめて訪れた感慨は深いものがあっ

た。そこで田中正造大学の坂原事務局長さんとお会いし、いろ

いろお話できたこともまた大きな収穫だった。曼珠沙華が満開

だった。

ここでもまた医師不足による医療崩壊が起こっているとはつ

ゆ知らなかった。佐野の人たちは今どうしているだろう。田中

正造がもしもいま生きていたらどうするだろう。そんな想いを

抱いたニュースだった。（写真：佐野市郷土博物館前庭に立つ

田中正造）

コメント

TM

管理人様

医師に対するアンケートもいいのですが，今後の活動にどのよ

うに役立てるつもりでしょうか．活動の基本姿勢は自治体や政

府への働きかけが中心のようですが，それでは医師不足が解消

されるのはいつになるか分からないし，期待もできないように

思われます．現在の金木病院の経営は大丈夫ですか．180床

規模の病院を常勤医師4人で維持できているのでしょうか．空

きベッドが増えれば増えるほど病院は赤字が増えていきます．
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経営状況によっては金木病院は早急に医師を集めなければなら

ないのではないでしょうか．一度調べられたらいいと思いま

す．会の目的は，一日も早い「救急体制」の復活と維持，との

ことですが一般の診療が十分できなければ二次救急など不可能

なのです．

管理者

＞ＴＭ　さま

医師招聘について、わたしたちは可能な限りの努力を続けてい

ます。ご指摘のとおり緊急の問題です。ただ・・管理者の腰の

重さがめだちます。

金木病院の救急回復という緊急の課題、およびその維持につい

て

１．管理者

２．住民

３．医師

の３者が協力しなければ成立しないものと承知いたしますの

で、医師アンケートへの取り組みもまた必要であろうと考えて

います。

TM

マスタープラン

腰の重い管理者とは市のことですね．五所川原市は中核病院を

作る方向で動いているのではないですか．そのために必要な医

師数は西北中央病院の現在の医師よりも多く見積もっているよ

うですが．このような状況で金木病院の再建に関し市に期待で

きるのでしょうか．
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SSK

管理人様は金木病院の救急復活のためには自治体、医師、住民

の３者の協力が不可欠ということを何度も強調しておられま

す。救急復活の是非はとりあえず置いておくとして、その意見

には私も賛成します。では、具体的にその協力とはなんなんで

しょうか？

考えてみたところ協力とは

自治体→医師　医師の待遇改善（給料、勤務時間）

自治体→住民　救急復活

医師→自治体、住民　病院勤務

住民→自治体　今まで以上の税金負担

住民→医師　　患者としての意識向上（医師に無茶な要求をし

ない等）

だと思います。

さて、管理人様は住民を代表して、自治体には救急復活を、医

師には金木病院勤務を要請しております。では、住民のみなさ

んはどれだけ自治体、医師に対して協力しておられるのでしょ

うか。

SSK

追加

ということで「住民の協力」は救急復活に不可欠だと考えま

す。管理人様の協力は疑っておりませんが管理人様≠住民なの

です。「自治体の協力」「医師の協力」を求めて活動なさって

おられるのはこのブログからもよく伝わってきますがなぜ「住

民の協力」への活動はアピールしていかないのでしょう？もち
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ろん啓蒙のためには地道な活動が必要と考えますがそのような

ことは行っていかないのでしょうか？医療系の掲示板などを見

て回りますと頓珍漢なことを書いている一般人の方も多いです

が医師に非常に理解ある一般人の書き込みも最近増えてきまし

た。承認制にしたこのブログのコメントは医師ばかりですが医

師に理解ある金木住民のコメントは全くないのでしょうか？地

道な活動ももちろん必要ですがそのようなコメント一つ一つも

「住民の協力」を医師にアピールすることになり、医師招聘へ

の好材料になるのではないでしょうか。

管理者

＞マスタープラン

いまのところ管理者（市）は具体的に動いておりません。金木

病院の将来像も描いておりません。粘り強く要請していくしか

ないと思います。市にとっても、これほどの住民運動は経験の

ないことで、その対応を決めかねているような気もします。

マスタープランでは、金木病院の位置付けとして「救急」が

はっきり明記されています。４万人を受け入れてきたわけで、

中核病院完成後も当然必要だと認識してはいるようです。

管理者

＞ssk　さま

「コンビニ救急」問題はじめ、住民が真摯に取り組むべき課題

は少なからずあると思います。ご指摘のとおりです。地域住民

の啓発も不可欠です。

ブログに書き込める住民はあまりいないようです。それは、わ

たしも寂しく思うところです。インターネットにアクセスでき
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る世代層の問題もあります。例えば二万人署名に中心的役割を

担われた方々は高齢者が多いのも事実なのです。

なんらかの形で医師招聘を実現できる地域住民の協力体制もつ

くりあげたいと考えています。

----------------

【自治体・医師・住民　三者の協力】

自治体→医師　　　　医師の待遇改善（給料、勤務時間）

自治体→住民　　　　救急復活

医師→自治体・住民　病院勤務

住民→自治体　　　　今まで以上の税金負担

住民→医師　　　　　患者としての意識向上（医師に無茶な要

求をしない等）

-------------------

問題を整理していただき、有り難うございました。

「住民→自治体」の税負担については異論もありますが、おお

よそこのようなことがらが金木病院及び全国の弱小公立病院が

共通して抱えている問題のような気がします。

金木で解決できるようなんとか頑張ります。

デスノート

三者の協力

SSKさんがわかりやすくうまくまとめてくれましたね。
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住民→自治体の税負担とはわかりやすくいうと、病院の赤字の

容認だと思います。現在、自治体病院の収入を100とすると

支出は105となっています。病院の収入は診療報酬制度で価

格が決まっています。同じサービス業であるホテルは宿泊料金

を自由に設定できますが、病院は、検査や手術の値段を自分の

好きな価格にすることはできません。。

では、黒字にするにはどうすればよいでしょうか。収入は頭打

ちなので、コストを削減するしかありません。医薬品や材料費

のコスト削減がありますが、今や院外処方が普及し、医薬品で

差益をだすのは無理です。材料費も小規模病院では、たかがし

れています。

すると、残るは人件費削減です。

管理人さんのブログで、金木病院は何年か前は黒字だったのに

と書いてありますが、もし、それが人件費削減によるものであ

れば、今の医師減少の誘因になっているかもしれません。

ただでさえ、多くの病院で、救急外来の当直は、労働基準法に

違反し、勤務にあたる医師、看護師に時間外手当が払われてい

ません。奈良県で産婦人科医が県に支払いを求めていますが、

県は予算がないと軽くあしらっています。

不採算部門である救急外来の復活を願うのであれば、１，２億

の赤字は容認してもらはなければ、ただでさえ、医師充足率が

低い病院は収支の面からも機能縮小するしかないでしょう。
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住民の署名や嘆願のみでこれまで、うまくいった自治体は無い

と思います。

尾鷲や隠岐も一時的に医師がきましたが、すぐ辞めてしまわれ

ましたね。

ですから、管理人さんが今後これにどのようにプラスアルファ

をして運動をやっていかれるか、皆さん興味があり、また応援

しているのだと思います。頑張ってください。

ただ、医療系ブログではもはや医療崩壊はさけられないだろう

という意見が多数をしめています。警察の介入、マスコミの偏

向報道、そして、厚生労働省の態度をみると、医療をつぶそう

という動きばかりです。柳沢厚生労働大臣の発言にしても産科

医が減ったのは出生数が減少したからというありさまです。た

ぶん各ブログをチェックされていると思うのでご存じだとは思

いますが、もはや焼け野原論が語られ、そのあとの医療再生を

どうするかというところまで、語られています。

そういう中で、救急体制復活のため、運動していくのであれ

ば、医師へのアンケートをもとに、住民の協力をもとめていく

しかないと思います。また、ホワイトリボン運動もイベント性

のあるものでないとこのまま尻すぼみになってしまうと思いま

す。全国的に冬場は輸血が足りなくなります。そこで、救急に

関連したイベントとして、献血に協力する運動を「金木病院の

救急体制を維持する会」で行ってみてはどうでしょうか。個人

的には大野病院医師の不当逮捕に抗議する声明や署名を地域住

民がしていただいた方が、うれしいですが。
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また、病院ボランティアを募るということも患者の満足度をあ

