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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
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2007・03・01（木）

中核病院構想建設費計上見送り

病院建設費計上見送り／五所川原

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

20070301121745.asp

 

つがる西北五広域連合が建設を予定している西北五地域の新

中核病院の基本設計費などについて、同連合加盟の五所川原市

が分担金八千五百万円余を二〇〇七年度当初予算案に計上して

いないことが二十八日、明らかになった。市は、国と県の財政

支援が固まっていないことなどを計上見送りの理由に挙げ、〇

七年度補正予算で対応する方針だが、一一年度中としている開

業時期が遅れる可能性も出てきた。

中核病院は概算の建設費が約百九十九億円。国や県からの財

政支援分以外について、同連合加盟の六市町が五所川原７８・

５８％、つがる９・４８％、中泊３・８５％、鶴田３・３１

％、鯵ケ沢２・６４％、深浦２・１４％の割合で費用負担す

る。

同連合が〇七年度に予定していた病院建設関連予算は基本設

計費など約一億九百万円で、負担割合に応じて六市町に〇七年

度当初予算計上を求めていた。
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しかし、五所川原市財政部などによると、（１）国や県によ

る財政支援が具体化していない（２）西北五のその他の自治体

病院機能再編成や運営費負担割合などが不確定－などを理由

に、同市は当初予算段階での計上を見送った。

同連合は、同市から二月に入って連絡を受け、他の五市町に

予算計上延期を要請した。

コメント

田舎の医師

箱物行政

に参加しなくて正解です。
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2007・03・02（金）

医師アンケート発送

３月１日、青森県内１３の総合病院へ「医師アンケート」を

発送しました。対象医師数は７４０名。

締め切りは３月３１日。多数の回答が寄せられることを期待

します。

コメント

田舎の医師

７４０

割る１３だとひとつの病院に

56名の医師がいるのでは？

結構多いですね

管理者

弘前大学医学部附属病院に２３４名、県立中央病院に１０３名

います。

他の病院は２０名～６０名くらいです。

立木　志摩夫

ううーーん

「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。」

とかのんきなことを言っている場合じゃないと思うんですけど

ねぇ。
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もし、貴君達の運動が、当の医師達と連帯していなければうま

くいくわけないですよ？？

万一反感を買ってたりすると次は救急だけでなく、病院そのも

のが無くなりますよ？今残っている医者すら逃げますよ？？

色んな所にアンケートを発送するよりも、あらゆる伝手を頼っ

てでも今の医師との良好な関係を作るのが先決だと思います

よ。

TM

＞万一反感を買ってたりすると次は救急だけでなく、病院その

ものが無くなりますよ？今残っている医者すら逃げますよ？？

私もそう思います．今の金木病院の問題は救急体制の復活では

なく病院（病床）を維持していけるかどうかなのではないで

しょうか．救急体制の復活を要求する気持ちは分かりますが

（現在も救急車以外の急患は受け入れているのですよね？），

常勤医4-5 人の体制で24 時間救急車を受け入れが，医師に

とってどれだけ負担が大きいか今一度考えたほうがいいと思い

ます．

管理者

ドクターがどのように感じているかは大事な点だと受け止めま

した。その件も確認したいと思います。

＞常勤医4-5人の体制で24時間救急車を受け入れ

もちろん不可能なことはわかっています。わたしが訪ねた民間

医療法人が運営する金木病院と同規模の病院（ベッド数２０
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０）では２５名の常勤医体制でした。救急復活とともにそれを

継続して維持できる体制を真剣に考えないといけません。管理

者や病院議員が早急に取り組むべき課題だと考えます。

TM

管理人さまが以前

＞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。

と述べておりましたのでコメントしました．不可能であると分

かっていることを要求されれば現場の医師はやる気をなくして

いくことと思います．

地方の一医師

こんにちは。

＞今の医師との良好な関係を作るのが先決だと思いますよ。

いろんな意見があるようですが、医師との良好な

関係を作るためにはそれぞれの医師の考え方を知る

必要があると思います。

そのためにもアンケートは有効かと思います。

また救急復活についても最終的な目標であって

そこに至るまでにはいくつもの段階を経ていく

必要があることは管理人さんもご理解していること

と思います。
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管理者

まだ回答はさほど多くはありませんが、ドクターのいつわらざ

る心境がうかがえます。大変参考になりますし激励もいただい

ております。

どれを先にするとかしないとかの問題でなく、救急の回復と維

持のために幅広い取り組みが必要であることは承知しておりま

す。住民の力ではどうしても乗り越えられない問題もありま

す。しかし、そのことをも視野に入れた住民運動でなければ医

療の現実から乖離したものとなり無意味ですらあろうかと思う

ところです。

金木病院の医師が地域住民に不満をいだいているということは

ないと、ある方からおしえていただきました。話は堂々巡りで

すが、結局は県全体が医師不足におちいっているということで

す。

県や自治体がこれまでのような官的対応を反省し、民から多く

を学ばなければならないと感じているところです。
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2007・03・03（土）

低所得層８４％が不安

経済力で医療に格差‐低所得者層の４割が受診控え

『薬事日報』http://www.yakuji.co.jp/entry2289.html

日本医療政策機構は、「日本の医療に関する２００７年世論

調査報告」を公表した。報告書では、経済力によって医療への

不満や不安に２倍以上の格差があることが分かった。また、▽

ジェネリック薬ではなく、より高価なブランド薬を選ぶ場合の

差額▽高額所得者の医療費－－などについては、半数以上が公

費で負担せずに自己負担を引き上げることに賛成していた。

調査は今年１月に実施。回答数１３１８人をもとに、「高所

得・高資産層（年収８００万円以上かつ純金融資産２０００万

円以上）」（全体の６％）、「低所得・低資産層（年収３００

万円以下かつ純金融資産３００万円未満）」（16％）、「中

間層」（78％）に分類し分析した。

結果をみると、「将来医療費を払えないことに不安」な人の

割合は、高所得・高資産層では36％であったのに対し、中間

層で74％、低所得・低資産層では84％にのぼった。また、

費用がかかるという理由で過去12カ月以内に「具合が悪いと

ころがあるのに医療機関に行かなかったことがある」人の割合

は、高所得・高資産層で16％だったが、中間層で25％、低

所得・低資産層では40％もあり、経済力の弱い人に受診抑制

が生じている傾向がみられている。
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医療制度を、[1]高負担高給付・平等[2]低負担低給付・平

等[3]低負担低給付・自己選択－－とした場合、57％の人が

「低負担低給付・平等」を選択した。「高負担高給付・平等」

は12％、「低負担低給付・自己選択」は25％だった。特に

低所得低資産層は「低負担低給付・平等」を67％が支持して

いる。それに対し、高所得・高資産層では「低負担低給付・自

己選択」を支持する人が44％で最も多かった。

また、内容によっては、自己負担の増加が支持される項目が

あることも分かった。▽高額所得者の医療費▽ジェネリック薬

ではなく、より高価なブランド薬を選ぶ場合の差額▽救急性が

低い症状で夜間救急を利用した医療費▽本人の努力次第で予防

可能な生活習慣病の医療費－－などは、過半数を超える人たち

が、自己負担を増やすことに賛成していた。

その一方で、「保険財政に負担がかかる高額な先端医療の費

用」では75％、「日常的に発生する小額の医療費」でも59

％の人が、費用水準で一律に基準を設け、給付対象から外す考

え方に反対していた。

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

制度決定への患者参画についても調査がおこなわれている。

「国や地方の医療制度の審議会に市民、患者代表を入れるこ

とを義務付けるべきだ」との考え方に賛成する人は回答者の九

割近くに上った。また、医療制度改革を誰が主導して決定すべ
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きか（三つまで回答）では「市民代表、患者代表」（６２％）

が最も多く、次いで「専門家、有識者」（５６％）、「医療提

供者」（３９％）、「厚生労働省」（３８％）の順だった。

『陸奥新報』07.3.2　http://www.mutusinpou.co.jp/

医療を厚生労働省が仕切ってきたから現在の医療崩壊があ

る。医療提供者・医師・市民（患者）が一体とならなければこ

の国の医療に未来はない。中が見えにくい「医療」を市民が参

画できる透明性のあるものにしていかなければならないと考え

る。
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2007・03・04（日）

『崩壊する日本の医療』

昭和四八年に老人医療が無料となり、そのため総合病院の

ベッドが高齢者で溢れ、救急患者を受け入れられない事態にな

りました。そのため昭和五〇年ごろから老人を専門に入院させ

る老人病院が急増したのです。老人病院は出来高払いだったた

め、検査や治療が多いほど病院はもうかりました。介護という

概念はなく、老人は病人という建前で入院していたのです。老

人福祉が遅れ、老人病院が高齢者介護の受け皿となっていたの

です。・・高齢者の住宅介護や介護施設などの整備は、国が老

人施設として行うべきですが、病院がそれを引き継いだので

す。

そして平成一二年に介護保険が開始され、病院は医療から介

護を併用した時代の流れに乗ることになりました。それまでの

病床は一人当たり四・三平方メートル以上と規定されていまし

たが、療養病床は車イスが入れるように六・四平方メートル以

上とより広く規定されたのです。さらに食堂や談話室を設け、

廊下の幅も通常の病院の一・五倍に広く設定されたのです。そ

のため多くの病院はベッドのスペースを広げるため、借金をし

て改築をおこないました。今回の診療報酬の改定は、その借金

を返す前に療養病床を二三万減らすという政策なのです。今後

の高齢者対策を議論せず、高齢化社会の視点を無視して、財政

論を優先させての突然の政策変換でした。

（鈴木厚著『崩壊する日本の医療』　老人医療の変遷　から）

-----------------------------------------------
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この国はいったい何を考えているのだろう。医療は命をまも

る聖域。市場原理システムはなじまない。
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2007・03・05（月）

整形外科医不在に

七戸、三戸病院　弘大が派遣中止　来月から非常勤対応

『 東 奥 日 報 』 07.2.5 　 http://www.toonippo.co.jp/

news_too/nto2007/20070305090038.asp

公立七戸病院（七戸町）と三戸中央病院（三戸町）の整形外

科常勤医が四月から不在になる可能性が高いことが四日、分

かった。弘前大医学部が、医師の意向などを踏まえ、両病院の

唯一の整形外科常勤医の派遣を行わないことを決めたため、数

週日の非常勤派遣が検討されている。七戸町には整形外科の開

業医もおらず、七戸病院は「整形外科の患者が増えている中、

常勤医不在の影響は少なくない」としている。

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

【参考】三戸中央･ 田子両病院 来年度相互に医師派遣

『デイリー東北』06.12.16　

http://www.daily-tohoku.co.jp/news/2006/12/16/

new06121601.htm

昨年末県肝いりでおこなわれた三戸地域の医療連携。田子病

院とともにその拠点病院たるべき三戸中央病院に整形外科常勤

医が不在となる。社会はますます高齢化し老人の骨折など増加

することがあきらかな状況で、このたびの派遣中止は県の集約

化計画が医師不足下では焼け石に水であることを露呈したもの
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だ。

そういえば・・県庁でおこなわれた連携調印式の写真が『東

奥日報』に掲載されていたが、県関係者の表情にくらべて病院

関係者の表情の暗さが印象深かった。
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2007・03・06（火）

宙に浮く！？中核病院構想

西北五中核病院建設で知事見解　圏域事情具体的に提示を

『東奥日報』07.3.6 http://www.toonippo.co.jp/

西北五圏域の新中核病院建設計画で、五所川原市が国と県の

財政支援が固まっていないことなどを理由に二〇〇七年度当初

予算に基本設計費を計上しなかったことについて、三村申吾知

事は五日の定例記者会見で「圏域の事情を具体的に提示してい

ただきたい」とし、中核病院のほか、周辺病院の役割や医療機

能を明確にするように求めた。

知事は「まず財政負担ありきでない。周辺病院を含めた具体

的な医療機能、規模を早期に決定し、それを前提にした経営

シュミレーションを行っていただきたい。圏域の医療や病院経

営について事情を具体的に提示してもらうように、つがる西北

五広域連合にお願いしている。具体的な提示を基に、県や市町

村の役割を見極めながら可能な限り協議していきたい」と語っ

た。

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

西北五広域連合はすでにマスタープランを完成させている。

これには１９９億円の中核病院建設と周辺の病院（サテライト

病院）の役割が記されていて、その内容はけっしてアバウトな

ものではない。診療科、医療機能、病床数、１日平均入院患者
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数、１日平均外来患者数、医師数が明示されていて、中核病院

にあっては医師および職員の具体的な給与まで決められてい

る。知事の求める「具体的な提示」とは、このマスタープラン

では現状に即した具体性に欠けるということで受け入れられな

いということを意味する。

五所川原市議会一般質問で花田進議員（共産）が、現在ある

西北五中央病院の増改築による圏域の医療構想を質した。蒔田

西北中央病院事務局長は、土地の手狭さと解体と新築の同時進

行の難しさや用地取得費などをあげている。市の中心部にある

現在の病院を有効に活用してもらいたいというのが市民の声で

ある。空洞化を防ぎ街の活性化につながるからだ。またアクセ

スも便利だ。管理者はこの根強い意見に具体的な数字をもって

答える義務があるだろう。市民の理解を得るために議論を尽く

すことをが求められている。

マスタープラン「今後の想定スケジュール」では、

平成１８年度　中核病院の基本設計等、広域連合規約の変更

等

平成１９年度～２０年度　中核病院の実施計画等、職員の教

育・研修

　

平成２１年度～２３年度　中核病院の建設、開設許可手続の

開始、職員の教育・研修　各病院の機能転換に伴う改修等
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平成２３年度　中核病院の開院、各病院の機能転換等

となっているが、事業は候補地が決定したばかり。ゼロ予算

で設計業者も決められない状態だ。ますます深刻化する医師不

足、先の見えない市の財政・・・中核病院構想を再検討する必

要があるのではないか。無理をして推し進めた結果、圏域の医

療の砂漠化と多額の負債をもたらしたとなればその責任は限り

なく重い。
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2007・03・07（水）

コメントを公開

３月１日発送の青森県内総合病院勤務医アンケートが届いて

います。集計は４月上旬を予定していますが、各位からのコメ

ントは随時紹介いたします。

下記にHPを開設いたしました。どうぞご覧ください。（当

ブログ「ブックマーク」にもリンクしています）

DOCTOR ENQUETE

http://members.goo.ne.jp/home/kinbyou

医療現場からの切実な声に青森県の医療の見通しの暗さを感

じる。そんな状況下、厚生労働省は新年度から医師や歯科医師

に対する行政処分を厳しく見直すというニュースをある方から

お知らせいただいた。いったいこの国はなにを考えているのだ

ろう・・・医師不足を助長する以外のなにものでもない。

http://www.asahi.com/national/update/0305/

TKY200703050245.html

コメント

一内科医

コメント公開ありがとうございます

管理人さんへ
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アンケートのコメント公開ありがとうございます。地方の一内

科医として、06年12月からブログを読んでいます。最初はサ

イトの内容に批判的でしたが、管理人さんががんばってらっ

しゃるのを見て、今は応援しています。アンケートが青森県の

医療改善につながればいいですね。
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2007・03・08（木）

組合議長に請願書

「救急体制復活を」　金木病院を維持する会

『陸奥新報』　http://www.mutusinpou.co.jp/

五所川原市の公立金木病院が医師不足のため一月から救急車

受入れを休止している問題で、地元有志でつくる金木病院の救

急体制を維持する会は七日、病院を運営する公立金木病院組合

の議会議長あてに、救急体制の早期復活を求める請願書を提出

した。

病院組合事務局は「病院組合を構成する五所川原市、中泊町

両議会が（一月までに）改選したため、組合議会の組織会後に

取り扱いを話し合うことになる」とした。

同会は二月にも同市議会議長に請願書を提出。市議会は今月

七日の民生常任委員会で取り扱いを協議し、継続審査とした。

同会は近く、中泊町議会議長にも同様の趣旨の請願書を提出

する方針で、同会事務局の一戸彰晃さんは「住民の悲願である

救急復活のため、病院に関係する三議会に訴えたい」などとし

た。

金木病院議会に救急車復活を請願　五所川原の住民団体

『東奥日報』　http://www.toonippo.co.jp/

公立金木病院（五所川原市）が医師不足で救急車受入れを休

止している問題で、同市の住民団体・金木病院の救急体制を維
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持する会は七日、同病院組合議会に、救急体制復活のため

（１）積極的な医師確保（２）病院間連携や指定管理者制導入

も視野に入れた同病院の体制見直し―を求める請願書を提出し

た。中泊町議会にも八日、提出予定。

維持する会は二月下旬、五所川原市議会に同内容の請願書を

提出したが、市議会民生常任委員会は七日、病院運営が同市単

独ではなく、同市と中泊町で構成する公立金木病院組合である

ことなどから「継続審査」扱いとした。維持する会はこれを受

け、病院組合議会と中泊町にも請願することにした。

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

五所川原市議会の対応に不満が残るが、「病院運営が同市単

独ではなく、同市と中泊町で構成する公立金木病院組合であ

る」という理由で請願が保留になったのであれば、関係二議会

にも請願しなければならない。これらが受理されれば、五所川

原市議会は保留の根拠を失うことになる。今後の展開を見守り

たい。

病院管理者も医師招聘に取り組んでいるのだろうが、いまだ

成果がみえない。某県議会議員は個人的に医師招聘に動いてい

ると聞く。またわたしも京都の民間医療法人理事長に会い、医

師招聘の可能性について忌憚のない話をさせていただいた。こ

れらの努力がいまひとつ実らないのは、医師招聘に取り組む要

素の「組織化」がおこなわれていないからだ。情報収集・分析

・あらゆる可能性への果敢な取り組み・・これらは関係者が有

機的に動かなければできるものではない。
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今日も暗いニュースが続く。前期日程での弘前大学医学部合