げ、医療スタッフの労力軽減につながると思いますが、地方で

は、知っている顔に自分の病気がわかってしまうなどのプラ

イーバシーの保護が難しく、かえって難しいのかもしれませ

ん。

管理者

＞デスノート　さま

貴重なアドバイス有り難うございます。

１～２億の赤字を覚悟することは同感です。病院組合を組織し

ている自治体が、「医療は大切だ」という認識を持てば、一部

の利益しかもたらさないハコモノやら商店街再開発に多額の税

金を投入することはなくなり、貴重な税金を有効に使えると思

います。しかし、いまだこの地域は旧態以前たる「古い」スタ

イルの政治下にあります。

いま五所川原市は１９９億円をかけて中核病院を建設しようと

しています。やってみなければわかりませんが、この医師不足

時代に５５名の常勤医を招聘するという計画で、かつ収入は最

大限に見込み支出は最小限に抑えるという、一般の企業ではと

ても手を出さない危うい計画です。目前の金木病院問題すら解

決できない自治体が、必死にハコモノに走る姿は恐ろしさすら

感じます。

２１日、五所川原市で知事を招いてマスタープラン（１９９億

円の中核病院建設）推進派のシンポが開かれます。知事に要請

書を提出しようと思います。
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ＳＳＫ

思いがけずコメントが採用されたのでずっとＲＯＭっていて

思ったことを書きます。

医師招聘の具体的な手段として医局による派遣と個別に交渉す

る方法の2通りの方法があると思いますが管理人様はどちらに

よる病院再建を目指して行動なさっているのでしょうか？もち

ろん事あるごとに「あらゆる手段をとる」と繰り返しておられ

るので双方からアプローチしていることは理解できるのです

が、自治体がなすべきこと、管理人様の出来ること、を区別し

てより目標を絞って行動するべきだと思うのです。

医局による派遣は住民や個人ではどうにもならず、自治体や病

院がお願いするしかないと思いますが、人手不足で引き上げて

しまった今、いくら管理人様が自治体や病院の背中を押しても

まさにない袖は振れず、どうすることもできないと思います。

それどころか更なる医師引き上げの可能性すらあります。これ

は国策であり、医療崩壊の現実でどうしようもありません。も

ちろん声をあげることによって初めて国策は変わるのであり、

意味はあるとは思いますがゆとり教育の文部科学省の方針変換

の経緯を見てもわかる通り、もし変わったとしても新たな医師

派遣システム構築にはあと10年はかかるでしょう。署名活動

や自治体への嘆願など管理人様の行動は10年後20年後の地域

医療体制のためには非常に意味あることだとは思います。しか

し、管理人様が求めるのが金木病院の「早期」救急再開である

限りにおいて、あまり効果はないと私は考えます。少なくとも

活動の重心はおくべきでありません。

となると個別交渉による方法しかありません。そのためには勤

務状況改善と住民の医師への理解が必要なのは同意していただ
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けていると思います。給料や勤務時間改善については最終的に

は病院や自治体の判断になるでしょう。では、管理人様のなす

べきこと、出来ることは住民への啓発なのではないでしょう

か。もし住民の理解が深まり、そしてそのことを世間にアピー

ルすることが出来たならばそれは医師招聘のための素晴らしい

ポイントになり得ると思います。「彦根病院でのお産を願う

会」の掲示板での住民の発言や、どこぞの住民説明会で「医師

の給料は高すぎる」という意見は聞いても逆の話は聞いたこと

がありませんから。馬を進呈するよりも間違いなく効果があり

ます。先に書いた住民のコメントを載せるのも一例ですし、実

現は難しいとは思いますがどなたかが書いておられた大野事件

への署名も一つのアピールになるでしょう。私も住民啓発の方

法やそれをアピールするための具体的方法はあまり思いつきま

せんがまさにそれこそ「あらゆる手段」をとってでも管理人様

がなすべきことではないでしょうか。何を住民に理解して欲し

いかを知るためのこのアンケートはそのための一歩だと信じて

ます。

 



金木病院救急再開物語（上）

377

2007・02・14（水）

医師アンケート作成中です

アンケート作成にドクター各位のご協力をお願いいたしま

す。

「田舎の医師」さんから、以下のようなアンケート項目をい

ただいております。全１０項目が揃った段階で、青森県内の総

合病院医局長宛に発送し協力をお願いする予定です。医師によ

る医師のためのアンケート作りにご協力ください。

-----------------------------

医師不足について

１、あなたは、何科の医師ですか？

　　

　　１、内科　

　　２、外科　

　　３、小児科

　　４、その他（　　　）

２、あなたは、このままこの病院に残りますか？

　　１、残る

　　２、待遇が改善したら残る

　　３、医局に従う
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　　４、大学に帰りたい

　　５、開業

　　６、民間に就職

３、現在時間外勤務は、週に何時間程度か？

　　１、週に50時間以上

　　２、週に30時間以上

　　３、週に10時間以上

　　４、ほとんど無い

４、最近地方の医師不足が言われておりますが志ってらっ

しゃいますか？

　　１、知っている。

　　２、聞いたことがある。

　　３、実際に感じる

　　４、しらない

５、今後も地域医療を支えるため医師はどの程度

　　努力すべきでしょうか

　　１、全力でサポートする。

　　２、やれる範囲で

　　３、医局の人事に従う

　　４、早く撤収したい。
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６、患者さんから酷いこと言われたことがありますか

　　１、ある（具体的に）

　　２、ない

７、地方の医師不足の背景には、地域住民の問題もある。

　　１、ある（具体的に）

　　２、医師の問題

　　３、病院の問題

　　４、政治の問題

　当直中に書いてみました。

医師の方、変更や意見を求めます。

-----------------------------------

コメント

地方の一医師

こんにちは、医師アンケート案の追加です。

１．あなたの出身は

　A.青森県

　B.青森県以外の東北
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　C.北海道

　D.それ以外

２．どのようにして今の病院に就職されましたか

　A.医局より出向中

　B.医局よりの紹介で就職

　C.知り合いの紹介で就職

　D.雑誌やネットの応募で就職

３．将来のご予定は

　A.当面は現在の病院で勤務予定

　B.近い将来青森を離れる予定

　C.近い将来開業予定

　D.未定

４．自分の子供を医師にしたいと思いますか

　A.そう思う

　B.思わない

　C.開業医にならしたい

　D.勤務医にならしたい
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以上です。

一つ某アンケートのパクリも入っておりますが、

医師の現在の環境を考える上で、良い質問だと

思うので、入れてみました。

管理者

ありがとうございます。

項目も１０となりましたので、そろそろ最終決定稿をお願いで

きませんか。

それを一週間ほど当ブログに掲示して、みなさんから異論がな

ければ青森県内の総合病院医局長あて送ります。

アンケートの回収方法はＦＡＸを考えておりますがいかがで

しょうか？

地方の一医師

こんにちは。アンケートですが、自分が投稿した

ものの中では今回のものと前回分の１．、２．が

良いかと思います。

また田舎の医師先生の投稿されたものでは１．、

３．が良い質問と思います。

他にもいくつか投稿があるでしょうから管理人さんの

ほうで取捨選択されれば良いのではないでしょうか。

回収についてですが、FAXの他に返信用の封筒や
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メールアドレス等も入れたほうが良いでしょう。

回収方法も選択肢が多いほうが回収率が上がると

思われます。

管理者

＞地方の一医師　さま

２．どのようにして今の病院に就職されましたか

について。

弘前大に医局はありません。

前回の１，２をすみませんがもう一度ここに投稿していただけ

ませんでしょうか。

ＦＡＸ、e-mail、返信先住所を明記します。封筒は一体何枚必

要なのか、また返信封筒には切手をあらかじめ貼付するのが礼

儀だと思いますので、そのへんの具合から難しいと思われま

す。

地方の一医師

こんにちは、以前の１．、２．は下記になります。

また封筒は郵送での返信の場合は各病院単位で一括

して返送してもらうようにお願いした上で、切手を

貼ったものを各病院に一枚でいいのでは

ないでしょうか。

１．救急勤務をするうえでもっとも重要視するのは

　A.高い給与

　B.当直明けが休みとなること
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　C.訴訟やクレーム等のバックアップ