格者は５０人だが、青森県出身者はたった２人（前年比３人

減）。これでは医師補充と維持はとてもおぼつかない。県外の

医学生が青森県に留まるには、それなりのメリットがなければ

ならないが、当ブログに寄せられている「医師アンケート」の

コメントを見ると、弘前大学医学部はどうも魅力つくりの努力

が足らないようだ。

本日の『東奥日報』のトップには同社による「県政世論調

査」が掲載されている。これによれば、県民が最も重要と考え

る県政の課題の第二位が「医師不足など医療対策（２８．１

％）」である。これを受けて三村県知事は「医師定着の仕組み

つくり」に努力するとコメントしているが、医師不足という高

いハードルを乗り越える具体策を示すことこそ焦眉の問題だと

思う。たとえば弘大医学部のありかたはこれでいいのか？極端

な勤務医不足に対して県はどう対処するのか？・・などなど。

医師不足によってやむを得ず医師を集約化しその結果地域医療

が崩壊しつつあるというのが実態であるのに対し、医療再編と

いう言葉で県民にむやみに「明るい未来」への期待を懐かせる

のはどうかと思う。
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2007・03・09（金）

中泊町議長に請願書

３月８日、金木病院の救急体制を維持する会は紹介議員６名

の署名と共に中泊町議長に救急復活を願う請願書を提出、受理

された。この請願は６月議会に当該委員会に付託される。

公立金木病院のいわば共同経営者である中泊町の６人の議員

から賛同と協力を得たことは実に大きいものがある。金木病院

の救急停止では、中泊町の住民がより多大な不便を強いられて

いる。それだけに金木病院問題では中泊町は積極的に取り組ん

でおり、町長のご子息の外科医がこの春から金木病院に赴任す

ることなども決まっている。

病院組合議会の議員構成は五所川原市４名、中泊町３名。金

木病院の救急復活にむけて積極的かつ建設的な議論が期待でき

ることになった。

このたび紹介議員としてご協力いただいた中泊町議員のみな

さまに、心からお礼を申し上げます。
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2007・03・10（土）

また滋賀県

県議会：５０億減額、補正予算案を可決　医師確保条例案な

ども　／滋賀

『毎日新聞』

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

news/20070309ddlk25010558000c.html

医師確保対策基金では３億円を積み立てた。県医務薬務課に

よると同内容の基金は全国的にも異例。０７年度当初予算案に

も医師確保対策事業が盛り込まれているが、基金創設について

は「中長期的な対応も必要で、医師確保への県の姿勢を明確に

したもの」としている。

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

自治体病院が医師不足に陥っているのは全国共通の現象だ。

滋賀は彦根産婦人科問題で全国の注目を浴びている。当初８，

０００筆をめざした住民運動は５０，０００筆をこえる「住民

の声」を集めたが、署名提出前に市が医師招聘対策に動いたこ

とは実に良心的だった。金木病院救急維持二万人署名に対する

市の対応とは１８０度の違いがある・・・民度の差なのだろう

か。

その滋賀県がこのたび「全国的にも異例」という「医師確保

対策基金」を設けた。この英断を高く評価したい。青森県では
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医師不足問題に根本的に取り組むことなく、「医療再編成」な

どという現実をわきまえない抽象的なグランドデザインによっ

て医療問題を解決しようとしている。貧しい県は医療の取り組

みもまた貧しい。やたら滋賀がうらやましく思われる・・・。
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2007・03・11（日）

地元紙がおおきく取り上げる

県内１３病院調査

勤務医　過剰労働に悲鳴　「官民一体で改善を」　

コンビニ感覚で患者受診　時間外１２０時間以上カット

『東奥日報』（ 07.3.11 ） http://www.toonippo.co.jp/

news_too/nto2007/20070311151124.

asp?rss=20070311

「夜間、休日もコンビニ感覚で患者が受診している」「時間

外の給与がカットされた」「こんな割りに合わない職業はな

い」―。「金木病院の救急体制を維持する会」が三月一日か

ら、県内十三病院を対象に行っている勤務医アンケートで、こ

んな切実な声が浮かび上がっている。維持する会事務局の一戸

彰晃さんは「勤務医の声に耳を傾け、行政、住民が一緒になっ

て労働環境の改善に努めていくべきだ」と指摘している。

（以下、略）

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

公開中の医師コメントはこちら↓

http://members.goo.ne.jp/home/kinbyou

ページの四分の一を占めるこの報道は、過酷な勤務が医師不

足の大きな原因となっていることを県民に知らしめることに

なった。これまでは自治体・医師・住民の三者の発言が、どう
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しても自分の立場からだけしか発言してこなかった嫌いがあっ

た。それぞれが自分の立場を強調するあまり「医療を守る」と

いう最終目標から外れて分裂していたといえる。三者が一体と

ならなければ崩壊直前の医療現場を守ることはできない。自治

体・住民は「医師の声」を重く受け止めなければならないだろ

う。

小松秀樹著「医療崩壊　『立ち去り型サポタージュ』とは何

か」（2006 朝日新聞社）に、医局が閉鎖的ムラ社会である

ことが指摘されている。

先日、こんな話を聞いた。Uターンしたドクターが県内の

病院に勤務しようとしたところ「どこでも好きなところに勤務

すればいい。だが、医師はみんな引き揚げさせる」と言われた

という。患者のための医療が、医局のための医療となっている

・・・。金木病院を守り、青森県の医療崩壊を防ぐために取り

組むべき課題は山積している。

コメント

田舎の医師

アンケート

の返信状況は如何ですか？

元青森県医師

青森の医師の置かれている状況

アンケートの実施、集計ともにお疲れ様でした。

私は弘前大学出身の医師です。10数年前に卒業しました。
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コメントについですが、全体を読んで解釈すべきもので、個々

のコメントはあくまでもアンケートに答えた各個人の考えに過

ぎないという理解が必要でしょう（まったくそうだと思うコメ

ントと、反論したくなるコメントが混在しています）。しか

し、複数の医師から同じようなコメントが寄せられている場合

は真実に近い場合が多いと思います。

さて、私のことですが、数年、弘前大学の医局に残った後に、

やめて他に移りました。その時の気持ちを正直に言うと、『青

森の人達にはお世話になったけど、もう十分だよね（自分は十

分やったよね）。自分たちの命は自分たちで守るべきだよ

ね。』というものです。正直疲れていました。大学では月10

日当直していました。私は非常勤で、手取り10数万の給料で

した（もちろんボーナスはなしです。また、非常勤で雇うため

には継続で働いてはいけないということで、3月31日は毎年

解雇されていました。実際は、3月31 日も働いていました

が）。当直料は一晩泊まって8000円でした（夕方5時から朝

8時までの当直で、翌日も夜8－10時までは勤務するというの

を繰り返していました）。いつ患者さんが急変してもおかしく

ないからこそ、泊まっていたのですが、この待遇でした（いつ

急変するかもしれない患者を長時間持ち続けるとどれだけ疲れ

るか、やったことのない方には想像するのも難しいかと思いま

す）。そんな中でも週に1回は100km異常離れた病院へ手伝

いに行っていました。時には岩手県や秋田県の病院へ数日出張

して、同僚のカバーをしていました。そういった勤務が入って

いる月でも、当直回数は決して減りません（その分しわ寄せで

2日に1回の当直が増えるということです）。
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大学以外の県内の病院にも複数勤務しました。比較的大きな病

院です。やはり、時間外の患者さんには悩まされました。どう

して、昨日から具合悪かったのにこの時間に受診したのですか

と聞くと、『お父さんが、帰ってこないと車がないので病院に

くることができない』と悪びれるでもなく答えます。時間外に

受診する患者さんが来るたびにかなりの頻度で呼ばれます。中

には、これから、患者さんが来るので帰らないで病院に残って

いてくださいと救急外来の看護師さんにいわれて、待っている

のですが、何時間たっても現れません。電話して確認しても

らったら、『良くなったので、もういいです』の一言です。休

日がつぶれました（といっても、本当の休日など無く、午前中

は土日も回診、救急外来の患者さんをみているのですが…）。

“時間泥棒”の言葉が浮かびました。こんな、日々がそれこ

そ、年数日の休暇（夏休み数日とお正月休み数日）を除き続き

ました。

私の同級生で青森県出身者ですら、県内に残っているのは少数

だと思います（半分いるかいないかでしょう）。

これが、青森の医者の置かれている現実でした（今はさらに悪

化していると思います）。

元青森県医師

失礼しました

主語と述語が変な文がありますね。漢字の間違いもあります

ね。失礼しました。読み直してから投稿すべきでした。

田舎の医師

どこの

大学も同じですね
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悲惨な状況です。

お疲れ様です。
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2007・03・20（火）

毎年１００！！

過去５年で４３０の病院が救急指定返上、本紙調査で明らか

に

『読売新聞』　 http://job.yomiuri.co.jp/news/jo_ne_

07032007.cfm

全国の「救急告示医療施設」（救急病院）の総数が過去５年

間で「医師不足」などを理由に１割近く減っていることが、読

売新聞の緊急自治体アンケートでわかった。減少傾向には歯止

めがかかっておらず、いざという時に患者の受け入れ病院がな

かなか見つからないなど、救急体制の危機が深刻化している実

態が浮き彫りになった。

読売新聞が全国４７都道府県を対象に、救急体制について聞

いたところ、２００１年３月末に全国で５０７６施設あった救

急告示医療施設が０６年３月末までに約８・５％に当たる４３

２施設減少し、４６４４施設になっていた。今年度に入っても

減少傾向は変わらず、３８都道府県の１２１施設が救急告示

（救急医療施設の指定）を撤回、または撤回する予定だ。

医療施設が告示を撤回する理由については、３８都道府県の

うち６割以上にあたる２４自治体が、「医師の確保が困難」

（青森県）、「常勤医の退職」（秋田県）、「医師などの体制

確保が困難」（福岡県）など医師不足による受け入れ体制の問

題を挙げた。勤務医不足で夜間当直体制が確保できず、撤回す
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るケースも相次いでいる模様だ。

救急医療施設の減少で地域によっては一刻を争う救急患者の

搬送先確保にも困難が生じているが、救急告示を撤回していな

い医療施設でも患者の受け入れが困難となる施設も多く、山梨

県東部では東京都内の病院に高速道路を使って搬送するケース

も相次いでいる。

救急医療施設の過去５年間の増減について都道府県別にみる

と、３７都道府県で減少。特に北陸、四国の減少率が高かっ

た。同数は３県。増加したのは７県だった。

東日本で増加した県はなかった。地域医療の中心となるべき

医療施設が、指定を次々と撤回する背景には地方で深刻化する

病院勤務医の人員不足があることは確実といえそうだ。

アンケートは、２月末から３月上旬にかけ、自治体の地域医

療担当部署に書面で実施し、全４７都道府県から回答を得た。

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

海外に出かけておりブログを更新できませんでした。再開い

たします。

読売が本日の紙面トップに「救急崩壊」を取り上げてくれた

ことに感謝しきり。同日始まった「連載」も期待しています。
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明日から不在中に届いている医師アンケートもアップしま

す。医師・住民の「声」は「命の叫び」です。決してあきらめ

ずに頑張っていきます。金木病院を守ることが、とんでもない

大きなテーマとつながってしまいましたが、それこそ「猪突猛

進」で頑張ります。

コメント

匿名

全国レベルで喪われた432の救急病院の全てが復活する処方

箋があるでしょうか？

そうでなければ、失われた432の救急病院のうち、今後復活

する１００？１０？それともたった一つ?の病院のうちに金木

が含まれる条件はなんでしょうか？

どのような努力をすれば全国のほかの病院に勝り、金木は蘇る

方のグループに入れるのでしょうか?

それとも一つも復活しないのか？

管理者

金木病院もそのひとつですが、６０年代に全国の市町に張り巡

らされた救急網が４０年を経過し現状に即した見直しが必要な

ことは理解できます。ましてや国策のミスで自治体病院に極端

な医師不足をひきおこした状況下ではやむを得ない選択でしょ

う。

問題はこの４３２の救急病院の地域医療に果たしている役割、

重要性にあろうかと思います。他の民間医療法人に、あるいは

他の自治体病院によってその地域の救急が充分にカバーされな
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い（金木病院などそうですが）場合は、復活が強く求められま

す。そこに救急復活条件があろうかと考えます。

アンディ

ご無事で何より。

管理人様が出かけてらっしゃる間に、選挙もそこに押し迫って

きてますけれども…

金木病院救急復活についても、最近流行のマニフェストを作成

されるのがいいのではないですか？

救急再開の条件や医師の待遇などについて、数値目標を定めた

上で広く公開する。

そうすれば、賛同する医師が出てくるかもしれませんね。

もっとも、妙な数値目標を設定するようでは逆効果かもしれま

せんけれどね。

皆様が救急医療をどの程度強く求めてらっしゃるのかの良い指

標ともなるでしょうし。

管理者

＞アンディさま

コメントの制御を解きました。

マニフェストは検討します。ただし・・数値にあらわれにくい

部分もあると思います。また、皆保険制度は欧米流とは違った

この国の宝だと思います。そんな要素も含んだかたちでの医療

システムを金木病院に実現できるかどうかですね。
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2007・03・21（水）

７割弱が医師・看護師不足

2007/03/19-18:17 ７割弱が医師・看護師不足＝共産党が

病院アンケート

『 時 事 通 信 』 http://www.jiji.com/jc/

zc?key=%b4%c7%b8%ee%bb%d5%c9%d4%c2%ad&k=20

07031900764

共産党は１９日、病院へのアンケート調査の結果を発表し

た。それによると、運営で一番苦労している点は看護師不足が

６９．１％で最も多く、医師不足６８．５％、経営赤字４３．

１％がこれに続いた。同党によると、２月１７日から３月１０

日にかけて全国約８３００の医療機関に調査票を送付し、７２

４の施設から回答があった。

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

内容はともかく、読売新聞社ほかでも医療アンケートに取り

組んで厳しい現状を明らかにした意義は大きい。本来ならデー

タをもっている厚労省が国民に公表すべきものだし、国会が議

論すべきものなのだが・・。

当ブログがおこなっている「医師アンケート」も、これまで

指摘されていた勤務医の過酷な現状を明らかにしつつある。医

療崩壊問題解決の一助になればと思う。
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彦根グループから手紙をいただいた。金木病院管理者へ救急

復活の手紙をだしてくれたとのこと。感謝余りある。力をいた

だいた。

コメント

田舎の医師

彦根

彦根グループとは彦根市立病院での安心なお産を願う会ですか

ね？

管理者

はい、そうです。

僻地の内科医

せっかくの良い方向へ向かっていた運動が・・・

彦根グループと連携するのは医師の反感を買うと思います。こ

のグループが運営していた掲示板に書かれた内容が以下のHP

で読めます。

http://ameblo.jp/med/entry-10024618113.html

また、彼ら彦根市民の意見に異議を唱えた医師に対して彦根グ

ループが誹謗中傷したということで、m3.comの医師用掲示板

では評判になっています。

管理者

＞せっかくの

掲示板のことは知っています。

かなりホットな投稿があったことは事実です。しかし、活動の
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主体である「彦根市立病院での安心なお産を願う会」の関係者

はもっと冷静に事態に取り組んでおられます。それは、彦根グ

ループの運動に賛同していましたからわかります。よそから医

師攻撃の「煽り」があったり、それに対する過剰反応が掲示板

を壊したものと理解しています。彦根グループはいわば被害者

でした。
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2007・03・22（木）

津軽の自治体病院再編混迷深める

津軽の自治体病院再編混迷深める

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

nto2007/20070315112241.asp

津軽地域の自治体病院機能再編成で、県が二〇〇六年度中に

示す予定だった再編の基本的枠組み具体案が、年度中には提示

されないことが十四日、分かった。弘前市に予定される中核病

院構想が暗礁に乗り上げ、各病院の機能分担の協議が実質ス

トップしているため。事務局の県医療薬務課は「本年度中の具

体案の提示はできないが、あきらめたわけではない」と新年度

も協議を継続する方向。しかし、リーダーシップを取る組織が

なく、協議再開のめどもない。病院の経営改善、医師不足解消

を目指す再編構想は混迷を深めている。

県が〇五年三月に作成した再編の枠組み案のうち津軽地域に

ついては「弘前市立病院と国立病院機構弘前病院が連携し中核

病院機能を形成する」ことなどが盛り込まれた。

この中核病院実現に向けて昨年一月、検討委員会を設置。同

六月には作業部会が開かれたが、それ以降一度も話し合いの場

が持たれていない。〇六年度内を目指していた枠組み具体案提

示は不可能となった。

県は「国立病院機構弘前病院の建て替え計画が浮上するな
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ど、それぞれバラバラな動きをしているため」と説明する。こ