　D.看護士等のスタッフの充実

２．救急勤務をするうえでもっとも問題視するのは

　A.安い給与

　B.当直明けの平常勤務

　C.自身の専門科以外の対応

　D.コンビニ受診

 

管理者

すみません、お手数おかけしました。

回収方法ですが、個人的見解ですから一括する方法を嫌うドク

ターがおられると思います。また、枚数がわかりませんので貼

付する切手の金額も難しいものがあります。

医局長から医師に配布していただき、医師が個々にＦＡＸで

送ってもらうのがいいと思うのですが・・・。

そろそろ最終決定稿をお願いします。来月早々にでも県内総合

病院に発送します。

地方の一医師

こんにちは、予想はしておりましたが中核病院構想は色々と隠

れた（隠していた？）問題がありそうですね。

さてアンケートに関してですが、当方のものと田舎の医師先生
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のもの、他にも投稿されている方もおられるかと思いますの

で、それらの中から管理人様が

取捨選択されて１０項目にすれば良いかと思います。

それをBlogにエントリして、コメント欄等で各先生

方の意見を聞き、必要ならば多少修正する、

問題なければそのまま送るといった感じで良いのでは

ないでしょうか。

また回収方法ですが管理人さんのおっしゃる通り、

一括回収を嫌う先生もおられるかとは思います。

となるとやはり医師数分の封筒を同封されるのが、

良いのではないでしょうか。アンケート用紙も

医師数分＋α送られると思いますので、それに

合わせた数を送られるのが良いと思います。

多少のお金はかかりますが、回収率をあげるための

投資と考えて下さい。返信用の封筒が入っていれば

返信しようかなと思うのが人間というものです。

ちなみにもし私のところにアンケートが来たとすると

返信しやすい順にE-mail、封書、FAXです。

家にFAXがないもんで・・・。

管理者

わかりました。

いままでいただいたもののなかから１０項目に絞ってここで紹
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介いたします。３月早々には発送できればと思います。回収締

め切りは３月３１日にしたいと思います。

各病院にたずねて医師数を把握します。返信封筒を同封するこ

とにいたします。
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2007・02・17（土）

医師を求めて

爆弾低気圧が荒れ狂うなか、関西の医療法人へドクターさが

しに赴いた。飛行機は欠航となり、現地まで新幹線を乗り継い

で行った。自宅を出たのが朝６時。着いたのが午後３時。この

国は広いなとしみじみ思った。

不在の間、注目すべきニュースが多々あった。東奥日報紙が

「霧の中の処方せん」第四部をスタートさせた。県病の看護師

が、４０代の看護師だけに勧奨退職者制度を適用しないのは不

公平と県に要求したこと。読者投稿欄には「地域医療に関心

持って」と題して遠野の医師招聘アイデアである「馬」の取り

組みを紹介し、医師の待遇問題と医師へ地域医療への関心の喚

起を促した。

そんななか、特に目を引いたのが七戸病院の昨年度の赤字が

４億円にのぼったという記事。原因は産科医の廃止や整形外科

医の減員とある。金木病院も慢性的に赤字をかかえてきたが１

億数千万どまりだったことを考えるとこの赤字額は危機的であ

る。医師不足による診療科の減が公立病院を崩壊させる端的な

ケースと言える。瀕死の状態に苦しむ大畑診療所は常勤医招聘

ままならず、いまだ明るさが見えない。大畑の例を見れば、県

が推進する中核病院構想の危うさがよくわかるのではないだろ

うか。金木病院も徐々に規模縮小を余儀なくされる不安にから

れる。
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２１日、当西北五地域の中核病院構想を喧伝するためにシン

ポジウムが開催される。知事自身も講演する県肝いりの集会で

ある。「医師不足の切り札--中核病院」といったところが主題

となるのだろう。大畑の例をどう取り扱うのか興味がある。

青森県には民間の総合病院は無いといっていい。だから自治

体病院の役割は非常に大きいものがあるし税金も投入されてい

る。話ははじめにかえるが、多忙中わざわざわたしの為に時間

を割いてくれた某民間医療法人理事長との対話は、医師招聘と

いう具体的成果はなかったものの、大きな収穫があった。それ

は、民間医療法人は病院運営のためにあらゆる方法を検討しそ

れに果敢に挑戦しているという事実である。その緊張感にわた

しは襟を正したものだ。自治体病院は税金が投入されているこ

との意味を勘違いしてはこなかっただろうか？それは地域医療

を守るために投入されてきたわけであって、運営努力を怠って

よいということではないだろう。

大都会とはいえここでも医師不足は深刻な問題だった。医師

にとって魅力ある現場を提供する病院は生き残り、そうでない

病院は消えてゆくのである。自治体病院は民間医療法人に学ば

なければならない・・これがこのたびの医師探しの旅から得た

大きな教訓だった。

コメント

ゆっこ

赤字
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初めまして、七戸町出身で県外の大学で看護師になるために勉

強しています。金木病院のおかれている現状はそれなりに知っ

ていたのですが、地元の七戸病院が４億円の赤字を抱えていた

ことは知りませんでした。小さい頃からお世話になっていた病

院だけあって衝撃が大きいです。これからの医療はどうなって

いくのか不安です。

出稼ぎ内科医

看護婦不足による救急受け入れ中止

北海道の道東のある僻地勤務医ですが、うちの病院は医師数は

三人でなんとか回っている（救急も夜間も）状態ですが、看護

婦さんが足りません。そのため、この3月から昼間の外来のみ

継続し、夜間の時間外外来を中止し、救急指定も返上して救急

車の受け入れもやめるそうです。

時間外外来や救急車は、60km離れた少し大きい町立病院へ

行ってもらうことになるそうです。

夜中の２時とか３時にただの風邪で時間外受診したり、待ち時

間が長いと看護婦を殴ったり、病院の窓を壊したり、レントゲ

ンを撮るのに技師さんを呼ぶと、来るのが遅い（患者の自分が

苦しんでるのに待たせるとは何事か）と脅してくる住民への対

応に、看護婦さんたちが１人やめ二人やめするうちに業務がと

うとう回らなくなりました。

業務縮小にともない町民からの苦情もきっと寄せられるかとお

もいますけど、住民がこれまで病院に対してやって来た態度の

結果だと思っています・・・
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病院の職員ってほとんどが資格職なので、病院が無くなっても

就職には困りませんが、離れられない住民は困りますよね・・

金木病院はお医者さんが足りないそうですが、お医者に対して

患者側の態度が悪かったことってないですか？医師が逃げるに

はそれ相応の理由があるように思います。

管理者

＞出稼ぎ内科医　さま

住民の願い（わがまま・・という意見もありますが）と医療現

場とのズレは無いとは言えません。管理者・医師・住民の三者

一体によって危機を乗り越える・・そういう観点から「医師ア

ンケート」を企画中です。どうぞご協力ください。

Category

「医師アンケート」

田舎の医師

出稼ぎ医師様

　私も北海道で働いておりますが，

すさまじい病院ですね，それは夜間救急は閉めたほうが賢明で

すね，ほとんど警察の担当分野の気がします
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2007・02・19（月）