れに対し、国立病院機構弘前病院の五十嵐勝朗院長は「耐震構

造上、将来、建て替えが必要となるが、中核病院構想と建て替

えは別」と説明。現状について「再編を進めるコンダクター

（指揮者）がいない。もっと民意をまとめて、方向性を決める

べき」と語る。

弘前市立病院の松川昌勝院長も「医療全体のことを考えて、

リーダーシップを取る主体が、どこか分からない」。

再編協議が凍結し、病院経営が悪化する状況で、黒石市や平

川市など周辺自治体が危機感を表す。黒石と平川、大鰐町、藤

崎町、田舎館村の五市町村で構成する津軽南市町村連絡協議会

（会長・鳴海広道黒石市長）は二十八日、県に出向いて事態改

善へ向けた早期の対応を求めていく方針。

鳴海・黒石市長は「各首長はそれぞれ病院運営で課題を抱え

ており、自治体間で譲歩しながら効率の良い運営を考えようと

いう思いで一致している。南黒地方は意思統一して行動するつ

もりであり、今後、弘前市はもちろん板柳町との連携を大切に

したい」と語る。相馬〓一（しょういち）・弘前市長は「周り

の動きが流動的な中にあるので、現段階では軽々とコメントで

きない」と慎重な姿勢だ。

一方、県医療薬務課は「県は助言・指導、側面支援はできる

が、強制力は持っていない。本来は圏域で進める問題」と、

ボールを投げ掛ける。さらに「弘前市は狭いエリアに似たよう
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な規模の病院がある。医療資源の有効活用のためにも再編は必

要だ。ただ、『国立病院機構』と『市立』という設立母体が違

う二つの病院が連携するのはなかなか難しい」との見解。県内

最大の中核病院・弘大病院や他の民間病院との兼ね合いもあ

り、津軽の複雑な“連立方程式”を解くのはそう簡単ではない

－とみている。

※相馬〓一市長の「〓」は「金」へんに「昌」

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

青森県を６つの圏域に分割し医療の集約化をはかる青森県の

グランドデザインが暗礁に乗り上げている。私どもの西北五圏

域も市の財政難で宙に浮いたままだ。

そもそもグランドデザインは医師不足対策として立ち上げら

れたものである。だから医師不足という根本の原因を解決する

方策に取り組むことなしに青森県の医療をまもることなど不可

能なのである。腹痛に軟膏を塗っているようなものだ。

当ブログでおこなっている「医師アンケート」に寄せられて

いるドクターのコメントを見て思うのだが、その緊迫感に、こ

の国の医療は大きな転換期をむかえているような気がする。

90年代後半から陥っている経済不振によって自治体は赤字と

なり病院運営が重荷になっている。住民は情報の増加によって

医師に過剰な要求をするようになった。自治体病院勤務医はそ

んな厳しい状況のなかで疲弊している・・・。
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青森県だけではない。もうそろそろこの国も２１世紀的医療

のありかたを根本的に考えなくてはならない。これまで培って

きた日本医療の良きもの（医療の平等）を踏襲し悪しきもの

（ハコモノ建設）を捨てるという英断が求められている。その

場しのぎの医療施策では腹痛がおさまらないどころか病気が進

行して手遅れになってしまうだろう。

金木病院は実に象徴的な存在だ。これを守りきることができ

なければ、この国の医療はロクなものではない。

コメント

Skyteam

厚生労働省に…

　いくら、青森県庁に言ってもダメです。東北地方の惨状を考

えても、東京に送っている代議士に働きかけ、各市長村長が厚

生労働省の医政局長とかに面談できるように働きかけましょう

！

　ちなみに中央官庁である厚生労働省にいる医師(医系技官で

すが )は総勢300 名居ます (検疫所やら色んなところにいま

す)。地域医療を守るために、彼らには国民のために働く義務

があります、彼らは医師免許もありますし、臨床研修を再度、

青森県内で受けてもらい、医師が充足するまで送ってもらいま

しょう!!

　まずそのためには署名を今年の選挙で応援を求めている議員

のところに「何もせんのなら票はいれたらん！」と圧力かけま

しょう。絶対に効きます…選挙前だからｗ
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2007・03・23（金）

集約「既に進展」

青森で医療体制検討会

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

nto2007/20070323112835.asp

産科医療提供体制の在り方に関する検討会が二十二日、青森

市で開かれた。国が提案している産科医の集約・重点化につい

て「産科医不足が著しい本県では既に集約化・重点化は進展し

ている」との認識で一致。今後、産科医の勤務環境改善や助産

師の活用を打ち出した「産科医療体制の将来ビジョン」の具体

化に取り組んでいくことを確認した。

国は、地域実情に応じて産科の集約化・重点化を検討するよ

うに促し、二〇〇六年度末をめどに実施の方向性を決めるよう

に求めている。

この対応について県側は、青森労災病院（八戸市）や弘前市

立病院の産科が四月から休診し、常勤医が他の医療機関に転勤

になる方向を踏まえて「既に本県では集約化・重点化は進んで

いる」との認識を示し、「さらなる集約化・重点化の必要性を

検討する状況ではなく、限られたマンパワーの中で、安心かつ

安全に妊娠・出産ができる環境を整備するため、『将来ビジョ

ン』の具体化に取り組む」との方針を示した。

--------------------------------------------
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青森県の医療は崩壊寸前である。産婦人科、小児科はもとよ

り、内科など医師不足は全科に及んでいる。医師の集約化とい

えば、ムダを省いて効率的にマンパワーを活用するというふう

に聞こえるが、実は医師数はジリ貧状態で必要な病院すら無床

化や閉鎖をよぎなくされていて、その結果かろうじていくばく

かの病院が残っているというのが青森県の医療の現状なのであ

る。この話はどこか戦時中の「転戦」という表現に似ている。

実際は「敗走」なのだが、それを認めたくない大本営があみだ

した言葉のトリックである。「集約化・重点化」というよりは

「玉砕化（これも大本営が造った語で、実際は全滅ということ

だが）」のほうが正しい。

わたしどもの西北五圏域ではもとより「集約化」が完了して

いて、その結果金木病院の救急が取り下げとなり、「医療連

携」も実現している（そうせざるを得ない）。それで地域の医

療がよくなったかと言えば、答えは「NO」である。四万人を

対象にしている金木病院には産科なし、内科不足、救急なし・

・悲惨な状態だ。

言葉のあやで本質を誤魔化してはならないし、誤魔化されて

もならないと思う。
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2007・03・24（土）

医師と患者は戦友

鈴木厚著「崩壊する日本の医療」から

かつて傲慢な医師がいたことは確かです。その当時に体験し

た悪い医療が心的外傷になって病院を批判する人が多くいます

が、医療現場は大きく変わっています。現在の医療は五年前と

はまるで違います。一年前とも違います。自分より患者を優先

するのが当たり前の時代になっているのです。

医療にとって最も大切なのは「医師と患者の信頼関係」なの

です。医療の評判が悪い、あるいは病院のイメージが悪けれ

ば、医療にとって最も大切な「医師と患者の信頼関係」が損な

われることになります。信頼関係が損なわれれば、医療そのも

のが成り立たないのです。医師と患者は同じ人間です。そして

病気という共通の敵と戦う戦友なのです。この戦友という共通

した気持ちがなければ医師と患者との良好な関係は生まれませ

ん。医師が奢りをみせれば、患者が信頼の気持ちを持たなけれ

ば良好な医療は生まれないのです。

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

前回の「戦争」を引き摺るわけではないが、「医師と患者は

戦友」という捉え方に共感する。医師と患者がいがみあってい

ると喜ぶのは厚労省だけだ。
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ところで・・「患者」の対義語は「医者」だったはずだ。そ

れが医師になったのは、医者がある意味差別語だったからだろ

う。患者はあいかわらず患者のままだが、ともに医療に連帯す

る戦友としてなにか適切な表現はないものだろうか。

医師と患者の関係を２１世紀的に捉えなおす・・そういう時

をむかえているのだろう。

コメント

元公務員

で、青森県は・・・

　厚生労働省の目論見どおり、地域医療が崩壊するんですよ。

きちんと「中央」に声を届けていますか？県知事さんや大学医

学部あたりでは手に負えませんけどね。今のように「うちだけ

が大変」というやり方ではこの運動は絶対にうまくいきませ

ん。

　横のつながりもなく、うちの病院だけ大変ってのは間違いな

く成功しません。分断されたままでは、地域医療は再編も不可

能でしょう。がんばって、東京の役所に苦情をいいましょう

ね。

管理者

それぞれが、それぞれの場にしっかり立脚して声を上げるこ

と。これが世論という大きなうねりになること。わたしはそう

考えるものです。ですから、地域で徹底的に取り組むことに意

義を感じています。もちろん、国の医療政策は到底認められる

ものではありませんから批判しつづけます。
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あなたのコテハンを信じればですが、あなたは行政にかかわり

税金から生活費をもらい、今は恩給をもらっているものとし

て、この国の医療行政にも少なからぬ責任があるはずです。ま

た、あなたも崩壊しつつある医療の犠牲者なのですよ！そんな

他人事はよしましょう。

あなたは、あなたでこの深刻な医療状況にどう取り組むのか・

・それがあなたの自己実現ではありませんか？

>Essen

元の木阿弥

このブログをはじめたばかりのときの

口調に戻ってきましたね。地金が出たということかな？

上の方がどうかは知れませんが、元勤務医＝元公務員というこ

とになるですが。市町村立病院の医師は＝公務員身分ですか

ら。肩書きに噛み付くのもいかがかと思いますが。

で、夕張のときも市職員の責任がどうとか、事務方を糾弾する

方は多数いましたが、実際のところ、市の舵取り、予算決定は

市民が選んだ市議会がすることなんですがね。

市職員に責任はないという意味ではないですよ。念のため。

自己の責任を認識させないままに世論を形作ってきたことが、

今までのツケを生んできたということ。雰囲気だけで作られた

小泉改革を圧倒的な世論が支持し、地域格差・医療崩壊を生ん

でしまったということなんですが。市町村合併により地方公務

員がリストラされ、対費用効果というお題目だけで、必要性の

有無の議論のないまま福祉が民間の手に渡っている。これのツ

ケもいずれ国民が払うことになるでしょう。今直面してる医療
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崩壊のようにね。そのとき、管理人氏はいかがされますか？

あと、公務員の年金は共済年金です。恩給といった言葉を出し

ただけで、あなたが事実を何も知らないままに元公務員という

言葉だけに反応してるのがわかるわけです。この意味わかりま

す？いずれ、因果応報ということです。よき因がよき果をうめ

ばいいのですがねぇ。

管理者

Essen氏から「恩給」ではなく「共済年金」であるというご指

摘をいただきましたので、かように訂正いたします。

>Essen

やれやれ、前回はちょっとヒントを出したんですが、それは受

け取っていただけなかったようで。ならばと、今回はすこし直

球ぎみですが。

共済年金も、もうあと２年で実質なくなって、厚生年金と一元

化します。公務員の給料その他が優遇されてるのはけしからん

という国民の意向が表向きですが、本音のところは、安定した

財政を戦後から続けていた公務員年金の財源をノドから手が出

るほどほしいところが手に入れるということでしょう。そこに

うまく誘導されましたねってところですか。共済年金の「職域

相当部分」は本来、世界でも例がない労働基本権を制限される

職である日本の公務員に対しての保障措置があったはずなの

に、ただ「優遇」という言葉に押されて、なんら議論のないま

まになくなります。労働基本権の制限はそのままに、民間労働

者と同じになる。はて、何かに似てませんか？　ここで、あな

たは公務員に対して「闘え」と号令をかけるかもしれません

が、労働基本権を制限されている公務員は闘えません。あたり

まえでしょう？　闘う武器もなく後方支援もない。これはわき
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道ですが、よく考えてください。

>Essen

そして、恩給と共済年金です。恩給は本来「使用者である国・

地方自治体」が「特殊な制限を受ける労働者であるところの公

務員」の老後の福祉を責任を持ってみる制度でした。だからこ

そ、労働者側の掛金負担はなく、使用者側からの拠出金だけで

成り立つ制度だったのです。管理人氏はこの歴史を知った上

で、「恩給」と言う言葉をつかっていましたか？　ちなみに、

「恩給」はすべての公務員に適用されていたわけではないです

よ。ところがそれが、厚生年金・国民年金との兼ね合いによっ

て、掛金と負担金というものでできる「共済年金」に変わった

んです。そして、給付の仕組みも最終的には厚生年金との横並

びの関係で厚生年金に準じた方式に改められた。そのときに上

記の特殊性あるいは、厚生年金に準じるために給付水準を落と

していった過程を鑑み、「職域相当部分」という加算分が生ま

れているんです。

>Essen

さて、管理人氏は>税金から生活費をもらい、と元公務員氏に

かいていましたが、生活費で何が悪いんですか？　労働の対価

として得た賃金が税金からの支出なだけですが、それをして一

般国民以上に責任をもたざるを得ないたぐいのものですか？　

あなたに恫喝されるほどの負い目があるとは思えないのですが

ね？　あなたのこの言説にある意識こそが医療崩壊の根底にあ

る「患者様意識｣ と通ていしていることこそ、感じ取られたら

いかがですか？

さてあとひとつ、「恩給」と「共済年金」について「追加費
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用」という言葉について、お調べになったらいい。いかにある

種の人たちがマスコミをつかって巧妙に誤った印象を国民に植

え付けていくか。植え付けた後、正しい情報をこっそりと出

し、しかし、一度植え付けられた悪印象はけっして訂正はされ

ないということを時系列にそって理解できるでしょう。

アンディ

｢ 元｣ 公務員＝年金生活者？

公立病院から民間病院に移った医師も｢ 元」公務員ですけど

ね。

ＲＯＭ

公務員が税金から生活費をもらっているのは事実ですが、税金

で養ってやっているんだというふうにとれなくもないですね。

公立金木病院の勤務医たちが住民からそのように思われている

と知ったらあまりよい気分はしないでしょうね。

管理者

ここに批判的コメントが続いています。

私の「元公務員」氏への批判は、自らがどう医師不足と地域医

療に取り組むのかと言う、自己実現を指摘したものです。崩壊

しつつある医療は住民のみならず全ての関係者が自分のことと

して捉えることが重要であるとの趣旨をご理解いただきたい。

これらのコメントが医師からのものだとすると、医師にもいろ

いろあるのだなと受け取らざるをえませんし、もしも医師でな

いのなら妨害はやめていただきたい。なんの得があなたにある

のか？
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病院管理者、医師、住民がそれぞれ立ち上がらなければならな

いときに、分裂行動を促すようなコメントは一切承認しません

ので悪しからず。

ここでちゃちゃを入れず、自分のブログで言いたいことを言え

ばいいでしょう。

ＲＯＭ

批判コメント

批判コメントが続くということは、それだけこのブログとかな

気病院の将来が医療問題に関心のある人たちに注目されている

ということです。それ自体は喜ばしいことではありませんか？

ここが金木病院の救急再開を目指すブログである以上、コメン

トも自らがどう取り組むかより、金木の住民がどういう行動を

取るのが効果的かということに絞られるのは当然だと思いま

す。元公務員さんが効果的と考えアドバイスした行動が管理者

さんの考えと違うからといって、批判されるべきものでもない

でしょう。

批判コメントが続くのは、管理人さんの不用意な一言こそが本

意はどうあれ分裂を促すようなコメントと取られかねないもの

だったから、とは考えられないのでしょうか？同じような批判

が続いているとしたら、同じように受け取った人が多いという

ことです。批判をちゃちゃとしか受け取れない、人の言葉に耳

を傾けられない態度で医師との連帯が可能なのでしょうか。分

裂以前に、そもそも金木病院の医師との協力体制は作れていま

すか？
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管理人さんには釈迦に説法かもしれませんが、時にはご自分の

発言を自省してみることも必要なのではと思います。

管理者

ご指摘の通りかもしれません。やや反省しております。

願わくは、金木病院救急復活へ向けた実効のあるアドバイスを

各位よりお願いしたいと思います。
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2007・03・25（日）

医師一二万人も不足

広がる「医師不足」　矢吹紀人

　　　『週間金曜日』3/23号　

http://www.kinyobi.co.jp/Recent

絶対的な医師不足

医師不足が深刻化する中、埼玉県済生会栗橋病院副院長の本

田宏医師は「医師自身が声をあげなければ日本の医療は崩壊す

る」と、多数のメディアで積極的に発言している。

「栗橋病院のある女性外科医は、午前と午後に手術をしたあ

と入院患者を診察。夕方五時から当直で救急患者への対応な

ど。午前二時に仮眠し、翌朝はそのまま外来診察で午後には手

術。三七時間連続の勤務が終わったのは午後九時でした。これ

が通常なんです」

こうした状況を生む最大の原因は、絶対的な医師数の不足。

厚労省のいう「医師の偏在が問題」という見方は誤りだ。本田

医師はそう断言し、次のように指摘する。

「○三年時点のOECD（経済協力開発機構）加盟二九ヶ国の

人口一○万人あたり医師数平均は約二九〇人ですが、日本は二

〇〇人弱。二九ヶ国中二六位です。WHO（世界保健機関）の
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〇六年の報告でも一九二ヶ国中六三位。日本の医師数は二六万