原発と医師派遣

プルサーマルが命綱か！？　　（『週間金曜日』取材班）

ついに内科常勤医がゼロになる――。全国の自治体病院が慢

性的な医師不足に陥る中、静岡県御前崎市の市立御前崎総合病

院（旧町立浜岡総合病院、以下「御前崎病院」）も例外ではな

く、二〇〇五年秋、病院設立以来の危機を迎えていた。

「総合病院」の内科常勤医がいなくなるという絶体絶命の状

況。新研修医制度の影響などで、地方の大学病院も深刻な人材

不足に陥る中、中部電力・浜岡原子力発電所の“城下町”であ

る御前崎市には、国策推進自治体としての独自の強みがあっ

た。

「プルサーマルを認める代償として医師を派遣してもらった

のだろう」同市の清水澄夫議員はこう分析する。

・・・（略）・・・

中部電力の「プルサーマル」申請に先立ち、御前崎病院に対

し、浜松医科大学（静岡県浜松市）から新たに院長を含む五人

の内科医が派遣されることが決まった。

浜松医大は当初、石原茂雄・御前崎市長や病院幹部の内科医

派遣要請に対し、「『ない袖は振れない』と、にべもなかっ

た」（病院関係者）という。突然の朗報の裏には、病院という

場独特の「学園争い」も絡んでいるようだが、国策推進の有無

とも切り離せない関係にあったようだ。

「どこの病院も医師不足で、そう簡単に医師はこない。原発

立地地域ということもあって、中部電力や県などのいろいろな
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関係者が水面下で動いてくれて実現した」。別の議員もこう話

す。

これを裏付けるように、〇五年六月から一〇月にかけて開催

されたタウンミーティングの場で、住民から医師不足への対応

について質問された石原市長は、「中部電力を通じて、名古屋

大にもお願いしている」と説明している。さらに同年一二月の

定例議会でも、医師不足について質した市議の一般質問に対

し、市長は「この病院の設立の経緯を考えますと、必ずしも今

回のプルサーマル問題と無関係であるとは思っておりません」

と答弁している。

しかし、これに対し、当の中部電力は「御前崎市から医師不

足の問題について依頼はありました。それに対する当社の対応

については、関係箇所もあることですので、公表することはは

ばかれます」（広報部）。大学への働きかけの事実については

肯定も否定もせず、「答えられない」とした。・・・（以下、

略）

（『週間金曜日』2007.2.16  p.56から）

--------------------------------------------------------------

ありうることだと思った。国策優先によるアメとムチに医療

も晒されている。県内の大畑診療所常勤医不在問題をどうして

も重ねてしまう。大畑も原発関連で揺れ動いたところだ。

【参考】

http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2006/

20060815080524.asp
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http://homepage3.nifty.com/ksueda/waste0205.

html

原発関連施設の受入れを表明すれば医師を招聘できることに

なるのだろうが、そんなアメはまっぴらゴメンだ。太宰治は生

涯権力を斜めに見続けた。へつらいだけはやめようと思う。
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2007・02・20（火）

霧の中の処方せん

第四部　　模索と実行　⑥

「西北五の中核病院構想」　医師確保「至難の業」

   東奥日報　http://www.toonippo.co.jp/

手厳しい意見が飛んだ。「病院再編のマスタープランなんて

何も知らされていない。問題点、課題を住民に知らせるべき

だ」

昨年十一月、青森市で開かれた地域医療を考える県民フォー

ラム。五所川原市の菅原寛太さん（五九）の口調は厳しかっ

た。菅原さんは訴える。「財政など課題が多いと聞くが、その

情報さえ知らされていない。市民と一緒に病院をつくっていく

視点が欠けている」

西北五地域で進む自治体病院の再編。基幹病院に高度医療を

集め、効果的な医療を展開する。地域が”一つの病院”となっ

て、地域で医療を完結させる―という壮大なプロジェクト。医

師不足と病院経営悪化を解決する切り札と注目されるが、克服

すべき課題はあまりにも多い。

「新中核病院の医師をどこから連れてくるのだろうか。現在

の西北中央病院（五所川原市）でも、いくつかの診療科の維持

がやっとなのに」―。西北中央病院関係者は声を潜めて語る。

圏域住民に対し責任
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二〇一一年完成予定の新中核病院は五十人余りの常勤医を想

定。現在の西北中央病院は三十二人（二〇〇六年五月現在）。

圏域の病院の医師を全部集めてきても五十七人。

将来、弘大医学部は優先的に新中核病院に派遣すると言う

が、県内で絶対的に不足している脳外科医、麻酔医を集めるこ

とができるのか。相澤中・西北五中央病院長は言う。「至難の

業。今以上に病院に患者が集まるので、複数の脳外科医は必要

だ。ただ、目標を掲げた以上、これを放棄するわけにはいかな

い。圏域の十六万に対し責任を果たさなければ」

中核病院の整備事業費百九十九億円も重くのしかかる。六市

町村の負担割合は決まった。しかし、国や県からどのくらい補

助されるのか全く不明だ。財政状況が厳しい中、約八割の事業

費を負担する五所川原市で多額の借金返済が可能かどうか。

中核病院周辺の病院（サテライト病院）の役割・規模も決

まっていない。「中核病院だけを見切り発車させた再編構想」

と呼ぶ人もいる。再編の方向性を示した「マスタープラン」で

は、鶴田町立中央病院、つがる成人病センターの無床化が示さ

れているが、つがる市が病院存続を望んでいる。「地域住民の

ためにも病院機能は維持したい」と福島弘芳・つがる市長。新

年度からの協議の行方が注目される。

正直に情報出し合い

中核病院完成前に地域医療が崩壊するという声もある。現に

金木病院は救急車受入れを休止した。鯵ヶ沢中央病院の事務局

は「金木のことは人ごとではない。医師確保では相当な危機感

を抱いている」。
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新中核病院をめぐる期待と不安。マスタープランが掲げる住

民ニーズに対応した医療が実現するのか。医師が集まらず、借

金と建物だけが残ってしまうのか。

現在の西北中央病院は、駐車場から車があふれ出し、小泊地

域を朝早く出た患者が長時間待たされ、建物が老朽化し、水道

管修理に多額の費用がかかる。

地域フォーラムで苦言を呈した菅原さんは、中核病院構想自

体は賛成だという。障害のある子供を養っているだけに病院の

バリアフリー化、交通アクセスの整備を訴える。

「患者、障害者、高齢者の視点で病院をつくらなければ、使

い勝手の悪い箱物になってしまう。情報を正直に出し合って、

住民を含めて問題を一つずつ協議・検証してほしい。自治体病

院は住民のための病院なのだから」

-------------------------------

凄まじい内容だ。中核病院の必要性を理解できないわけでは

ないがほかの選択肢はなかったのだろうか・・・周辺の病院を

無くせば患者は一極集中し、その結果オーバーフローをきた

す。また通院に長時間かかり患者の負担は増加する。建設費の

捻出やもっとも重大な医師確保も不透明なまま。県内では八戸

市立市民病院とむつ総合病院が中核病院として先例がある。こ

の地域は医師不足によって病院機能が麻痺しつつある。五所川

原だけなぜ成立すると言い切れるのだろうか。懸案は何一つ解

決されていない。

＞目標を掲げた以上、これを放棄するわけにはいかない。圏
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域の十六万に対し責任を果たさなければ（相澤中・西北中央病

院長・「西北五地域自治体病院機能再編成推進委員会委員長）

これはもう、破れかぶれとしか言いようがない。そもそも地

域住民のコンセンサスも得ないで、また議会で十分な議論がな

されないまま作られた構想ではなかったか？「圏域の十六万に

対し責任を果たす」ということは地域医療をまもることであ

る。「一度決めたからあとへは引けない」などという意地で強

行されては住民はたまったものではない。「山は登るより、登

るのをやめる方がよりおおきな勇気を必要とする」のである。

状況による柔軟な対応が欲しい。

西北中央病院を改修する、金木・つがる・鶴田の各病院の役

割分担と緊密なネットワーク構築など現在ある施設とマンパ

ワーを有効活用することが現実味のある取り組みだろうと思

う。自治体病院勤務医の過酷な勤務状況を改善し医師の退職を

防止する。魅力ある指導体制を確立し研修医を招き入れるな

ど、医師不足対策に真剣に取り組むことは言うまでもないこと

だ。

あす、五所川原市で地域医療シンポが開催される。県の進め

るグランドデザインと住民の支持が得られない現在のマスター

プランに批判が集まるのは必定だ。住民の声が尊重されるシン

ポジウムであることを期待したい。
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2007・02・21（水）