人ですが、OECD平均なら三八万人必要で一二万人不足して

いる。五割増員して、やっと世界平均並という実情なんです」

本田医師が財務省資料で調べたところによると、ひとりの医

師が一年間に診る患者数はスウェーデンで九〇三人、ドイツで

一八五七人。欧米でもっとも多いイギリスでも三一七六人。こ

れにくらべて、日本では八四二一人と飛びぬけて多くなってい

る。「日本の医者は三・五倍多く働いている」と本田医師はい

う。

先進各国のGDP（国内総生産）あたりの医療費は、もっと

も多いアメリカが一三・九％。ドイツ一〇・七％、フランス九

・五％などだが、日本はわずか七・六％。逆に、家計支出に占

める医療・保険費用では、日本はイギリスの約一〇倍、フラン

スの三倍、ドイツの一・五倍となっていて、国が医療に支出す

る費用が少なく、国民負担率が高い日本の現状が明白になって

くる。

「医師不足や勤務医の疲弊の根本原因は、これら国の医療政

策にあるのです。病院を集約化しても医師数が増えなければ、

そこでまた過重負担が生まれ、医師がドロップアウトするだけ

に終わってしまうでしょう」

このままでは日本の医療は崩壊する―本田医師の言葉には、

医療現場の混乱を招いた国家行政への痛烈な批判がこめられ

る。



金木病院救急再開物語（下）

54

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

本 田 宏 医 師 　 http://medical.nikkeibp.co.jp/inc/all/

blog/honda/index.jsp

当記事の前段に「置き去りにされる地域医療」として、千葉

県山武郡の医療崩壊がレポートされている。新中核病院の完成

予定は早くて二○一○年なのに、現在ある病院の医師不足によ

る窮状は放置したまま・・・わたしどもの置かれている状況に

よく似ている。

社会のひずみは最初にマイノリティーに顕れる。医師の三二

時間連続勤務も含めて青森県ではすでに経験済みのことだ。医

療関係者は是非とも青森県、なかでも最弱者である西北地区で

実態を調査してもらいたいものだ。

それにしても世界水準からみて医師が十二万人も不足してい

るとは・・・。この国はどうかしている。さらに「国が医療に

支出する費用が少なく、国民負担率が高い日本の現状」は、医

療後進国の汚名まぬがれないだろう。ほとほと困ったものだ。
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2007・03・26（月）

患者の声

医療相談 職員への苦情目立つ

 

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

nto2007/20070325164514.asp

 

「頭痛ぐらいで来るなという対応だった」「看護師が患者の

悪口を言っていた」－。県は、医療相談窓口に寄せられた二〇

〇五年度の相談・苦情の事例をまとめた。件数は、過去五年間

で最高の二百四十七件で、診療内容に関する相談のほか、医療

者側の接遇に関する苦情が目立ち、項目別では「職員の対応」

が二十三件と多かった。

ケース1　目を閉じていたので眠っていると思ったらしく、

いろいろな患者の悪口を言っていた。ベテラン看護師で信頼し

ていたのに残念。

ケース2　父親が頭痛のため受診したら、頭痛ぐらいで来る

なといった対応で痛み止めを渡された。一カ月後に再受診した

ら脳梗塞（こうそく）と診断された。

ケース3　（診断を誤った医師から）「訴えるつもりなの

か。医師にもミスがある」と言われた。

ケース4　大腸ポリープ手術が可能ということで受診したら
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「満杯だから今、手術はできない。大腸ポリープより大腸がん

の方が優先だ」と素っ気なく言われた。最初から言ってもらえ

れば二千円の診察料を取られずに済んだのに－など、医療者側

の問題点が浮かび上がった。

各病院は、患者の声を掲示板に張り出し、接遇に力を入れる

ようになったが、苦情・相談はなかなか減らない。一方で、

「金木病院の救急体制を維持する会」が三月一日から、県内十

三病院を対象に行っている勤務医アンケートで、コンビニ感覚

で夜間も受診するなど、患者側のモラル低下を指摘する声もあ

る。

県医療薬務課は「大切なのはコミュニケーション。患者と医

師のコミュニケーションが密になれば、トラブルに発展しな

かったケースもある。医療者側は、事例を参考に患者の立場を

考えてもらいたい。患者側もふだんから何でも相談できるかか

りつけ医を持つようにしてほしい」と話した。

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

当ブログ「医師アンケート」の患者版とでも言おうか、今回

は患者の生の声が報道されている。医療現場は医師と患者の連

帯によって築かれなければならない。そのためにも「本音」を

出すことも大事だ。ただそれが両者の反目・・負の方向に向

かってはならないと思う。

医師と患者の関係は「エホバの証人」裁判で逆転したとい
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う。それまでは医師は「父権主義」であり患者は信頼し従う立

場だった。この裁判で最高裁は患者の意志が医師の判断に優先

するという判決を下した。

医師と患者の間にあった暗黙のルールがいま失われている。

従来の関係が良かったかどうかは別として、あたらしいルール

が必要である。医師不足という引き金によって医師と患者の双

方が無秩序の中に放り出され互いに不満を噴出している・・そ

んな状況だと思う。医療とは医師と患者が「戦友」としてとも

に連帯し実現するものだろう。そのためには患者は多くを学ば

なければならないし、医師も旧来のスタイルを変えなければな

らない。

患者の声や医師の声を２１世紀的日本の医療をつくる土台に

しなければならない。ゆめゆめ負の方向に向けてはならない。
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2007・03・27（火）

マスタープラン見直し

西北五中核病院　設計業者選定が白紙

広域連合　再編の在り方見直し

『陸奥新報』　 http://www.mutusinpou.co.jp/news/

07032704.html

西北五地域の自治体病院機能再編成を進めるつがる西北五広

域連合（連合長・平山誠敏五所川原市長）は二十六日、同市内

で正副連合長会議を開き、同市の財政難などで中断していた中

核病院の基本設計者選定作業を白紙に戻すことを決めた。今後

は同連合の構成市町の財政状況、国、県の財政支援や医師確保

の見通しを踏まえ、中核病院整備を最優先とする方針を修正

し、先送りしていた周辺病院の機能とより一体的に協議し、再

編の在り方を洗い直すことを申し合わせた。

中核病院の基本設計費は約一億円。設計者選定作業は一月に

審査委員会を発足させ、プロポーザル（技術提案書）方式で委

託業者を募り、十数社が応募した。しかし、約７８％を負担す

る五所川原市が財政難などを理由に、二〇〇七年度当初予算に

基本設計費の負担金を計上できず、業者選定作業を中断してい

た。

この日の正副連合長会議は非公開で行われた。同連合事務局

によると、設計者選定作業を白紙に戻すことに異論は出なかっ
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た。

今後は、連合を構成する各市町の厳しい財政状況、医師充足

の見通しをさらに精査し、〇六年二月に策定したマスタープラ

ンを基礎に中核病院と、後方支援病院か無床診療所と位置付け

た周辺四病院の機能などを従来よりも一体的に洗い直し、圏域

全体の在り方を固めた上で、中核病院の基本設計に新たに取り

組む方向だ。

医師確保の見通し次第では中核病院の規模（病床四百九十二

床＝一般四百三十八、精神＝五十、感染症四＝、医師五十五

人）を見直す可能性も否定できず、同病院整備を最優先した同

プランの一部修正もあり得るという。

平山市長は「二〇〇七年度の早い機会に洗い直しに着手し、

できれば○七年度中に方向性を出したい」とした。一一年度を

目標とする中核病院の開設時期は「早いに越したことはない

が、拙速ではまずい。大事業だから間違いのない安心できる形

で進めたい。（洗い直しの結果、開設が）半年、一年遅れても

結果的にプラスになると思う」との見解を示した。

実現にハードル高く

------解説

西北五地域の自治体病院機能再編成事業に伴う中核病院の基

本設計者選定作業が白紙に戻ったことは、同事業が圏域全体の

事情をより有機的にとらえなければならない事業であることを
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改めて示した。つがる西北五広域連合が中核病院整備を最優先

した背景には、深刻な医師不足に対応しようとの焦燥感があっ

た。しかし、一部の医療現場関係者や住民団体からは、厳しい

医師充足の見通しを踏まえ、圏域の医療機能を一体的に論議す

べきとの指摘や、事業を進める財政的裏付けを不安視する声も

絶えなかった。

現在の状況はその指摘や不安の通りスピード最優先の方針に

無理が生じた形で、同連合の構成市町から財政支援を求められ

ている県が、圏域全体の在り方をまず提示するよう求めている

状況も同連合の方針修正を促したと言える。

連合長の平山誠敏市町は国、県の財政支援の必要性と働き掛

けをこれまで以上に強調し、関係市町の協力体制をより充実さ

せたい考えだ。

しかし、公立金木病院の救急車受け入れ休止などに表われた

医師不足は深刻さを増しており、早急な詰めが必要なことに変

わりはない。その中で、今後の議論には従来以上の綿密さも求

められ、事業実現へのハードルはさらに高くなっている。（五

所川原支社・長内忠光）

※『東奥日報』は本日のトップ記事としてとりあげていま

す。

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

20070327092826.asp
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----------------------------------------------

医師不足をハコモノ建設で乗り切ろうとしたことに、ボタン

の掛け違いがあったのではないだろうか。住民の悲願であり地

域医療を守る金木病院の救急を復活するための医師すら招聘で

きない状況でいまのマスタープランは夢物語だった。再検討を

決定した英断に敬意を表する。

これで、金木病院の救急復活に本格的に腰をあげなかった市

の当面の根拠はなくなったわけだ。金木病院の救急復活をあら

ためて強く要請したい。金木病院を充実させれば、中核病院が

スタートしたときそれは圏域の大きな戦力ともなるのだ。

財政の見通しは暗いし、医師不足がすぐに解消されるとはと

ても思えない。そんな状況を直視して、実情にあった地域住民

の目線に沿った構想が検討されなければならない。

まずは、医師をどう招聘するか・・これが第一のステップと

なることは間違いない。関係者には医師の声・住民の声を重く

受け止めて全力を尽くしてもらいたい。
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2007・03・28（水）

陸奥新報「社説」

西北五中核病院　　しっかりと再編の見直しを

『 陸 奥 新 報 』 http://www.mutusinpou.co.jp/news/

07032807.html

つがる西北五広域連合は、二〇一一年度開業を目指していた

中核病院の基本設計者選定作業を白紙に戻すことを決めた。

広域連合は、五所川原市を中心に六市町圏域にある五自治体

病院の医療機能再編計画を進めてきた。同市の西北中央病院を

母体とする中核病院の創設が前提となっている。

中核病院は高度・先端医療を担う拠点。鯵ヶ沢中央病院と公

立金木病院は一般病床を減らし、療養病床を持つ後方支援病

院、つがる市の木造成人病センターと鶴田中央病院は無床の診

療所として、地域在宅医療を充実させようという医療機能再編

基本計画が策定されている。

年々赤字が膨らむ自治体病院。地域の病院で役割を分担しな

がら、広域圏の医療環境を維持したいとの建前は建前として、

地域から入院施設がなくなるつがる市民や鶴田町民の不安や医

師不足により救急車受け入れ休止となった公立金木病院など、

圏域には緊急課題が多い。

広域連合はこれまで、中核病院整備を最優先に計画を進めて
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きた。基本設計者選定作業も一月に審査委員会を発足させ、プ

ロポーザル（技術提案書）方式で委託業者を募っている。しか

し、五所川原市が財政難を理由に、〇七年度当初予算に基本設

計費の負担金を計上できなかった。

中核病院優先の背景には、まず医師不足を解消したいとの圏

域理事者らの焦燥感があったようだ。新設・中核病院の予定は

病床四百九十二床、医師五十五人。同計画を実現させること

で、周辺病院の機能もまた柔軟に対応できると見たものか。

結果として、広域連合は中核病院整備を最優先とする方針を

修正し、先送りしていた周辺病院の機能分担の協議とともに、

中核病院自体の機能も再検討することになった。

ただ、基本設計者選定作業を白紙に戻すことで、一一年度目

標の中核病院開設も遅れることになる。県主導で進んできた西

北五圏域の自治体病院の機能再編成計画だった。それだけに、

圏域の医療環境を十分酌み取った地域との協議と全体計画が必

要だったはずだ。

広域連合長の平山誠敏五所川原市長は「〇七年度の早い機会

に洗い直し、今年度中に方向性を出したい」とし、さらに国、

県に財政支援の必要性を求めるという。

津軽のことわざに「田の中よりも田の畔（くろ）走（はけ）

ろ」がある。一見遠回りに見えても、確実に物事を進めよ―と

いうことである。
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広域圏に中核病院を新設し、既存の自治体病院の機能を再編

するつがる・西北五の取り組みは、同じ悩みをかこつ全国の自

治体から熱い視線が注がれている。というより、県が進める県

内六圏域化、自治体病院機能再編の先頭を走っているこの計画

に、県内の各圏域も強い関心を持っているはずだ。

国、県の財政支援と自治体の財政負担はどうなるのか。周辺

自治体病院の一体的活用や厳しい医師確保はどうなるのか。つ

がる・西北五が試金石となる。

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

先にも書いたが、白紙撤回の原因は

1.　財政難

2.　医師確保の見通しがたたないこと

にある。

これらは地方切捨ての国策と、厚労省の医療費削減施策に基

づくものだから根は深い。地域医療を守るには、これらを克服

しなければならない。財政問題を解決するには徹底的にムダを

省き収入を増やすことだ。行政の手腕が問われる。医師招聘

は、これまでの限界に達した手法を根本的に改め、他に例をみ

ない独自のユニークな取り組みが求められる。医師不足問題は

自治体病院の勤務医不足にある。いまの待遇や勤務状況を他に

例をみないほど大ナタを振るって改善すべきである。発想を転

換するのである。
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医師の声、住民の声を反映させ、地域医療の模範となるよう

なシステムを構築しよう。先日故人となった城山三郎の代表作

「辛酸」ではないが、辛酸に押し潰されてはならない。これを

好機と捉えて積極的に取り組む姿勢が求められている。
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2007・03・29（木）

アンケートから

青森県内総合病院勤務医の方々からいただいたご回答から特

に印象にのこったものを２つ紹介する。

◇アンケート７「地方の医師不足」・・回答D「国策の問

題」

「現在の状態の理解がうすく、今後の国としての方針が見え

てこない。地域ごとに今まで通りやるのか、拠点をつくって集

約化するのか。現在集約化しているのは、地方でやむをえず統

合しているものばかりである」

・金木病院もそうだが、地域に必要な病院を「集約化」とい

う名前で、いかにもムダを省き効率化することが良いことのよ

うに宣伝しているが、実態はご指摘の通り「やむを得ず統合」

しているのである。問題のすりかえである。この現実を直視し

根本的に問題にとりくまなければならない。はじめに統合あり

きでは青森県の医療はジリ貧となる。医師養成、医師招聘を第

一としなければならない。

◇アンケート７「地方の医師不足」・・回答F「その他」

「そもそも医療は赤字であっても仕方がないという意識を皆

が持つ必要があり、健康は更に社会的、経済的成果を生んでい

る事を知る必要がある」
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・医療の収支は病院の収支だけで判断してはいけないという

貴重なご意見だ。実際、健康であることによってその人が生み

出す社会的・経済的効果は莫大なものである。医療の果たす役

割を考えたとき、市場原理システムは馴染まない。

※医師アンケートは今月３１日まで受付ています。現場から

の声をどしどしお寄せください。

http://members.goo.ne.jp/home/kinbyou

コメント

TM

病院の赤字

＞医療は赤字であっても仕方がないという意識を皆が持つ必要

があり

病院の赤字は病院だけに押しつけずみんなで負担する、という

ことだと思います。すなわち赤字の補填には税金が必要だと。

それを地方、さらには国民が認められるかどうかです。国は医

療にお金を出す気はありませんから国民が医療にお金をかける

よう訴えるしかありません。しかし医療関係者以外からはその

ような声は聞こえてこないのではないでしょうか。
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2007・03・30（金）

県議選、今日告示

医療問題　大きな焦点に　医師不足、立候補予定者の政策は

？

競う「充実」「安心」

「具体策困難」冷めた見方も

『朝日新聞』青森地方版

今回の県議選では、医師不足を中心とした医療問題が大きな

焦点になりそうだ。この数年、県内の自治体病院で医師の充足

率が落ち込み、この状況をどのように改善するのか。医療の充

実を掲げ、有権者にアピールする立候補者も少なくない。

藤崎町の福島公民館で２３日夜、南津軽郡区で立つ予定の自

民党現職阿部広悦氏（５９）の県政報告会があった。３０人ほ

どが集まり、配られたパンフレットには阿部氏の訴えが記され

ていた。四つの政策の一つとして「がん対策の充実」をうた

い、がん検診受診率の向上を訴えている。

阿部氏は「議会の一般質問で、知事に『がん検診日本一の県

を掲げよう』と問いかけました」と自らの取り組みを語った。

最後に「がん検診に行ってけへ。４月８日には県議選の投票に

行ってください」と締めくくった。

同じ南津軽郡区に民主党公認で立候補予定の新顔成田文雄氏
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（５６）は、有権者に訴える政策を農業問題に絞る予定だ。