彦根市の取り組み

産婦人科医確保へ待遇改善 　　彦根市、対策費3800万円

計上

『 京 都 新 聞 』 http://www.kyoto-np.co.jp/article.

php?mid=P2007022000142≥nre=A2&area=S20

 

滋賀県彦根市は市立病院の産婦人科医師を確保するため、２

００７年度から医師に着任支度金の支給や待機手当の増額など

待遇を改善する。

２６日開会の３月定例市議会に提案する市立病院事業特別会

計予算案に、医師確保対策事業費として３８００万円を計上し

た。

医事課によると、支度金は他の医療機関から着任する医師に

１人あたり５０万円支給する。予算案には２人分を計上した。

手術などの待機手当ては、現行の１回あたり昼９０００円、夜

１万２０００円を、４月から昼１万８０００円、夜２万円に増

額する。

また、医師定着のための職場環境改善策として、研修や研究

用の医療用品や映像機器などを２００万円で購入する。医師の

不足分を助産師による出産で補うため、新たに助産師５人を採

用する。
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さらに、看護師学校に在籍する学生３人を対象に、１人あた

り１カ月５万円の奨学金を貸与。看護師と助産師に移転料（転

居費用と交通費）を１人あたり１３万６０００円負担する。

彦根市立病院の産婦人科医師は３月末で現行の３人から１人

に減るが、後任医師が決まっておらず、４月から診療を制限す

る。

----------------------------------

市が住民の願いに応えるのはいわば当然のことなのだろう

が、昨今の住民不在の行政をあまりにも多くみせつけられてき

たわたしどもにはとても新鮮に見えるのは皮肉だ。

五所川原市の教育長が３月議会を前に辞任した。「市長と市

当局に猛省を促す」ための辞任という。

新年度予算に市内小中学校の障害のある子どもたちのための

教員配置などを要求したが、市長に「金がない。ダメだ」と言

われたという。一方では１９９億円の中核病院建設に問答無用

で金をかける市の体質に嫌気がさした教育長の行動は理解でき

る。

内容を充実させていく努力を捨て、ハコモノに巨額の投資を

することで窮状を乗り切ろうとする政治手法はすでに古い。
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2007・02・22（木）

西北五地域医療シンポジュウム

２月２１日、五所川原市で約６０名が参加し「西北五地域医

療シンポジュウム」が開催された。知事の講演に続いて同市西

北中央病院相澤中院長・同市市浦医科診療所岩村有泰所長・佐

川誠人県医療薬務課長・対馬逸子西北五地域医療研代表がそれ

ぞれの立場から、中核病院構想推進の意見を述べた。

医師不足を解決するために青森県は中核病院医療再編成を打

ち出した。この構想は全国に先立っておこなわれたものだ。後

がない青森県の切羽詰った苦肉の策と言えないこともない。

このシンポジュウムで、西北五圏域の中核病院構想の実現に

は解決すべき問題が山積していることが明らかになった。知事
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が語るバラ色の医療体制を西北五地域に実現すること（いわゆ

るマスタープラン）の道の遠さに参加者はのけ反った。具体的

な見通しがなにもないのである。

長期的取り組みはおこなわれているものの、目前の医師確保

の目途がたたない。１９９億円の中核病院建設で国や県からど

れだけ援助が得られるのかも未定。佐川誠人県医療薬務課長に

よれば、規模の縮小もありうるという。さらには、マスタープ

ランはまだ構想の段階だから住民に公開できる段階ではないと

いう（相澤）。これはおかしい。なぜなら、すでに建設用地は

決定し具体的に事業がスタートしているからである。先行きど

うなるかは不明、住民には内容を知らせない・・・こんな中核

病院構想など成立するわけがないし住民に支持されるわけがな

い。

失敗すれば多額の負債を抱えると同時に西北五地域の医療の

砂漠化は避けられない。シンポジュウムを主催した県の下部組

織「地域医療研」よ、あなたたちはどこを見ているのか。いい

かげん目を醒ませと言いたい。

同シンポジュウム開会前に、三村県知事あて「要請書」をお

届けした。以下、その文面。

------------------------------------------------

                       2007/02/21
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青森県知事

三村　申吾　様

    金木病院の救急体制を維持する会

    事務局　　　　　　一戸彰晃　拝

 金木病院の救急体制を復活する要請

知事におかれましては、日々ご公務にご精進のことと拝察申

し上げます。さて、本日「西北五地域医療研究会」と県が地域

医療シンポジウムを開催するにあたり、当金木病院を維持する

会として以下の要請をおこないたいと存じます。

１．青森県の医師充足率が４３％という全国だんとつの最下

位である状況を直視し、なぜこのような医療崩壊がおこったの

かの原因を明らかにし、同じ轍を踏まないようそこから青森県

の医療体制を再構築すること。

２．西北五地区のいわゆるマスタープランが当地域の医療崩

壊を防ぐことができるか否かは、以下の二点に集約されると思

います。多額の税金を投入する事業だけに慎重な取り組みをお

願いします。

イ）中核病院構想の妥当性・・・収支および運営面で無理は

ないのか。

ロ）中核病院持続の可能性・・・最重要課題である５５名の

医師招聘と維持をどうやって実現するのか、具体的方策はある

のか。

３．県が「自治体病院機能再編成」を推進する一方で、県内
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の地域医療崩壊が大きな社会問題となっています。今日明日の

住民の命がかかっているこの焦眉の問題について早急に対処く

ださるようお願いいたします。

４．４３年間地域４万人の命をまもってきた金木病院の救急

体制は、その役割の重要性から中核病院構想でも維持すること

が謳われています。金木病院の救急体制なくして中核病院構想

も成立しません。一日も早く救急が復活されるよう、県のご協

力を仰ぎます。

５．医療の砂漠化を防ぐには病院管理者・医師・住民の三者

一体の取り組みが必要です。医師の勤務状態の改善や病院機能

のスリム化など取り組むべき課題は山積しています。これら深

刻かつ根本的な問題を議論しつつ中核病院構想に取り組んでい

ただきたい。青森県の医療をどうやって守り育むのかという大

原則を常に視野に入れた県の積極的な取り組みに期待します。

青森県を日本一の医療県にしてくださるようお願いします。

--------------------------------------------------------------

コメント

Hekichin

支援者団体を探れ！

中核病院構想の裏にはほとんど業者行政間癒着の問題があるは

ずです。公共事業が増える見通しがない中、標的にされている

のが医療機関なのです。道路やスポーツレジャー施設であれ

ば、バッシングの嵐になりますが、医療福祉機関ならバッシン

グされにくいという現状があります。



金木病院救急再開物語（上）

403

また、電子カルテのような情報機器産業は不況業界の中、高額

な初期取引と一生食いつなげるだけの年間保守料が期待できる

からです。（年間1病院当たり１億以上の経費がかかり、一

度、入り込めば病院が潰れない限り一生、業者は食っていけま

す。）

野党系議員経由でもいいと思いますが、与党側の支援者団体に

必ず中抜き、癒着、利益分配の構造が見つかるはずです。その

辺から攻めてみてください。（病院建設反対！では一般住民か

らの支援は望めないでしょうし．．．）

活動初期にいろいろとバッシング系の書き込みをして申し訳あ

りませんでした。医療側の事情もかなり理解して頂けたようで

活動を遠くからですが実を結ぶよう応援しています！

管理者

情報ありがとうございます。

中核病院建設ではいろいろなウワサが飛び交っています。あり

うることだと思います。

某議員に早速この情報を提供しました。

ssd

西北五中核病院

気宇壮大はいいんですが有識者には「荒唐無稽」としか受け止

められておりません。

まず地に足の付いたプランにすることでしょうね。
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建築物などあとで、いくらでも建てられますが、スタッフの確