五所川原市区では、中核病院を中心とする自治体病院の再編

問題が大きな課題として浮上している。

五所川原市の財政が厳しく、新しい中核病院の基本設計費を

今春の一般会計当初予算に盛ることができなかった。公立金木

病院は医師が減り、年初から救急車の受け入れを休止したまま

で、住民らは反発している。

中泊町を含んだ同選挙区は定数３に現新４人が立候補を予定

する激戦区の一つでもある。４人が告示前に配布したパンフ

レットでは、それぞれが医療について触れている。

自民唯一の現職成田一憲氏（６８）は「地域の医療・福祉の

充実」を四本柱の一つに据える。公立金木病院については「救

急医療体制の一日も早い復活」を訴える。

民主の現職今博氏（５５）は、同党公認の県議選候補者共通

の政策として「格差をなくして県民が助け合う仕組みをつく

る」とし、「医療・介護の安心」を掲げている。

自民公認で新顔２人も立つ。寺田達也氏（４４）は「少子高

齢化対策の充実による豊かな長寿福祉社会を形成する」。櫛引

ユキ子氏（５３）は「医療の充実」「高齢者が健康作りに励

み、充実した人生を過ごせるような諸施策の実現」を主張す

る。
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県議の中には、冷めた見方もある。「医師確保とか具体的な

公約は掲げられない。県議１人で何ができるのか。医師確保で

も、国会議員や県に働きかけて一緒に実現していくものだ」

（自民現職）と話し、公約に掲げることに消極的な議員もいる。

県内では医師不足のため、地域間で医師の取り合いになって

いる現状があり、県幹部は「地域代表の県議がまとまって医師

確保のための政策を打ち出すのは難しいのでは」と話した。

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

当記事のとなりに「各政党が談話　雇用・医師を確保」が

載っている。青森県の県議会選挙は医師不足問題を中心におこ

なわれる。立候補者には当選のあかつきには全力で医師招聘に

取り組んでいただきたい。

ところで、もう弱気の候補者がいるのはなさけない。医師不

足は国策であることは論を俟たない。県議こそが国に「もの申

す」立場にあることをわきまえていない。

住民は住民の立場で議員は議員の立場で悲惨な県の医師不足

問題に取り組むのは当然のことではないだろうか。こんな議員

がいるから、先の県民アンケートで明らかになったことだが県

議会の信頼が地に落ちているのだ。まるで反省がないことだ。

医師招聘という大きな問題にあえて挑戦する勇気ある議員の

誕生を願わずにいられない。
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コメント

小児科医

字が読めない

新しいブログ形態になって、

字が全然読めません。

個人の自由ではあるのでしょうが、

何とかなりませんか？

管理者

失礼しました。

これでいかがでしょうか。
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2007・03・31（土）

赤字が倍に！

金木病院　赤字３億円

０６年度決算見込み　救急停止で患者減

『陸奥新報』

http://www.mutusinpou.co.jp/news/07033006.html

医師不足で今年一月から救急車受け入れを休止している公立

金木病院（五所川原市金木町）の二〇〇六年度の収益的収支の

決算見込みが二十九日、分かった。休止が明らかになった昨年

十二月以降、入院・外来患者数とも減少が顕著で、同年度の純

損益は前年度（約一億三千八百万円の赤字）を上回る約三億円

の赤字見込み。

入院・外来の一日平均患者数は昨年十二月ごろから落ち込み

が続き、今年二月は入院百六・八人（〇六年度目標値百五十一

人）。同年度の経常収支は約十五億六千八百八十万円。純損益

は約三億円の赤字。累積欠損金は約十九億二千四百八十万円の

見込み。

病院を運営する事務組合管理者の平山誠敏五所川原市長によ

ると、救急車受け入れ後も、タクシーや自家用車での外来は時

間外も受け付けている。しかし「時間外診療すべてが休止し

た」と誤認する地域住民もおり、収支を圧迫する要因になって

いるという。
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このため同事務組合側は時間外診療の周知を図るとととも

に、救急体制の早期復活に向け、現在二人の常勤内科医を三人

体制にするため医師確保に努めている。

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

夜間の時間外外来の利用が低下したのは誤認もあろうが、金

木病院が救急体制を失うとともに失った地域住民の信頼感にあ

る。不完全な病院より、まともな病院を選ぼうとするのは人情

というものだ。また、救急取り下げの引き金となった「内科医

二名」の退職により、内科患者を西北中央病院に向かわせてい

る傾向もある。

自治体病院の生命線は救急体制にある。民間の医療機関がカ

バーしきれないものであるがゆえに税金を投入している公的医

療機関がはたすべき本務である。

救急取り下げによって金木病院は心臓部を抜かれた。赤字が

前年度の倍になったことがその証左である。

医師は引く手あまただからどこでも勤務先を変えることがで

きるし、また開業という手段もあるだろう。しかし、地域に生

きるわれわれはそうはいかない。泣きをみるのは住民だけであ

る。

一日も早く救急を復活して金木病院の信頼を回復しなければ

ならない。
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コメント

TM

病院の赤字

常勤2人だけで入院100人はかなりきついと思います．当直も

2人だけでやっているのでしょうか．そこに「同事務組合側は

時間外診療の周知を図る」などで更に医師の負担を増やして大

丈夫ですか？二人だけで当直をやっているのであれば夜間，休

日の診療は無理なのではないでしょうか．1-3月以降の患者減

少が赤字の原因であれば今後更に赤字が増える可能性があると

いうことですよね．その赤字は患者がいなくても雇っていなけ

ればならない，職員の人件費に使われていくのです．救急復活

を望む気持ちは分かりますが，今の金木病院の問題はまず通常

の診療体制を何とかしたいとだめです．現在の医師の負担を増

やすことを経営維持の対策にあげるような管理者の元には医師

は集まらないでしょう．このまま赤字だけを出し続けて市の財

政は大丈夫ですか．市民の方々はこの赤字に対してお金（税

金）を出す気持ちがあるのでしょうか．

管理者

先日開催された病院組合議会の報告では、医師７人（外科３、

内科２、婦人科１、嘱託１）体制をとっているようです。

わたしどもは救急復活と維持可能なあらたな体制作りを要請し

ています。

Unknown

＞入院・外来の一日平均患者数は昨年十二月ごろから落ち込み

が続き
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「落ち込んでいる」というだけでは救急の復活どころか、

病院の存続さえ危ういでしょう。

落ち込んだ分の「被害者」が出ていなければ

「これまで＜無駄に＞病院を利用していた人が来なくなっただ

け」

といわれても仕方なくなってしまう。

1月のエントリー「消えた５０％」で

＞救急医療体制に絶望し苦痛にじっと耐えている人々

とあるけれど、救急本来の意味が

「死にかけの人を死なない程度にする」

なので、消えた５０％が「苦痛にじっと耐えている」のであれ

ば

「本来の救急は必要なかった」

と結論付けることが出来てしまう。

「『本来の救急』が必要」としたければ

「救急を止めたことで死亡者（またはそれに準ずる様な状態の

人）の率（または数）が上昇した」

という結果を出すしかないでしょう。

別な選択肢としては

「我々は救急の復活ではなく24時間営業のコンビニ病院が復活

することを希望する」

と方針を変えるというのもありますが。
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（そうでないと、仮に救急のための医師が来ても

「救急として呼ばれたから死にかけ以外相手にしない」

となって住民とトラブルなるんじゃないかと思う。）

地方の一医師

久しぶりにコメントさせて頂きます。

管理人様、お元気でしょうか。

赤字が増えるとのことですが、これに関しては

公立病院ではいたしかたがないことかと思われます。

新聞記事では患者数減少が主な理由とされていますが

ほとんどの場合、人件費が高すぎることが問題と

なります。看護士等の医療スタッフ、事務職系ともに

国公立の場合、民間と比べて明らかに給与が高く

（医師は逆に安い）、これが病院経営に響きます。

しかも身分が公務員であるため、民間と違い病院が

赤字だからといって、そのことを理由とした減給や

減俸といった人件費の削減が出来ません。

公立病院である限り、この問題をクリア出来ません

のである程度の赤字は仕方がないと思います。

現在この赤字に耐え切れなくなった病院（自治体）が

公設民営化等の方法を模索していると思われます。

 



金木病院救急再開物語（下）

77

2007・04・01（日）

「県議選アンケート」から

『東奥日報』3.31より

http://www.toonippo.co.jp/index.asp

６９名の立候補者を対象におこなった『東奥日報』紙「県議

選アンケート」から、質問⑤の

「本県の医師不足は深刻です。最優先で取り組むべき対策は

何ですか。（一つだけ○）」

を分析してみた。

医療問題の取り組みには「攻め」と「守り」がある。各設問

および「その他」の回答の末尾に管理者の判断でそれを加え

た。

回答数の多い順（実数、％）にならべると

１．医師の絶対数の増加（攻め）　（２３人、３３．３％）

２．県内自治体病院の再編を進める（守り）　（１８人、２

６．０％）

３．弘前大学医学部の地元枠拡大（攻め）　（７人、１０．

１％）
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４．産婦人科、小児科など特定診療科医師の待遇改善（守

り）　（４人、５．７％）

５．臨床研修制度の見直し（攻め）　（４人、５．７％）

６．へき地医療の重点的な環境整備、充実（攻め）　（３

人、４．３％）

７．その他（２０字以内）

「医師看護師の過重労働を軽減すること」（守り）

「ドクターヘリの活用も含め均衡ある対応整備」（守り）

「メディカルタウン構想による医療環境の新提案」（守り）

「大学医学部の定員を５割増員する」（攻め）

「臨床研修制度を生かし高度医療の実践」（不明）

「金木病院救急体制復活へ医師確保、体制見直し」（攻め）

「国が現状認識し、医師確保の方向性を示すべき」（攻め）

「県が積極的に医師不足解消に取り組むべき」（攻め）

「特定診療科医師へのリスク分散など」（守り）

「その他」（不明）

青森県の医師不足による医療崩壊を解決するには医師の増員

しかないことは明白だ。病院再編と医師の集約化は県内で実質

的にほぼ終了しており、地域に必要な病院すらリストラされて

いる現状である。

「攻め」と「守り」の分類基準は、国策に「もの申す」のか、
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現状を追認しそのなかで最善を尽くすのか（これは県医療のジ

リ貧をまねくが）に置いた。その結果「攻め」は４１人、「守

り」は２６人（「不明」２人）となった。あながち捨てたもの

でもない。

「その他」に具体的に金木病院問題を回答された候補者がい

る。金木病院問題は県医療問題の象徴である。これを守れるか

守れないかで県の医療の方向が決まるといっても過言ではな

い。

国策によってひきおこされた地方の医師不足に異議を唱える

のは、議会制民主主義の構造からいって県議会の役割である。

当選のあかつきには医師招聘にむけて全力をあげてもらいた

い。また知事や県選出国会議員も積極的に厚労省に働きかけを

していただきたいものだ。わたしども「維持する会」も県議会

議長に住民の声である「請願」を提出することを検討したいと

思う。

コメント

視力回復レーシック研究家

こんにちは

はじめまして！！

私の視力回復先進医療トレーニングの視力回復専門サイトで

こちらの記事をリンク紹介させて頂きましたので

ご連絡させて頂きました。
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また遊びに来させていただきます。

お時間のあるときに私のブログにも遊びに

来ていただけたらとても嬉しいです。

紹介記事は

http://sirilyokukaifuku1002.blog98.fc2.com/blog-entry-45.

html

です。

これからもよろしくお願いいたします＾＾
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2007・04・02（月）

臥薪嘗胆・捲土重来　

地元紙『東奥日報』の読者投稿欄「明鏡」に、新中核病院建

設地を市内にすべきという声が掲載されている。

交通アクセスの不便な郊外の建設予定地より市内に建設すれ

ば街の活性化にもつながり一石二鳥ということだ。もっともな

意見である。

新中核病院建設構想（マスタープラン）が暗礁に乗り上げて

いる。市の財政難が原因とされている。住民のコンセンサスを

得てないプランを、このさい全面的に見直すべきではないか？

政府が重い腰をようやく上げそうだ。内閣府調査によれば、

悪い方向に向かっていると思われる分野の「医療・福祉」は３

１．９％で前年度１９％に比べて増加甚だしいものがある。

地域医療は医師不足に原因があることは論を俟たない。い

ま、最悪の時期なのかもしれない。こんなとき１９９億円もの

病院建設はなじまない。今は、じっと耐えるときだ。国が医師

補充の方針を示し、医師招聘に明るさが見えてからで遅くはな

い。

いまなすべきは、現在の医療を壊さないように維持すること

にある。金木病院、西北中央病院の内実をめざし努力すること

である。それがマスタープランに将来マンパワーを提供するこ
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とにもなるはずだ。
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2007・04・03（火）

新財政部長に期待すること

佐藤財政部長が総務省から着任　五所川原

『東奥日報』http://www.toonippo.co.jp/

五所川原市が財政健全化計画（二〇〇七―一一年度）の一環

で総務省にキャリア職員派遣を要請したことを受け、一日付け

で市財政部長となった同省出身の佐藤茂宗氏（三二）が二日、

着任した。佐藤部長は、財政健全化について「（歳出の）カッ

トと地域活性化の両方を一緒に進めなければならない」との考

えを示した。

佐藤部長は、同市の財政状況を「現時点でも、健全化計画を

着実に実行しなければ厳しい。（西北五の自治体病院機能再編

成で新設計画がある）中核病院や、し尿処理施設の整備を考え

ると、非常に厳しい」と指摘した。

その上で、医療機能再編成など重要事業の実現のため、従来

の事務事業について「しがらみにとらわれずコスト削減に取り

組むことが、（自分に）期待されているのではないだろうか」

と語った。

佐藤氏は秋田県横手市出身。「過疎地で育った中で、地域格

差を是正したいと考えた」と、学生時代から総務省で働く夢を

持っていたという。
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------------------------------------------------

五所川原市の財政は崖っぷちにあり、住民が必要としている

ものまで切捨てがおこなわれている。たとえば、金木では住民

が利用していたトレーニングセンターが閉鎖となったし、各支

所を廃止して郵便局がその業務を肩代わりしている。前任者は

あまりに厳しい財政状況に体調を壊して辞任したとも聞く。

これ以上切り詰める無駄などあるはずがない。住民を犠牲に

して財政を立て直すことは地域を不活性化することは明らか

で、この両立しがたい矛盾にどう取り組むのか見守りたい。住

民あっての自治体であり、自治体あっての住民ではないという

原理原則をつねに尊重した取り組みに期待したい。

氏は横手出身。横手といえば、わたしの私淑する「むのたけ

じ」氏の舞台だ。佐藤氏は当然ご存知と思うが、あえて「むの

たけじ」氏の詞（ことば）を二つ紹介したい。

「トリのように空を。モグラのように土の中を。風のように

地の上を。そして月への旅を。価値ある願望は空想にひとし

かったものであり、そして人類が実現してきたものもまた空想

にひとしかった願望ばかりである。」（地域医療の充実を願う

住民の願望も読み込んでいただきたい）

「きみのその言葉は、きみの実生活のどこに位置するか。実

生活より前へ突き出された言葉は、霧だ。自分がつまずく。実

生活より後ろへ退いた言葉は、煙だ。他人をつまずかせる。実
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生活の内側から出た言葉は、住んでいる空気だ。自他を生か

す」

地域格差によって押しつぶされようとしている同じ東北の同

志として、「変えるべきは変え、変えてはならないものは守

る」というスタンスで事にあたることを期待したい。

コメント

TM

五所川原市の財政にこれ以上切り詰める無駄がなく，今後必要

なお金が足りないとなれば収入を増やすことが速く確実な方法

だと思います．管理人さんは増税が必要と考えておりますか？

管理者

私見ですが・・

増税というわけではありませんが、コンビニ救急を防止する意

味でも、救急車出動を有料化することは検討の余地があると考

えます。ただし経済的マイノリティーに十分な配慮がなされな

ければならないと思います。

もひとつは、地方の自治体はどうしてもハコモノで景気を良く

しようとする傾向があります。いまのような景気低迷期（とく

に青森県）には、この手法はかえってリスクが大きすぎますの

で、その分を医療・福祉に向けるといった政策が望ましいと考

えます。予算配分を変えるということです。
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2007・04・04（水）

県議選　雑感

期日前投票をした。

投票所には某施設がバスで乗り付けていて、大勢の方々が投

票していた。

地方の選挙は「地縁」「血縁」「組織」が候補者の主張に優

先する。候補者の主張を吟味して投票行動を決定しようとする

のは、いわゆる「浮動票」と呼ばれる。

しかし・・「浮動票」とはなんという物言いだろう。地縁・

血縁・組織以外のものは根無し草で、あやふやな存在ととれ

る。逆だろうと言いたい。なにものにも縛られないからこそ冷

静に候補者を選ぶことができるのだから、もっとも民主的な票

である。「良心票」と言いたい。

当選挙区では、中核病院構想の実現を訴える候補者、それに

異議をとなえる候補者、金木病院の救急復活を訴える候補者・

・がいるが、候補者たちがこれほど明確に主張をアピールして

いる選挙もめずらしい。

投票率を上げれば「浮動票」が増えるから、組織票は相対的

に価値が下がる。投票率が下がれば組織票が当落を決定する。

地域医療の未来は本来、地縁・血縁・組織によって左右され
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るべきものでない。多くの良心が立ち上がること期待する。
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2007・04・05（木）

アンケート集計結果を公開

多忙中にも拘わらずアンケートにご協力いただいたドクター

各位にお礼もうしあげたい。

アンケート集計から、以下感想を申し述べる。

回答率が一割ほどだったことにやや落胆はあるものの、回答

が県全域および診療科のほぼ全科にわたっていることは青森県

内総合病院勤務医の実態をある程度浮き彫りにしたと言える。

出身は青森県内が一番多く、次いで関東、以下東北・北海

道。ほとんどが医局によって配属されている。

時間外勤務は想像以上に厳しい。週１０時間はあたりまえ。

３０時間以上～５０時間以上が８８人中５０人もいる。みずか

ら点滴をうちながら医療業務に就いているという話は本当なの

だろう。これほどの激務でかつ十分な収入が得られない勤務医

が子どもを医者にしたくない（４３人、５５．９％）気持ちは

痛いほど理解できる。「やめたい」と内心では思いつつも現状

では医局の指示に従わざるをえない苦汁がにじむ。

今回のアンケートで各位がもっとも熱弁を展開したのが「設

問７　地方の医師不足の原因」。

「国策の問題」を指摘する声がもっとも多かった。地域住民
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の問題だと当ブログではきびしいバッシングを受けていただけ

に意外だった。地域住民の問題、医師の問題、病院管理の問題

はほぼ団子状態で、「国策の問題」は一馬身離している。医師

と患者が連帯し国策に立ち向かうことの可能性を見た気がし

た。

患者にひどいことを言われたり（これはどんな職業でもあり

うることだが）、「コンビニ受診」は地域住民が努力して改善

しなければならない点である。医師の充実感は医師としての自

己実現にある。それにむけて厳しいながらも努力できるのはか

ろうじて「モチベーション」を維持しているからだろう。科に

よる勤務および待遇の不平等、常識では考えられない三二時間

連続勤務・・。こんななか勤務医は疲弊しモチベーションを失

い開業や廃業に舵を切り替えてゆく・・。

この「医師アンケート」が自治体病院管理者、医師、住民が

「三者一体」となって医療崩壊に取り組む一契機にならんこと

を。末尾ながら、ためらう管理者を説得し（笑）、当アンケー

トを企画するとともに「質問」をつくっていただいた「地方の

一医師」さん、「田舎の医師」さんに感謝申し上げます。

◎詳細は

http://members.goo.ne.jp/home/kinbyou
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2007・04・06（金）

開業医も連帯を

救急「開業医も連帯を」　

医師不足　厚労相、医師会長に要請

『朝日新聞』　http://www.asahi.com/

柳沢厚生労働相は４日、医師不足問題への対応をめぐり日本

医師会の唐沢祥人会長と省内で会談した。柳沢氏からの異例の

要請で実現した会談で、同氏は「小児科や産科などで勤務医の

負担が過重になっている」と話し、開業医が参加する救急や夜

間診療のネットワークをつくるよう協力を要請。唐沢氏も「積

極的に取り組む」と応じた。

厚労省などによると、会談で柳沢氏は「地域の病院の連携が

不十分で、医師が効率的に活用されていない。開業医にもう少

し担ってもらう役割があるのではないか」と指摘。開業医が役

割分担して救急や夜間診療を受け持つネットワークの必要性な

どを強調し、地域の医師会への働きかけを求めたという。

一方、唐沢氏は、臨床研修を終えた若い医師に一定期間、へ

き地や産科・小児科など特定の診療科での勤務を促す仕組みづ

くりを提案した。

------------------------------------------
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「医師不足」と言っても、これは公立病院の勤務医不足のこ

とであって、民間には医師が大勢いる。青森県は人口対比医師

数が全国ワースト４で、１０万人あたり１６４人である（ワー

スト３は埼玉、茨城、千葉。これらは民間総合病院のサポート

があるから医療環境は青森とは到底比較できない。よって青森

県は実質全国最下位と言える）が、たとえば津軽の中核都市弘

前市には人口１０万人あたりの医師数は４００人以上と言わ

れ、国の基準の倍である。他方自治体病院に目をむけると、勤

務医不足によって医療現場が崩壊しつつある。これが医師不足

の構造だ。

このアンバランスは是正されなければならない。そもそも医

療にミンもコウもあるまい。

「ない袖は振れない」・・・袖はもともとあったのだ。工夫

が足りなかっただけだ。遅きに失する感は否めないが、ようや

く国と医師会が腰をあげつつある。期待したい。
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2007・04・07（土）

医師不足「国策が原因」

県内勤務医へのアンケート結果まとまる

五所川原市民団体実施、医師不足「国策が原因」

 

『陸奥新報』　 http://www.mutusinpou.co.jp/news/

07040602.html

五所川原市金木町などの有志でつくる「金木病院の救急体制

を維持する会」が、県内公立総合病院の勤務医を対象に、勤務

環境や医師不足問題などに対する考えを尋ねたアンケートの集

計結果を公表した。

同会によると、設問への回答に加え、いわゆる緊急を要しな

い「コンビニ受診」などへの苦言や、「地方の勤務医不足は国

策が原因。勤務医の開業ラッシュも影響している」とする指摘

が寄せられた。同会事務局の一戸彰晃さん＝同市金木町＝は

「問題解決には医師、住民、病院を運営する自治体の相互理解

と連携が必要」との見解を示している。

アンケートは１３の質問項目をつくり、各３―７の選択肢を

設定。県立中央病院、西北中央病院（五所川原市）、八戸市民

病院など１３の公立総合病院の勤務医７４０人に用紙を送付

し、期限とした３月末までに８８人が回答。今月４日に集計結

果がまとまった。

一週間の時間外勤務時間を尋ねた項目では、４０人が３０―
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５０時間以上勤務していると回答。地方の医師不足の原因を尋

ねた設問（複数回答、無回答あり）では、「国策の問題」を選

択した医師が最も多く、６５人だった。

コメント欄には「面倒を見てくれる人がいないとの理由で、

退院できるのに長く入院する傾向があり、必要な治療を受けら

れない患者が出る可能性がある｣ ｢ 入院ついでに他科も受診し

たいとの希望が多く、入院の理由が分からなくなる」との苦言

や｢ 臨床初期研修医制度の導入が地域の医師不足に拍車を掛け

た」「最近は開業ラッシュ。医師不足は公立病院の医師が開業

していることも影響しているのではないか」との指摘が記され

た。

一戸さんは「回収率の低さは残念だが、今回のアンケート結

果を医療現場の諸問題解決のため役立てられれば」とし、同会

が目指す地元の公立金木病院の救急体制復活に向けた住民、医

師、自治体の連携を訴えている。

コメント

大学医師

週に

40時間から50時間時間外を人の命をあつかう

緊張した状態で勤務するのは過酷ですね。

さらに、待機の時間を含めるとさらに時間はふえるのでしょ

う。

視力回復レーシック研究家

こんにちは

はじめまして！！
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私の視力回復先進医療トレーニングの視力回復専門サイトで

こちらの記事をリンク紹介させて頂きましたので

ご連絡させて頂きました。

また遊びに来させていただきます。

お時間のあるときに私のブログにも遊びに

来ていただけたらとても嬉しいです。

紹介記事は

http://sirilyokukaifuku1002.blog98.fc2.com/blog-entry-90.

html

です。

これからもよろしくお願いいたします＾＾
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2007・04・08（日）

県、下北などで医師確保めざす

下北など5地域で医師確保目指す

『東奥日報』　

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

20070329142656.asp

県は二十八日、青森市で「あおもり地域医療・医師支援機

構」運営委員会を開き、県の医師配置方針を決めた。今後、医

師確保を必要とする地域として津軽半島北部、西海岸、下北半

島、北部上北、三戸・田子の五地域を選定し、その中でも無医

地区を有する下北北通り・西通り地区、三戸・田子地区での医

師確保の必要性を強調した。

下北北通りの大間病院、風間浦診療所、佐井診療所は、むつ

総合病院から遠距離にあり、医師の勤務も過重なため、勤務希

望が少ない。県は二〇〇八年度から風間浦、佐井の両診療所を

休止し、大間病院に医師を集約し、地域全体の医療を安定的に

確保する方向。

下北西通り地区では川内病院が〇八年度から有床診療所

（ベッド数十九）となるが、距離的・時間的な面から「最低、

医師三人は必要」とし、むつ総合病院と開業医の支援を強調。

常勤医の勤務環境改善を目指すことにしている。

三戸・田子地域では、弘前大学の派遣医師が減少している現
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状を踏まえて（１）救急・入院における三戸中央病院と田子病

院との連携推進（２）医療・保健・福祉を総合的に組み合わせ

た包括ケアサービスの充実－などを示した。

北部上北地域は、野辺地町での新規開業が続いていることか

ら、公立野辺地病院と周辺診療所の連携を強化し、六ケ所 村

や横浜町の無医地区もカバーする救急医療の充実を図る方針。

津軽半島北部、西海岸でも医療機関の連携によって地域の安

定的な医療提供を目指すことにしている。

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

【参考】青森県地図

http://www.mapfan.com/kankou/02/jmap.html

中核病院構想の進む「下北地区」。ここはむつ総合病院を中

心に下北全域の医療の集約化が進んでいる。いわば青森県が推

進している６圏域分割医療再編成の先端を行くもので、県構想

の実験場と言える。昨年NHK「クローズアップ東北」でもと

りあげられたが、住民の不便さは余りある。

崖っぷちの青森県医療。その典型が下北に顕われていると

言っても過言ではない。こんどは風間浦診療所、佐井診療所が

消える。青森県に増加するのは赤字と無医村というのではしゃ

れにならない。
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集約とか効率化などと言ってはいけない。なんのことはない

・・医師不足による地方の切捨てに他ならない。

同じ税金を納めていて、都市部では医療サービスが受けられ

地方では疎外される。住んでいるところによって医療格差があ

る。田舎の人間はそれに耐えろというのだろうか。

「何人も差別されることなく、適切な医療を受ける権利を有

する」

（1981年　世界医師会第３４回総会採択『リスボン宣言』）

コメント

Med_Law

同じ税金で地方は潤っている

>同じ税金を納めていて、都市部では医療サービスが受けられ

地方では疎外される

同じ税金を払っていて、地方ほど交付税で手厚く保護されてい

る現状をご存じない？

夕張のように税金を無駄づかいして、バカな首長を選んで、土

建屋で談合して、働かない無駄な公務員を雇用対策として放置

医療費に使う金がなくなったのは自己責任では？

自治体の予算を決めるのは、住民代表の議員であり首長だか
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ら、どうぞ自分たちで自治を貫いてください

医療が必要ないと思っている他の多くの住民、費用は自分たち

で出さずに税金を引っ張ってきて病院を運営しろという医療の

必要な住民

どうぞ有限な自治体財源の奪い合いで勝利してください

住んで働きたくなるような地域になってから医師の広告を出し

てくださいね
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2007・04・09（月）

市長支援候補者が落選

五所川原市区選挙結果

当・櫛引ユキ子　　11,948（五所川原市　10,895　中泊

　1,053）

当・成田　一憲　　11,455（五所川原市　 5,407　中泊

　6,048）

当・今　　　　博　　10,059（五所川原市　 9,122　中

泊　  937）

落・寺田　達也　　  8,353（五所川原市　 7,836　中泊

　  517）

市長と１８人の市議会議員が支援した寺田候補者が落選し、

議員支援が２人しか得られなかった櫛引候補者がトップ当選し

た。五所川原市政へ厳しい判断を有権者が下した。これは一種

の不信任とも言える。

こと医療問題に絞って見ると、寺田候補は市長の方針をコ

ピーして「新中核病院構想」を訴えた。他方、成田、今候補は

「医師確保」と「金木病院救急復活」を掲げた。市民はハコモ

ノ建設より目前の地域医療の充実を望んでいるということを金

木病院管理者でもある平山市長は真摯に受け止めなければなら

ない。市民から遊離した市政などあってはならない。市民の願

いを身を粉にして実現に努めるのが市の行政をあずかるものの

当然の義務である。
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今回、もしも成田候補が落選したらと思うとゾッとする。津

軽半島部から県議会議員が消え旧五所川原市内だけから３人の

議員が出ることになれば、いきおい施策は旧五所川原市民寄り

のものとなり、金木病院問題は吹っ飛ばされてしまっただろ

う。

成田議員の今後の活躍を期待したい。また、早くから街頭に

立ち、寒風に晒されながらも熱く金木病院救急復活を訴え続け

た今議員にも大きなエールを送りたい。

コメント

アイドル登場！

こんにちは

はじめまして^^

突然のコメント失礼します。

私の芸能サイトで

こちらの記事を紹介させて頂きましたので

ご連絡させて頂きました。

紹介記事は

http://idole7.livedoor.biz/archives/50125950.html

です。

これからもよろしくお願いいたします＾＾
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アイドル登場！

こんにちは

はじめまして^^

突然のコメント失礼します。

私の芸能サイトで

こちらの記事を紹介させて頂きましたので

ご連絡させて頂きました。

紹介記事は

http://idole7.livedoor.biz/archives/50126020.html

です。

これからもよろしくお願いいたします＾＾

アイドル登場！

こんにちは

はじめまして^^

突然のコメント失礼します。

私の芸能サイトで

こちらの記事を紹介させて頂きましたので

ご連絡させて頂きました。

紹介記事は

http://idole7.livedoor.biz/archives/50126281.html

です。
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これからもよろしくお願いいたします＾＾

アイドル登場！

こんにちは

はじめまして^^

突然のコメント失礼します。

私の芸能サイトで

こちらの記事を紹介させて頂きましたので

ご連絡させて頂きました。

紹介記事は

http://idole7.livedoor.biz/archives/50126632.html

です。

これからもよろしくお願いいたします＾＾

 



金木病院救急再開物語（下）

103

2007・04・10（火）

市長支援候補者が落選（Ⅱ）

五所川原市区　”保守本流”の寺田氏落選

有権者意識に変化

『陸奥新報』　http://www.mutusinpou.co.jp/

「慢心があった」。寺田氏の陣営関係者は敗因を端的に語る。

県議選への出馬をめぐり駆け引きを展開した別の有力市議が二

月下旬に不出馬を表明。その結果、市議、市議、各業者らの支

援を得て、「条件が整った時点で勝ったと踏んでしまった」と

振り返る。

突出した組織力で戦った寺田陣営だが、得票は八千票余り

で、当選ラインとされた一万一千票には及ばなかった。陣営関

係者は「各市議の後援会や企業の従業員にまで浸透しきれな

かった」と分析。二月下旬の出馬表明という出遅れや、それに

伴う知名度不足も要因に挙げた。

・・・さらに「組織に頼らない個人の明確なアピールを好む

有権者も少なくない。意識が次第に都市化している」と、組織

選挙では対応しきれない現状を説明する声もあった。

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

寺田候補の組織は半端なものではなかった。平山市長、与党

市議十八人の支援を受けたほか、三村県知事、津島雄二国会議
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員まで応援した「保守本流」の鳴り物いり候補者だった。元厚

生大臣津島議員は街頭応援演説で「寺田氏の人物を保障する」

とまで言い切った。これ以上を望むのであれば安倍首相を連れ

てくるしかないほどだ。

敗因分析がよろしくない。組織化が遅れたという見解は選挙

民を愚弄するものである。そもそも民主主義下の選挙は有権者

がひとりびとり独立して投票行動を決定するものである。その

原則は都市であれ地方であれ変わらない。地縁・血縁・組織選

挙はむしろ民主主義を骨抜きにするものである。思わず本音が

出たというところか。

報道は当たり障りのない記事を書くものだが、この度の少数

激戦選挙では水面下で熾烈な闘いが展開されていた。怪文書は

４通にもおよび、街頭では摩擦もあったと聞く。しかし・・

もっとも大きな敗因は地域医療に不安を懐く住民の心を捉えら

れなかったことにある。

金木病院の救急取り下げ問題ほか地域医療の崩壊に寺田候補

は、いまや海のものとも山のものともわからない「新中核病院

構想」を掲げた。旧市民からも疑問がなげかけられているこの

ハコモノ行政推進に批判は多かった。

４年後を期すと語ったそうだが、住民の願いと乖離した「文

法」の異なった選挙では、何度挑戦しても結果は変わらないだ

ろう。
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2007・04・11（水）

地域医療アドバイザー派遣事業

医師不足：確保策助言　専門家を派遣へ　厚労省

『毎日新聞』　 http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/

gyousei/news/p20070410k0000m010167000c.html

厚生労働省は９日、深刻化する医師や看護師不足に悩む都道

府県を支援するため、専門家を派遣する「地域医療アドバイ

ザー派遣事業」を始める方針を固めた。医療経営や医療政策の

専門家を地域に派遣し、助言や指導をしてもらう。１０日に発

足する「地域医療支援中央会議」（座長・久道茂宮城県対がん

協会長）に提案する。

同事業は都道府県の依頼に基づき、医師確保策や、医療機関

の集約化・重点化などに詳しい専門家を送り込む。１０人前後

を委嘱し、年１２回程度派遣する。厚労省は３年内に報告書の

提出を求めて成功例を蓄積し、全国的に展開する意向だ。

これに関連して「地域医療確保支援モデル事業」も始める。

都道府県による医師確保や勤務医と開業医の連携、女性医師や

看護師が働きやすい環境づくりなどに対し、同中央会議などが

「独自性がある」と判断すれば、補助金を出す。【坂口裕彦】

毎日新聞　2007年4月10日　3時00分

-----------------------------------------------------
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いよいよ厚労省が腰を上げたということか。