保は一朝一夕にはできません。

ゴン太

金木病院を守ろうを応援していますが

金木病院を守る以前に五所川原市が、破綻する！青森県内の自

治体病院、累積赤字が５５９億。中核病院建設に対して、１９

９億円が必要。国・県の負担金が明確にされていない。

五所川原市は、教育に関しても金が無いの一言で、予算が組め

ない状態。教育長は、責任をとり辞職する。今、話題の夕張の

次は五所川原市。

将来を築く子どもたちに予算が取れない市には未来が無い。医

師が定着しない原因に、教育環境が整っていないからという理

由もある。

今一度、市（行政）・県・病院（近隣）が一体となって考える

ことを望む。

税金の使い道を間違わないように願う。

新病院の建設は確かに必要。建設して夕張？いいのでしょうか

？

医師の確保もあやふや。見切り発車はやめてください。

ブログにアクセスしている方々、どう思います？
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2007・02・23（金）

市議会議長へ「請願書」提出

五所川原臨時市議会での議長選任にともない、本日「維持す

る会」が議長あて請願書を提出した。（以下、「請願書」）

------------------------------------

2007年2月23日

五所川原市議会議長

斉藤　一郎　殿

請願者

住所

青森県五所川原市○○○

氏名

金木病院の救急体制を維持する会　代表（事務局）○○○○

　≥　　　　　　　

紹介議員

○○○○　≥
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金木病院の救急体制復活に関する請願書

１．請願の趣旨

公立金木病院の救急体制は1964年以来42年にわたって地

域4万人の健康と命をまもってきました。このたび2007年1

月1日をもって救急が取り下げられたことは地域の人々に大き

な衝撃と不安を与えました。二万人署名は救急体制回復の住民

の切なる願いでありいまも変わりません。一日も早い救急体制

の復活を請願いたします。

２．請願項目

（１）医師確保の専門チームを早急に組織し、積極的に招聘

に取り組むこと。

（２）救急体制を維持し持続するために、圏内病院間の連携

や指定管理者制度の導入をも視野にいれた金木病院の医療体制

を抜本的に見直すこと。

以上、地方自治法第１２４条の規定により請願します。

------------------------------------

ちなみに請願を審議する民生常任委員会は

委員長　　秋元洋子（旧金木町　「自民クラブ」）
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副　　　　田中賢一（旧金木町　「誠風会」）

委　員　　平山秀直（旧五所川原　公明一人会派）

　　　　　山口孝夫（旧五所川原　「誠風会」）

　　　　　野呂国四郎（旧五所川原　「済済会」）

　　　　　加藤　磐（旧金木町　「自民クラブ」）

　　　　　工藤武則（旧市浦　「自民クラブ」）

公立金木病院組合議員は

古川幸治（旧金木町　「自民クラブ」）

松野武司（旧五所川原　「済済会」）

秋元洋子（旧金木町　「自民クラブ」）

桑田　茂（旧金木町　民主党一人会派）

各位には金木病院の救急回復のために鋭意努めていただきた

い。

コメント

ぽんぽこりん

毎日、ブログの更新ご苦労様です。

確認させていただきたいのですが、「金木病院の救急体制を維

持する会　代表（事務局）　○○○○」とありますが、こう

いった請願書を出す時は、もちろん会員の皆さんと話し合って

から行ってるのですよね。

アンケートにしても、「会」という名前を使うということは、

皆さんとの話し合いの元でやることにしたと解釈していいので
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すよね。

また、私は本日の夕刊で、議員の方々の所属委員会を知りまし

たが、管理人様は、朝６時ごろの時点でもう知っていらっ

しゃったとは、さすが情報入手が早いですね～。
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2007・02・24（土）

医師アンケートたたき台

医師アンケートをおこないますので、アンケート項目に関し

て医師各位からご意見を募ります。３月早々に青森県内の総合

病院（医局長あて）に発送し、郵送・ＦＡＸ・e-mailのいず

れかの方法で３月末日までにご回答をいただく予定です。早速

集計し、当ブログ等で公開します。

------------------------------------

青森県内総合病院

医局長　各位

金木病院の救急体制を維持する会

事務局　○○○○　拝

アンケートご協力のお願い

青森県の医師不足はきわめて深刻な状況です。この高いハー

ドルを乗り越え青森県の医療を確立するためには、管理者・医

師・住民の三者が一体となって問題解決に取り組む必要がある

と考えます。自治体の姿勢および住民の声はメディアでもしば

しば取り上げられています。しかし、実際に医療現場を担う医

師の生の声をお聞きする機会がなかなかありません。そこで、

医療の主体者である医師のアンケートを企画いたしました。こ

こから、より現実味のある青森県の医療体制の未来像が開ける

ものと思慮するところです。
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つきましては、趣旨ご理解いただき、貴病院の医師のみなさ

まにアンケートにご協力くださいますよう、よろしくお願いを

いたします。

【アンケートご回答】

３月３１日までに

①返信封筒

②ＦＡＸ(0173-○○-○○○○)

③e-mail(kinbyou@mail.goo.ne.jp)

のいずれかにてお願いいたします。

なお、アンケート集計結果はブログ「金木病院」等にて公開

いたしますことをご了解ください。

ブログ「金木病院」　http://blog.goo.ne.jp/kinbyou/

青森県内総合病院勤務医アンケート

１．あなたのご出身は？

Ａ　青森県

Ｂ　青森県以外の東北

Ｃ　北海道

Ｄ　その他（　　　　　）

２．あなたは何科の医師ですか？

Ａ　内科

Ｂ　外科

Ｃ　小児科
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Ｄ　産婦人科

Ｅ　その他（　　　　　）

３．どのようにして今の病院に就職されましたか？

Ａ　医局（又はそれに準ずる組織）から出向中

Ｂ　医局（又はそれに準ずる組織）からの紹介で

Ｃ　知人の紹介で

Ｄ　雑誌やネットの応募で

Ｅ　その他（　　　　　）

４．現在、時間外勤務は週に何時間程度ですか？

Ａ　週に５０時間以上

Ｂ　週に３０時間以上

Ｃ　週に１０時間以上

Ｄ　ほとんど無い

Ｅ　その他（　　　　　）

５．このまま今の病院に残りますか？

Ａ　残る

Ｂ　待遇が改善したら残る

Ｃ　医局（又はそれに準ずる組織）に従う

Ｄ　大学に帰りたい

Ｅ　開業する

Ｆ　民間医療法人に就職する

Ｇ　その他（　　　　　）

６．最近、地方の医師不足が言われておりますがご存知です
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か？

　　Ａ　知っている

　　Ｂ　聞いたことがある

　　Ｃ　実際に感じている

　　Ｄ　知らない

Ｅ　その他（　　　　　）

７．地方の医師不足にはどんな問題があるとお考えですか？

Ａ　地域住民の問題

（具体的に）

Ｂ　医師の問題

（具体的に）

Ｃ　病院管理の問題

（具体的に）

Ｄ　国策の問題

（具体的に）

Ｅ　これら全部の複合的問題

（具体的に）

Ｆ　その他

（具体的に）

８．ところで・・・患者さんにひどいことを言われたことが

ありますか？

Ａ　ある

（具体的に）

Ｂ　ない

（具体的に）
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Ｃ　その他

（具体的に）

９．これからも地域医療を支えるために、医師はどのように

努力すべきでしょうか？

Ａ　全力でサポートすべきだ

Ｂ　やれる範囲でサポートすべきだ

Ｃ　医局（又はそれに準ずる組織）の人事に従う

Ｄ　早く撤収したい

Ｅ　その他（　　　　　）

１０．自分の子どもを医師にしたいと思いますか？

Ａ　そう思う

Ｂ　そうは思わない

Ｃ　開業医ならしたい

Ｄ　勤務医ならしたい

Ｅ　その他（　　　　　）

☆アンケートご協力ありがとうございます。以下、別枠のア

ンケートにもご協力ください。

【救急勤務】

１．救急勤務をするうえでもっとも重要視するのは？

Ａ　高い給与

Ｂ　当直明けが休みとなること

Ｃ　訴訟やクレーム等のバックアップ

Ｄ　看護師等のスタッフの充実
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Ｅ　設備

Ｆ　その他（　　　　　）

２．救急勤務をするうえでもっとも疑問視するのは？

Ａ　安い給料

Ｂ　当直明けの平常勤務

Ｃ　専門科以外の対応

Ｄ　いわゆる「コンビニ受診」

Ｅ　その他（　　　　　）

【医療過誤裁判】

大野病院事件についてあなたはどう思いますか？

Ａ　被告は無罪

（具体的に）

Ｂ　被告は有罪

（具体的に）

Ｃ　医療過誤の定義に疑問がある

（具体的に）

Ｄ　医療は聖域だから、通常の裁判になじまない

Ｅ　過酷な医療現場では起こりうる事故で、問題のすり替え

だ

Ｆ　原告の気持ちを察すれば、責任を問われるのも止むを得

ない

Ｇ　その他（　　　　　）

---------------------------------------------
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コメント

地方の一医師

アンケート内容に関してですが、最後の医療過誤裁判

に関しての設問はほとんどの先生方がA.を選ばれると

思いますので、あまり意味がないかと考えます。

この設問はむしろ一般の方向きではないでしょうか？

あと、序文の『医療現場を担う医師の生の声があまり聞こえて

まいりません。』は『実際に医療現場を担う医師の生の声をお

聞きする機会がなかなかありません。そこで～』に変えたほう

がよりソフトな印象に

なるかと思います。

管理者

文言を変更しました。

「医療過誤裁判」の項目ですが、Ａに集中すればしたで医師の

声が明らかになりますから、また意味のあることではないかと

思います。いままさに渦中のテーマですから項目に入れておき

たいと考えます。

立木　志摩夫

うーん。読み落としているかもしれませんが、現在の金木病院

の医師、金木病院を辞められた医師の声が聞こえないのが凄く

気になりますね。

彼らはどう思っているのですか？

もしかしてこの市民運動は彼らと非常に友好的な関係を作るこ

とにいまだ成功していないのではないですか？？
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管理者

＞立木志摩夫さま

どう思っておられるのでしょうか。コメントが寄せられてまい

りません。白い巨塔なのか、なにか他にワケがあるのか・・

・。

管理者・医師・住民が一体とならなければ地域医療は成立しな

いと思うのですが。金木病院の医師の声が欲しいですね。
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2007・02・25（日）

小児科医の過労死

時間外勤務が月１００時間超、小児科医の「過労死」認定

2007年02月23日12時30分

『朝日新聞』http://www.asahi.com/national/update/

0223/TKY200702230220.html

北海道北部の２カ所の総合病院で勤務し、０３年１０月に突

然死した旭川市の小児科医（当時３１）の遺族から出されてい

た労災申請について、北海道労働局は労災を認定し、遺族補償

年金の支給を決めた。

医師は０２年４月から０３年８月まで、道北地方の公立病院

で働き、同年１０月から別の民間病院に移り、６日目に亡く

なった。申請を担当した弁護士によると、公立病院時代に月の

時間外勤務が平均１００時間を超え、泊まり込みの当直も３、

４回。病院外で救急患者のため待機する当番も月２０～２５日

あり、多い日は１晩に５回呼び出された。民間病院でも５日間

で３２時間の時間外労働をした。遺族は過労死にあたるとして

０４年１１月に労災認定を申請していた。

医師の遺族は労災保険の対象ではない公立病院の勤務も過労

死にあたるとして、０５年１月に地方公務員災害補償基金北海

道支部に公務災害の認定を求めた。昨年１２月に資料不足など

を理由に却下されたあと、現在、不服申し立てをしている。

----------------------------------------
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医師不足が、命を救うべき医師の命を奪ってしまった。医師

招聘がままならないまま医療現場は容赦なく動く・・・空恐ろ

しい光景だ。

そういえば先日の地域医療研主催のシンポジウムで、地域の

人々が医師に感謝することが大切だ（対馬逸子代表）とか、

「医師が意欲をもって働けるような環境づくりを地元のみなさ

んがつくってくれないと（医師は）なかなか定着しない。定着

しなければ医師不足というものは解消しない、ということがあ

ろうかと思います」（佐川誠人県医療薬務課長）という発言が

あった。

なかには例外もあろうが、一般的に患者は医師に感謝してい

る。私が聞いたひとたちはみな医師に「ありがとうございま

す」というそうだ。いったいどこの病院の話をしているのだろ

う、首をひねらざるを得ない。県の発言にも仰け反る。まさか

そんな「のどか」な方法で医師を招聘・維持できるわけがな

い。本気だとしたらあまりにも現状認識が甘すぎるし、本気で

ないとしたら住民を惑わすものだ。深刻な医師不足と医療崩壊

をむやみに住民の責任に転嫁するのはどうか。先の暗い青森県

の医師不足対策の一コマではある。

※深刻な医療現場。（署名運動を揶揄するくだりは少々頷首

できませんが・・・。）

【産科を閉じて】（flash）
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コメント

アンディ

>「医師が意欲をもって働けるような環境づくりを地元のみな

さんがつくってくれないと（医師は）なかなか定着しない。定

着しなければ医師不足というものは解消しない、ということが

あろうかと思います」

まったくもってその通りだと思いますけれど？

現状の医師が辞めていくという環境をして「すでに意志が意欲

を持って働けるような環境である」とお考えですか？

それならそもそもこんな問題になってないはずですけど。

>まさかそんな「のどか」な方法で医師を招聘・維持できるわ

けがない。

働ける環境づくり、が否定されるということは、強制徴用でも

するつもりなのでしょうか。

それでは医師が定着…するかもしれませんがもはや外道の所業

ですね。

外してはならない最低限の人の道だと思うんですよ。そこは。

>本気だとしたらあまりにも現状認識が甘すぎるし、本気でな

いとしたら住民を惑わすものだ。深刻な医師不足と医療崩壊を

むやみに住民の責任に転嫁するのはどうか。
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住民に責任はない。悪いのは医師と行政、ですか？

病院を利用するのは住民であるわけですから、働きたいと思え

るような環境を作るには住民の協力は不可欠ですし、議会、市

長を選出したのは他ならぬ住民でしょうに。

>署名運動を揶揄するくだりは少々頷首できませんが・・・。

あれは｢ 署名はしますがお金は出しません」という態度がよく

ない、といわれているだけです。

タダで医師が来てくれるなら来てほしい、が、わざわざお金な

んて出してたまるか、というような考えの人が多い所に行くな

んて人いないでしょう。

ところで、3人の内科医で24時間回そうと思うと、時間外労

働が一人頭何時間必要になるかご存知ですか？
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2007・02・26（月）

県医師不足の構造

本県の充足率東北一　新年度臨床研修　弘大含めると最低に

『 東 奥 日 報 』 07.2.25 　 http://www.toonippo.co.jp/

news_too/nto2007/20070225091238.asp

新年度、卒後臨床研修を予定している医学生と研修指定病院

の組み合わせ（マッチング）で、大学病院を除いた臨床研修病

院の充足率は本県が74.6％で、東北六県のうち最高だったこ

とが、医師臨床研修マッチング協議会の調べで分かった。逆に

大学病院を含めると本県の充足率は51.7％と東北で最低。弘

前大学医学部付属病院の充足率低迷が、県全体の数字に大きな

影響を与えていることが浮き彫りとなった。

弘大病院を除いた本県の十一の臨床研修指定病院の定員は七

十一人。これに対し本年度、五十三人の医学生の臨床研修希望

者があり、充足率は74.6％と前年度より10ポイントも伸び、

東北六県平均65.6％を大きく上回った。

県立中央病院（青森市）、青森市民病院、八戸市民病院、十

和田中央病院が充足率100％に達し、県全体の数字を大きく

押し上げている。

一方、弘大病院は四十七人の定員に対し研修希望は八人にと

どまり、充足率は17％と全国国立大病院で最低。この影響で

大学病院を含めた本県の充足率は51.7 ％と東北最低、全国
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ワースト5位となった。

※東北6県のマッチング結果（2007年度）

青森　臨床研修病院マッチ数　 53/71　充足率（74.6%）

　　　　大学病院マッチ数　　　  　8/47　充足率（17.