委嘱数が１０人程度ということは試験的なものだろう。昨年

８月、厚生労働、総務、文部科学の３省が医師確保総合対策で

「医学部定員増」を決めたが（厳しい条件がついて実現不可能

だったが）、青森、岩手、秋田、山形、福島、新潟、山梨、長

野、岐阜、三重の１０県が認められた経緯がある。この度の

「地域医療アドバイザー派遣事業」も、この１０県に優先的に

派遣してもらいものだ。

４月４日の厚労相と日本医師会会長との会談にもあったが、

地方の公立病院勤務医不足解決に開業医の協力は不可欠であ

る。その意味で「地域医療確保支援モデル事業」（都道府県に

よる医師確保や勤務医と開業医の連携、女性医師や看護師が働

きやすい環境づくり）も、是非とも青森県で実施してもらいた

い。

あえて言えば、金木病院を典型的なサンプルとしてとりあげ

てもらいたい。金木病院を救うことが全国の医療崩壊を防ぐこ

とに繋がると言いたい。ここには医療施策の歪みがすべて整っ

ているからである。
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2007・04・12（木）

参院委で自治体病院赤字問題

『東奥日報』報道

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

自治体病院赤字問題　国側の対応ただす

参院委で山崎議員

自民党の山崎力参議院議員は十一日、参院行政監視委員会で

質問に立ち、自治体病院の赤字問題で国側の見解をただした。

岡本保・総務省自治財政局長は「二〇〇五年度決算で見る

と、九百八十二病院のうち六百二十六病院で純損失を出してい

る厳しい状況」と説明した上で、赤字発生の原因について「へ

き地、救急医療など採算性の確保の上で厳しい医療を担ってい

ることも大きな要素」と述べた。

採算性向上への取り組みとして「他の医療機関との連携、医

薬品の共同購入、アウトソーシングなどによる経費の節減・合

理化など経営形態の見直しも含めて、お願いしている。地域の

医療を担う役割のため、一般会計からルール的に繰り出すこと

は必要だが、病院の基本的な採算性を向上させる取り組みも

行ってほしいと考えている」などと述べた。

『陸奥新報』報道

http://www.mutusinpou.co.jp/
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地域医療で山崎氏質疑　参院行政監視委

参院行政監視委が十一日開かれ、本県選出の山崎力氏（自

民）が自治体病院の赤字問題について、国の対策をただした。

山崎氏が地域医療対策について質問したのに対し、総務省の

岡本保自治財政局長は「病院には採算性向上を努力する取り組

みを要請している」と答え、厚労相の白石順一審議官は「へき

地医療に関しては継続して財政支援措置を行い、都道府県ごと

のさまざまな取り組みも支援している」と説明した。

山崎氏は「地域医療への手当てが不十分だから地方で赤字の

病院が多いのではないか。赤字問題はずっと以前からのことで

あり、もう少し説得力のある政策を出せないのか」と苦言を呈

した。

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

官僚にかなわない国会議員。あきらめず、第２ラウンドでさ

らに厳しく国の対応を要請してもらいたい。

それにしても、赤字は自治体病院の採算性への取り組み不足

とは、開いた口がふさがらない。ほんとうにそうとらえている

のであれば、もはや厚労相は医療を担うべきでない。

採算性は収入の増加と支出の抑制によって向上する。もう後

が無く自治体病院が崩壊している現状でさらに採算性を向上さ

せるなど空論である。自治体にとって残された唯一つの方法は

病院の解体しかない。
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問題を自治体に責任転嫁する国の方針に全国会議員が

「NO」を表明すべきだろう。
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2007・04・13（金）

揺れる療養病床削減計画

国が医療費抑制のため二〇一一年度末までに三十八万床の療

養病床を二十三万床減らして十五万床にする計画が、このほど

見直しをせまられていることが報じられた。

療養病床は、本来社会福祉部門が担うべき老人介護問題を病

院にかたがわりさせてきたものだ。いわば「社会的入院」なの

だが、療養病床を削減するにはそれにかわる受け皿が整ってい

ることが前提である。この問題をクリアせず一方的に療養病床

を減らせば老人は行き場を失う。「老人は死ね」ということに

なる。

世論や病院現場の強い反発で厚労相が方針変更をせまられた

格好だが、それにしても弁解の理由がなんとも幼稚だ。

調べてみたら今後五年間で七十五歳以上の高齢者が２０％増

えることがわかったからだという。そんなことは五十年も前か

らわかっていたはずだ。また二十年後約七百万人といわれる団

塊の世代が高齢者の仲間入りをするまで、その比率がますます

高くなり老人介護問題は喫緊の社会的課題であることもまた明

らかである。

厚労相が今頃になって２０％増に気づいたとはとても思えな

い。これは欺瞞だ。では、なぜこんな理由を出してきたのか・

・・。
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答えは簡単だ。要するに施策のミスをごまかそうとして、さ

らに恥を上塗りしたということ。医療は信頼を基礎とする。厚

労相がこんなテイタラクでは、国民は不幸といわざるをえな

い。
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2007・04・14（土）

医療改革報告書（厚労相）

十三日厚労相が医療改革の方向性をまとめたことが各紙で報

じられている。医師不足問題や医療格差に対応したものだ。

大病院は「質の高い入院治療が24時間提供されるよう、原

則として専門的な外来のみを基本とする」、中小病院は軽い病

気の入院治療や脳卒中などの回復期のリハビリなどを担当す

る。

夜間、休日の医療サービスに関しては開業医の協力を得る。

具体的には①休日夜間急患センターに交代で参加すること②時

間外でも携帯電話で連絡がとれる③午前外来、午後往診・訪問

診療という経営モデルをつくる。

こうした方向性に基づいて、地域の医療計画を策定するよう

各都道府県に要請する。

（参考：朝日新聞）

http://www.asahi.com/politics/update/0414/

TKY200704130408.html

システムの再構築も必要だ。結構なことだと思う。各都道府

県はまず地域の医療の実態を明らかにしなければならない。医

療アクセス、診療科、救急体制・・など。それをもとに開業医

のマンパワーを動員してどのような医療体制をつくりあげてゆ
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くかを議論していただきたい。また、無医村に開業医の協力は

得られるのかという具体的な問題にもこれから取り組んでいた

だきたい。

新中核病院建設構想・つがる西北五広域連合「マスタープラ

ン」は、ますます再考をせまられることになった。

コメント

通りすがり

私は医師ではありませんが、医療従事者です。

現在の医療における大きな問題点は２つ、ひとつは医師不足で

あり、もうひとつは

医療費不足です。さらに訴訟リスクが医療現場を窮地に追い

やっている。

そんな状況が観えてきます。

これらを解決せずさらに医師に負担のみを押し付ける政策を推

し進めるならば、

結果は目に見えています。病院だけでなく開業診療所もつぶれ

る。

皆保険制度もつぶれる。地域医療そのものがつぶれる。私が医

学生であったならば、自由診療のおこなえる分野、医師免許を

有効につかえる企業への就職、さらに海外へ出て行く等を考え

ていると思いますよ。

「医師は特別な人ではない。医師という資格をもったいち労働

者である。」

そのことを忘れているのではないでしょうか？
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2007・04・15（日）

新チラシ完成

金木病院の救急復活を願う新チラシが完成しました。

Ａ４サイズで１０，０００枚。

さまざまな場面で活用します。

わたしたちは決して金木病院を見捨てません。

ダウンロードはこちらから（JPG）↓

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

jpg
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コメント

大学の医師

　ちらしを配ると医師があつまるのでしょうか？

商店ではありません、具体的な提案をお願いします。

ニューヨーク州では、医師不足のため、医療訴訟に対して厳し

いガイドラインを設けたそうですが、

　青森県では、単に欲しがってるだけで具体的な対策は一向に

ないようですがいかがでしょうか？

管理者

チラシは住民の願いをアピールしてくれます。「商店ではあり

ません」・・こういう失礼で無神経な物言いが医師から発せら

れることに驚きます。あなたは本当に「大学の医師」ですか？

住民活動を潰したいという意図性が感じられるのですが・・。

内容も支離滅裂。

公開をやめようと思ったのですが、このようなコメントが連日

とどいている事実を閲覧者に知っていただきたいという意味あ

いで、ときおり気分が向いたら公開します（笑。

政治レベル、医療レベル、そして住民レベルでさまざまな提言

と行動を展開しています。なかには公表できないものもありま

す。

あなたのいう「青森県」とは県のことですか、それとも県民の

ことですか？
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ニューヨーク州がなにをやったか知りませんが、医療問題は青

森県一県でできるものとできないものがあります。県のより一

層の積極的取り組みを期待しています。

宇宙

県が手抜きだから医療が滅ぶんだよ

県独自で出来ることがあるだろう。訴訟だよ。医者相手の訴訟

じゃないよ、医者を訴えた連中を県が訴え返すと言う訴訟だ

よ。

反訴の理由は幾らでも考えられるだろう。例えば、「医療水準

が低いのが当県の現状なのに、不当に高度な医療を求めて県へ

の不当な要求を行った行政対象暴力に等しい」でもよかろう

さ。それをやれば医者は集まるんだよ。

ぬらり

住民の願いがアピールされれば実現するなら苦労はありません

よ。

「百匹目の猿」理論となんら変わりはない。

意味はないに等しいただの自己満足です。

なぜ医者が去ったのか？

そこから考えることを始めないと（地域の皆さんに広めない

と）ダメでしょう。

見捨てないって、何をすることですか？

ただ白い布を貼り付けることが「見捨てない」ことですか？

現場の医師がそれで「見捨てられていない」と思うかどうか、

幅広く意見を聞いてみましたか？

もちろん、「住民運動」の目的が自己満足でしかないのならこ



金木病院救急再開物語（下）

117

れでいいと思います。お金もほとんどかからないようで無害の

ようですから。

12年目内科医

誰に向けるべきチラシでしょうか？

気分が向いたら公開するそうですので、管理人さんにとっては

この書き込みは意味がないのかも知れませんが・・・

私も失礼ながらチラシと言われてたしかにチラシだと思いまし

た。でも市民にアピールする以上に、どこかよそのお医者に来

てもらえるようドクター向けにアピールする方が得策ではない

でしょうかね。「大学の医師」さまがニューヨークの厳しい医

療訴訟ガイドラインのことを書いたのは「少しでも医師に働き

やすいと言うことを青森県なりにアピールして欲しい」と言う

ことだと思います。管理人様、言葉通りに人の言うことを解釈

するのではなく、行間を読んであげてください。

私は今、北海道の僻地に来て仕事してます。ここの人たちは人

はいい。でも感性が鈍い。何か伝える時には「はっきり」伝え

たいと伝わらない。はっきり言うと角が立つ場合に、なんとな

く諭しながら例えながら話しても意味が通じません。青森県も

かなりの田舎に属するでしょう。管理人さんもおそらく、大学

の医師さまの言われたことをあまりよく理解できなかったので

はありますまいか？

医師はいろんな知的レベルの人を相手に話をするのが仕事で

す。相手がどんなに賢かろうが知性が欠けようと、ともかく、

診療に満足してもらう、診療内容をそれなりに理解してもらう
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必要がある。はっきり言うほうが良い場合もありますが、そう

すれば多くの場合けんかになります。従って、何かにたとえな

がら、相手に悟ってもらえるような誘導尋問するような話し方

をすることが多くなります。大学の医師さんも、管理人さんを

怒らせないように書いた物だと思いますよ。

僻地外科医

　あなた方が出来る具体策として

１．私達は救急外来のコンビニ利用をやめます。

２．不必要な救急車利用をやめます。

と言うことを宣言したらいかがでしょうか？

これは全国に先駆けての発信となりますし、医師招聘策として

も極めて有効ですよ。出来ればチラシの方にもそう書かれると

良かったと思います。

北東北公立勤務医

「大学の医師」さんに同意

　先のコメントは確かに冷徹な表現でしたが、決して支離滅裂

ではありません。具体的にどんな方策をとれば医者が来たくな

るのかの例を挙げたまででしょう。

　町の中の至る所にホワイトリボンを掲げるという活動は、メ

ンバー内の士気・結束を高める効果はあるかも知れませんが、

全国の医師に「この町で働きたい」と思わせる効果は全くあり

ません。

　一県・あるいは一個人でできる行動は確かに限りがありま

す。そして人間は「目的を達成しやすい方法」よりも「手をつ

けやすい方法」をまず選びがちです。
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　力のない個人・集団が行政に訴えてもあまり効果はありませ

ん。あえて言えばホワイトリボン活動程度で盛り上がっている

ような集団は為政者にも軽く見られるのがオチです。

　さすがにこのコメントは表示できないでしょうが、私もそし

てたぶん「大学の医師」さんも決して地域医療の衰退を望む者

ではありません。ただ行政を動かし医者を呼びたいのであれば

まず、彼らを動かす原動力(価値観)は何なのかをよく考えて

いただきたい。

アップル

チラシに失礼

＞こういう失礼で無神経な物言いが

まったく同感です。商店のチラシは客を呼び込む為、目玉商品

をアピールしています。

商店を利用することでどんなメリットがあるかを説いていま

す。

ひるがえってこの「金木病院の救急復活を願う新チラシ」を見

てみましょう。

医師が来たくなる様なアピールはありますか？

なぜ医師が不足しているのか考えたことがありますか？

医師が不足しているのは医師の労働環境が苛酷だからです。

せめて「医療結果に対する刑事・民事の免責」「週休二日の堅

守」「年収○万円」とかアピールすればいいのに。

商店のチラシの足元にも及びません。
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「うちのスーパーに来てください。売上げがなくて困ってま

す」っているチラシを見たことがありますか？

ま、どうせこのコメントは承認されないでしょうがね。

管理者

おおぜいの方からコメントをいただきました。それも批判ばか

りでした（苦笑）

このエントリーに寄せられたものは全て公開しました。

チラシは住民の願いをアピールするものです。声をあげ続ける

ことが大切です。またホワイトリボン運動は金木病院救急問題

を社会に強く訴え続けております。自己満足などと軽々に言う

あたり、どうかしています。

また、内容は簡潔なものほどアピールが強くなります。

住民の側が取り組まなければならない問題は承知しています。

事実、医師招聘の目途がたてば（可能性が見えてきました）

「救急復活コンサート」を計画していますが、その案内文やら

別刷りのチラシで「コンビニ受診」をひかえるよう働きかける

ことになっています。

おおよその批判は出尽くしたようです。あとは泥沼的非難にな

りそうですので、当エントリーのコメントは承認しません。あ

しからずご理解ください。
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るる

結局は

コンサートだとかなんて、結局は自己満足だと思いますよ。

それは誰のためにするものでしょう？

そのコンサートが開かれれば赴任してくださったドクターは感

激して、奴隷的な労働に甘んじてくださるのでしょうか？

医者がいない。救急が出来ない。そんな状況の時だからこそど

うしたら継続できる救急を引き受けてもらえるのか、そういう

ことを議論できるのです。ドクターが来てしまえば、コンサー

トで配ったちらしなど意識の彼方にとびさるでしょう。

ドクターがわかりやすく目に見えるほどに不足している。

そういう状況だからこそ、どこよりも改善に向けて動きやすく

なるのです。それこそ全国に改善を呼び掛け、訴えられるほど

に。

でも、このままではせっかく赴任してくださったドクターも長

続きせず、消えて行ってしまうでしょう。

そうやってドクターを使い捨てにしてきたことが医師不足につ

ながっています。

そういうことを皆さん言ってらっしゃるのだとおもうのです

よ。

皆さんの言葉を虚心坦懐に、真摯にうけとめてください。せっ

かくの活動が実を結び、花開くことを願っています

ぬらり（実は下北の人）

＞事実、医師招聘の目途がたてば（可能性が見えてきました）

「救急復活コンサート」を計画していますが、その案内文やら
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別刷りのチラシで「コンビニ受診」をひかえるよう働きかける