0%）

岩手　臨床研修病院マッチ数　 53/76　充足率（70.0%）

　　　　大学病院マッチ数　　　  　3/30　充足率（10.

0%）

宮城　臨床研修病院マッチ数　78/134　充足率（58.2%）

　　　　大学病院マッチ数　　　 　27/40　充足率（67.

5%）

秋田　臨床研修病院マッチ数　 58/87　充足率（66.7%）

　　　　大学病院マッチ数　　　 　11/40　充足率（27.

5%）

山形　臨床研修病院マッチ数　 42/62　充足率（67.7%）

　　　　大学病院マッチ数　　　 　29/50　充足率（58.

0%）

福島　臨床研修病院マッチ数　 60/94　充足率（63.8%）

　　　　大学病院マッチ数　　　 　22/45　充足率（48.

9%）

合計　臨床研修病院マッチ数　344/524 　充足率（65.

6%）

　　　　大学病院マッチ数　　　　 100/252 　充足率

（39.7%）
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要するに、本県の臨床研修医充足率は東北で最下位である。

その原因は弘前大学医学部附属病院に臨床研修医が残らないこ

とにある。もとより北東北の医師不足は特に深刻なおりから青

森県の充足率は全国でも最下位クラスであることは想像に難く

ない。

金木病院のような地域の病院が医師招聘を行う場合、まず県

にお願いする。そして県は弘前大学にお願いするというのが従

来のパターンであるが、弘前大学自体が臨床研修医不足に陥っ

ていて医療現場で彼らのサポートが得られないためベテラン医

師が地方の病院へ赴くことができないというのが青森県の医師

不足の構造である。今日の報道で、１８診療科・４７４床・４

７９人の職員数をほこる青森労災病院が弘大派遣医の異動によ

り常勤産科医不足となり４月から分娩が中止になることが明ら

かになった・・・。

仮に東北平均39.7%の臨床研修医が弘前大学医学部附属病

院に残ったとすれば、18.6人となり現在より10.6人増える。

もちろん単純計算だが、６つの医療圏に１～２名の医師を派遣

することが可能となる。もしも宮城のように67.5%を達成す

ることができれば23.7人増となり各医療圏に3～4人の派遣

が可能となる。

大畑が救われる。金木病院の救急復活が現実のものとなる。

中核病院構想と医師不足で野戦病院化したむつ総合病院も八戸
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市立市民病院もひといきつけるし、深浦の赤ひげ先生をサポー

トする医師も招聘できるかもしれない・・と考えたら、弘前大

学医学部附属病院の役割の大きさと責任の重さをあらためて感

じたものだ。臨床研修医にとって魅力ある現場となるよう全力

を尽してもらいたい。

【参考】弘大の研修医充足率が全国最下位（『東奥日報』

06.10.20）

http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2006/

20061020093943.asp

コメント

田舎の医師

アンケート

返信がたくさん来ると良いですね。

アンケート結果も公表していただけると幸いです。

管理者

明日、県内の総合病院ドクター数を確認します。

先日、ある県内の病院事務に医師数を問い合わせましたら「お

世話になっております」と言われました。金木病院問題を医療

現場が意識してくれていることがうれしかったです。

アンディ

初期臨床研修医の定着率も伸び悩む中、医師招聘にもさぞかし

苦労されていることでしょう。と思いきや。

管理人様ではありませんが仰け反るような事実が発覚。
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医師募集の広告をうったからといって応募があるとは限りませ

んが、打たないことには応募はありません。

とある医師求人サイトの東北地方の欄で、他県では私立公立問

わず何十件と求人があるにもかかわらず、青森県の病院では

(常勤募集は)1件だけ。

ここ、笑うところですか？

それはさておき。

>仮に東北平均39.7%の臨床研修医が弘前大学医学部附属病院

に残ったとすれば、18.6人となり現在より10.6人増える。

この計算で増えるのは「弘前大付属病院　初期臨床研修医」で

すね。

>もちろん単純計算だが、６つの医療圏に１～２名の医師を派

遣することが可能となる。

初期臨床研修医は派遣出来ないでしょう。

そもそもどの科にも所属しているわけではないのですから。

せいぜい地域医療の期間、1ヶ月/2年ですね。派遣できると

して。

そもそも、後期研修以降の人数で計算するべきものです。初期

臨床研修医の人数では何も評価できません。
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>大畑が救われる。金木病院の救急復活が現実のものとなる。

中核病院構想と医師不足で野戦病院化したむつ総合病院も八戸

市立市民病院もひといきつけるし、深浦の赤ひげ先生をサポー

トする医師も招聘できるかもしれない・・と考えたら、弘前大

学医学部附属病院の役割の大きさと責任の重さをあらためて感

じたものだ。臨床研修医にとって魅力ある現場となるよう全力

を尽してもらいたい。

次のマッチングで研修医が入ってくるのは2008年春。

その研修医が研修を終えるのが2010年春。

3年後のことを見据えるのは結構なことだと思いますが、その

発言にはさすがの私も仰け反りました。

まさかそんな「のどか」な認識で医師を招聘・維持できるわけ

がありません。本気だとしたらあまりにも現状認識が甘すぎる

し、本気でないとしたら読者を惑わすものです。深刻な医師不

足と医療崩壊をむやみに初期臨床研修の責任に転嫁するのはい

かがなものでしょうか。先の暗い青森県の医師不足対策の一コ

マです。

もちろん大学をはじめ県内の臨床研修病院を魅力的なものにす

ることは大切ですが、それと現在直面している問題とは直接関

係ありません。

すべての問題の根本が初期臨床研修にあるという考え方はそろ

そろやめにしませんか？
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ssd

だいぶ認識がよくなってきましたが

もう少し情報。

十和田市立病院と八戸市民病院は東北大系で

ほとんどの研修医は東北大学に戻ります。

弘前大にはどうやっても戻らないでしょう。
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2007・02・28（水）

財政再建とマスタープラン

【参考】『陸奥新報』 http://www.mutusinpou.co.jp/

news/07022702.html

五所川原市が財政健全化計画成案

会計規模５０億円圧縮　５ヶ年計画　債権団体転落を回避

五所川原市は二十六日、財政健全化計画の成案を公表した。

計画期間は五ヶ年（二〇〇七―一一年度）とし、期間中の財政

試算を付した。人件費削減や建設事業の抑制により、〇六年度

決算見込みでは約二百九十億円となる普通会計（一般会計を含

む）の規模を、五年間で約二百四十億円程度にまで圧縮するな

どし、財政再建団体への転落を回避する。

市は〇五年度から一般会計にカラ財源を計上。同年度は決算

時に黒字化したが、〇六年度決算見込みは三億九千六百万円の

赤字。〇七年度当初にも三億九千六百万円のカラ財源を計上す

る危機的状況にある。

・・・（中略）・・・

西北五地域自治体病院機能再編成に伴う中核病院の整備費は

盛り込んでいない。マスタープランでは一一年度完成を目指し

ているが、市財政課によると、主たる元金償還の据え置き期間

を考慮すると、財政見通しへの影響は大きくないとする。（2.

27『陸奥新報』）

------------------------------------------------
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財政見通しへの影響は大きくない・・・。計画通りに病院が

機能してこそ償還も可能だ。ポイントはひとえに医師招聘にか

かっている。この医師不足時代に５５名の医師を維持すること

は可能だろうか。いずれにしろ据え置き期間はあれ、借金は借

金。市の危機的財政状態を見て１９９億円もの中核病院建設が

将来大きな財政的負担になるのはだれの目にも明らかだろうと

思う。

中核病院建設構想は７～８年前にはじまったと聞くが、医療

現場がその後急激に変化したことを考えると、はたしてマス

タープランで地域医療が守れるのかといった根本的な問題にま

でメスを入れ再検討することも必要ではないかと考える。

兵庫県但馬では住民２７０人が集会を開き再編撤回をアピー

ルしたという。

http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/hyogo/

news/20070226ddlk28040262000c.html

医療連携と現存の施設の改築などによる有効利用によって金

のかからない現実的な対策こそが今求められているのではない

だろうか・・市の財政危機にそんな思いを懐いた。
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