ことになっています。

目途がたたなくてもやらなきゃだめでしょう。なにやってるん

ですか。

コンビニ受診が減ったとしても、救急体制を維持することが大

変なことは変わりありません。

救急医療を維持するのに最低何人の医者が必要か、救急体制を

維持しながら医者に人間的な待遇を用意するのに何人の医者が

（すなわちどれだけのコストがかかるか）わかってますか？

それは誰が負担するのですか？

あれば便利だからという理由でどこまでお金をかけられるの

か、冷静に検討してください。そこに覚悟があるなら、その金

額の負担を地域住民に訴えてください。

それをしないのは逃げです。
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2007・04・17（火）

研修医９人が違法バイト

当直として単独勤務、研修医９人が違法バイト…兵庫医大

『読売新聞』

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/

20070415i301.htm

兵庫医大病院（兵庫県西宮市）の臨床研修医９人が研修期間

中、別の病院で少なくとも計４６回にのぼりアルバイトをして

いたことがわかった。

２００４年度から施行された新医師臨床研修制度で研修医の

アルバイトが禁止されてから、多数の違反が判明したのは初め

て。

厚生労働省近畿厚生局は「研修医の管理が不十分」として昨

年、兵庫医大病院に厳重注意していた。

同省によると、研修医は国家試験に合格して医師免許を持っ

ているが、指導医の管理下でなければ診療行為を行えない。と

ころが、９人はアルバイト先で当直医などとして１人で勤務し

ていた。

兵庫医大病院によると、９人は研修２年目だった０５年７～

１２月、神戸市、岡山市などにある１２の民間病院と診療所で
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夜間当直や休日の日直などをしていた。うち１人は３病院で計

２５回の当直を重ね、別の１人は４病院をかけもちしていた。

報酬は当直で１回３万～８万円。院長らと連絡できる態勢は

とられていたが、医師は院内に１人だけだった。

民間病院への保健所の立ち入り検査で発覚。兵庫医大病院が

全研修医７６人を調べ、９人が事実を認めた。

９人の多くは「研修後に入る予定だった兵庫医大病院の医局

の上司から頼まれた」と説明したが、兵庫医大病院は依頼者を

特定せず、調査を打ち切った。医師法に罰則規定はなく、９人

は口頭注意だけで、昨年３月に研修を修了した。

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

なぜバイトをしなければならなかったのか・・というこの問

題の背景を見落としてはならない。勤務医不足、３０万円の報

酬が適正に支払われていたか・・などが考えられるだろう。

＞９人の多くは「研修後に入る予定だった兵庫医大病院の医

局の上司から頼まれた」と説明したが、兵庫医大病院は依頼者

を特定せず、調査を打ち切った。

これでは、問題の本質にとても迫ることはできない。
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2007・04・18（水）

連携阻む大学の”壁”

シリーズ「つなぎとめる命」　本県医療は今

第１部　お産の風景　”時限爆弾”抱える八戸　数年後産科

医ゼロ！？

　　　　　　　　　　　高齢化、集約に危機感

『東奥日報』　http://www.toonippo.co.jp/

連携阻む大学の”壁”

八戸には、大学の系列という”壁”が存在した。八戸市民病

院は東北大、八戸赤十字病院は岩手医科大、青森労災病院は弘

前大という系列がある。系列が違う病院同士で協力体制を築く

ことは難しい。

八戸市民病院では、弘大出身の片桐医師を招聘する動きが

あった。しかし、実現しなかった。「片桐先生にはぜひ、うち

に来てもらいたかった」と市民病院の関係者は悔しがった。

その中で産科医不足にあえぐ弘大が今春、労災病院から産科

医を引き揚げることを決めた。事実上の八戸撤退。三月末、約

三十年間続いた労災病院産婦人科の歴史にピリオドが打たれ

た。「仕方がないことだ。しかし、青森県の大学が八戸地域か

ら手を引いたことは残念」と、元労災病院の産科医だった小倉

医師。
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「八戸も、同じ県内だということを自覚してもらわないと。

引き揚げられた病院の影響も考えてほしい」と、苫米地レ

ディースクリニックの苫米地怜医師（五九）＝八戸市＝の表情

は厳しい。

今後、一層、産科集約が進んだ場合、各大学から遠い八戸地

域が医師引き揚げのターゲットになる恐れがある。

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

医療問題に積極的に取り組む地元紙『東奥日報』が新連載を

スタートさせた。医療崩壊がもたらす悲劇はそれぞれに悲劇で

ある。地域の実情が具体的にとりあげられることによって、こ

との深刻さがあきらかにされることを期待したい。

学閥とか派閥は、医療がある程度順調に推移していたころは

特に問題にならなかった。あらゆるシステムにもいえることだ

が、危機的状況になってはじめて、そのシステムの欠点が露呈

する。

学閥とか派閥は本来自らの利益を守るものである。八戸の産

婦人科医不足でその正体があきらかになった。目線が地域住民

にむいていないのである。

系列（＝学閥）は、この国の医療システムを考えるさいの、

乗り越えるべき大きな課題であろう。
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コメント

アンディ

要は、弘前大学産婦人科医局にとって労災病院産科は維持する

価値がなくなった、病院が大学から医師を派遣させるだけの魅

力を失った、ということでしょう？

つまり、労災病院の努力不足ってことじゃないですか。

今の時代、大学病院からの派遣に頼らなくても自前で医師を育

てるなり招聘するなり自由に出来るわけですし。

>学閥とか派閥は本来自らの利益を守るものである。八戸の産

婦人科医不足でその正体があきらかになった。目線が地域住民

にむいていないのである。

ひとつの大学から派遣を受けてる状態で他所の大学にアプロー

チをかけるなんてことは、現在派遣してもらっている大学に対

して非常に不義な事だと思うのですが、いかがでしょうか？

これまで派遣を受けていた大学以外にアプローチをかけるので

あれば、いったんすべての派遣を拒否し、その上で新たに自前

で必要な人数を獲得する、というのが本来あるべき姿勢だと思

います。

ssd

ちょっとツッコミ不足

>八戸市民病院では、弘大出身の片桐医師を招聘する動きが
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あった。しかし、実現しなかった。「片桐先生にはぜひ、うち

に来てもらいたかった」と市民病院の関係者は悔しがった。

今の産科の惨状で、他の医局の人間は入れてやらない、なんて

あり得なさそうなんですが。

他の要因で話がまとまらなかったのでは。

私が勤めた病院で複数の大学の医師が集って一つの科で手術し

ていたりするのは珍しくも何ともなかったですよ。

研修した病院では旧帝大の先代部長が引退したら、新設医大の

医局の科長が昇格しました。
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2007・04・20（金）

平川病院休止

平川病院、常勤医ゼロで来月休止

『東奥日報』

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

20070419085730.asp

平川市の国保平川病院は、院長と副院長が三十日付で退職す

るため、五月から病院休止になることが十八日、分かった。五

月以降、期日をおいて無床の診療所に移行する見込みだ。同日

の議員全員協議会で、外川三千雄市長から常勤医二人の退職

と、病院の民間委託交渉が不調に終わったことの報告があり、

無床診療所へ転換させることで意見を集約した。

全員協は非公開で開かれた。選択肢として挙げられた（１）

指定管理者制度での民間委託（２）無床診療所への転換（３）

そのほかの方法－についてあらためて協議した。

協議終了後、大川喜代治議長は「病院存続を主張する人や、

病院の使命は終わったという議論もあったが、大多数の議員が

無床診療所を選択した。小さくなるが市で地域医療を守る」と

話した。

外川市長は「議員の意見を基に、検討委員会などで詰めてい

く。病院を休止する期間をできるだけ短くしたい」と答えた。



金木病院救急再開物語（下）

130

診療所開設までの手続きとして、設置条例の制定など事前準

備や、県への開設申請で実質一カ月近くかかる。前提となる常

勤医の確保について、同市長は「あてはあるが、今の職場を辞

めて来ることになるので、まだ期日がはっきりしない」と話し

ており、診療所開設時期は未定だ。

通院している女性(70)は「これからどこへ行けばいいのか」

と困惑顔。別の女性(78)は「救急車が来ない診療所なんて意

味がない」と失望感をあらわにした。市内の主婦(50)は「市

長はもっと市民の声に耳を傾け、患者を大事にしてほしい。転

院させられた患者は泣いている」と訴えた。

一方、市側は病院職員に対し、五月末までは病院休止中も勤

務してもらうと説明したが、市職員労働組合は今後の処遇につ

いて団体交渉を申し入れた。

【関連報道】

『陸奥新報』

http://www.mutusinpou.co.jp/news/07041902.html

『Yahooニュース　河北新報』

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070419-

00000001-khk-l02

『毎日新聞』

http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/aomori/
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news/20070419ddlk02100174000c.html

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

今は「休止」だが、状況から再開の見通しは暗い。

ところで、気になったのが「病院の使命は終わったという議

論」だ。平川病院の使命とはいったい何だったのだろうか。

この地域には多数の民間診療所がある。あえて言えば救急と

入院施設ということだったのではないだろうか。後者に関して

は近隣の病院に入院させて問題はないという冷静な地域の声も

聞かれる。では救急体制はどうか。これまた弘前市、黒石市が

カバーできる。

平川病院が自治体立の診療所となる。

それこそ自治体が診療所を運営する意味があるのかどうか。

病院再開をめざすために灯を消さないという苦肉の策であれば

理解できる。署名運動の話もあったが、どうなったのだろう。

平川病院が本来、地域に不可欠のものだったのかどうかが問わ

れる。それを否定するのであれば、住民はもっと声をあげなけ

ればならないと思う。

 



金木病院救急再開物語（下）

132

2007・04・21（土）

平川病院休止 ２

平川病院休診で　市職労などが現地闘争本部

『陸奥新報』　http://www.mutusinpou.co.jp/

五月からの診療休止が決定的な国保平川病院をめぐる問題

で、平川市職員労組と自治労県本部は二十日、市内で会合を開

き、現地闘争本部を設置した。組合長に就いた自治労県本部の

力石利博中央執行委員長は「現地の人たちと一緒に、無床診療

所転換案の白紙撤回と病院存続を求めていく」と話した。

また同日、メンバー約二十人が市役所を訪れ、外川三千雄市

長に組合側との再度の話し合いを要求した。

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

平川市は自治労（社民系）のつよい地域。現地闘争本部が発

足したのは理解できる。ところで、平川病院がこの地区になぜ

必要なのかということをまずは訴えないと、五十五名の職員を

守るためだけの闘争ととられはしないだろうか。

平川病院をまもるためには、平川市住民の賛同を得なければ

ならない。今後の活動に注目したい。

わたしは、医療は身近であるべきだと考えるものである。こ
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の医師不足時代になにをのどかなことを言っているのかとまた

お叱りを受けそうだが、これは将来実現すべきものとして決し

て引く気はない。

「人は実在しているものを目で見る。そして『なぜあるのだ』

と問う。私は実在したことが一度もないものを夢見る。そして

『なぜないのだ』と問う。」（J.B.ショー）

コメント

デスマーチ

病院の使命

なんで現地闘争本部を発足したんでしょうかね。平川病院を守

るんじゃなくて、自分たちの雇用を守るためでしょう。

本気で平川市の医療を守りたいと思っているんだったら、給料

が安くなっても診療所で働くでしょう。

結局、医師には労働基準法に違反する過重労働（当直、救急医

療）をおしつけ、自分たちは法律違反だから雇用を維持しろと

いうことですよね。

このような事務やコメディカルが働いている病院ではやはり医

師として働きたくないものです。

zzz

守るのは？

>このような事務やコメディカルが働いている病院ではやはり
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医師として働きたくないものです。

まったくですね。

青森の医療情勢に興味があってこのブログに辿りつきました

が、「闘争」とか「チラシ」とかを目にして正直『どん引き』

しました。青森の公的中小病院から医師が逃げ出すのは単に

「激務」だけが理由じゃなくて、医療以外の「その他もろもろ」

にも嫌気が差したんじゃないのかなぁ。
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2007・04・23（月）

一時借入金１３５億円

夕張市の破綻を教訓に総務省が「一時借入金」の監視を強化

したという。自治体病院を運営する事業者（自治体や組合な

ど）の借入金ランキング（平成１７年度）がブログ「五里霧中

於札幌菊水」さんに公開されている。

http://blog.goo.ne.jp/peak1839/e/

f931bdb267aef988be1607f69a09f6ea

トップが青森県下北地域の医療組合「青森県一部事務組合下

北医療センター」で借入金は１３，４７７，９８６，０００

円。二位の夕張より１００億円も多いだんとつのトップだ。ち

なみに金木病院は４８位にノミネートされている。

下北圏域はむつ総合病院を中核病院として医療集約をおこな

い、地域の病院はリストラされて住民がたいへんな不便を強い

られている。一部事務組合解散の話もあったが、この借入金が

それぞれの町村に回されると自治体自体が一気に再建団体に転

落するというので解散が見送られた経緯がある。

いったい・・下北は救えるのだろうか。医師はいない、病院

は無くなる、赤字は膨らむ。この国の閉塞した医療行政がもた

らした「負のスパイラル」の典型が青森県下北圏域にある。
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あすは我が身か・・・。

コメント

ssd

初出

http://iseki77.blog65.fc2.com/

伊関さんのところですよ。

自治体病院問題に関心があるなら必読のサイトです。

脳外科見習い

ご紹介ありがとうございます

はじめまして。

北海道で脳外科見習いとして脳卒中医療と、

大学院生として実験をやっております。

伊関氏のブログからの素材を北海道バージョンに加工したもの

なので、お恥ずかしいです。

しかしこのデータを見ると様々な地域の実情がわかり非常に面

白いです。

またこちらに来ます。

今後とも宜しくお願いいたします。

脳外科見習い

やはりツッコミがはいりましたね。
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北海道での統一地方選挙では自治体病院運営問題が争点になっ

ており、明暗がわかれております。

青森県ではどうだったのでしょうね？

管理者

医療は争点のひとつといったところです。青森は雇用問題やら

なにやら問題に事欠かないもので。

伊関氏のブログの件、了解しました。チェックしたのですが一

覧表が見当たらなかったものですから。

ぬらり（実は下北の人）

＞いったい・・下北は救えるのだろうか。医師はいない、病院

は無くなる、赤字は膨らむ。

これに現状をなんとかしようにも住人は負担増に耐えられな

い、というのも加えてほしいですね。

ぶっちゃけていいのなら下北はすでに崩壊しています。救える

も何も、すでに。

下北でも大畑で救急・入院復活を求める住民運動がありました

が結局県からは門前払いに近い扱いしか受けなかったそうで

す。当然でしょうね。お金がないのですから。

管理者

＞ぬらり（実は下北の人）さま

そうですか、下北の人ですか・・。

県から門前払いされた理由が「お金」がないからという理由だ
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けですか？県から住民に「お金」をもってこいとでもいわれた

のでしょうか。

医療に市場原理を導入することは馴染まないと何度も指摘して

いるところです。そういうビジョンをあなたたちはお持ちです

か？

他にもコメントをいただきましたが、あまり焦らないでくださ

い。わたしたちはわたしたちのやり方でやっています。医師の

コストやその負担と医師1人の仕事から得られる収入（金木病

院は現在内科医1人が年間3億円もの仕事をしています）な

ど、あなたに言われるまでもなく検討事項として取り組んでい

ます。

あなたが、ほんとうに「下北の人」なら、あなたはあなたで地

域の医療をまもるために立ち上がるべきです。ほかで愚痴を

言ってもはじまりません。

デスマーチ

青森バージョン

伊関氏ののブログより改変して、青森県バージョンを作ってみ

ました。

一時借入金ランキング（平成１８年３月３１日現在、金額は単

位千円）

1青森県一部事務組合下北医療センター13,477,986 　むつ病

院、大間病院、大畑診療所
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2北海道夕張市3,360,000

4青森県八戸市2,726,945 　八戸市立市民病院

23青森県黒石市1,250,000 　黒石病院

25青森県十和田市1,210,000 十和田市立中央病院

33青森県板柳町990,000 　板柳中央病院

34山形県置賜広域病院組合980,000

38青森県鶴田町900,000 　鶴田町立中央病院

46青森県五戸町725,000 　五戸総合病院

48青森県公立金木病院組合690,000 公立金木病院

52青森県三戸町640,000 　三戸中央病院

67青森県弘前市545,740 　弘前市立病院

78青森県平内町430,000 　平内中央病院

108青森県大鰐町240,000 　町立大鰐病院

112青森県鰺ケ沢町200,000 鰺ヶ沢町立中央病院

121青森県平川市170,000 　平川病院　→　診療所に

122青森県北部上北広域事務組合170,000 　野辺地病院

123青森県つがる市160,000 　つがる市成人病センター

126青森県藤崎町158,000 　藤崎病院　→　？

135青森県六戸町111,384 　六戸町国民健康保険病院

154青森県田子町50,000 　田子病院　→　診療所に

こうしてみると単独の町でやっている板柳、鶴田、五戸はやば

そうですね。いつ診療所になってもおかしくないです。早目に

住民の皆さんは署名活動しないといけないですよ。第2の金

木、平川、大畑になってしまいますよ。
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さて、本題に入ります。何で山形県置賜広域病院組合をいれた

かというと、ここはサテライト方式を取り入れ、集約化の見本

といわれた地域ですが、結局、サテライト化された診療所には

受診せず、公立置賜総合病院に患者が流れていっているようで

す。西北中央病院が目指す方法も同様のことと思いますが、同

じことが起こるのは目に見えています。つまり、患者が集中

し、医師を集約してもスタッフの勤務は楽にならず、赤字も増

えてしまうということです。患者も遠くまで通院しなければな

らず、得をするのは誰なんでしょう。（建設強者と赤字公立病

院を廃止できた自治体あたりですか）

解決策としては次の２つが考えられます。西北地域を例にする

と

１．徹底的に集約化する

　診療所に医師をおいておくのももったいないので、診療所を

廃止して、西北中央病院に全員医師を集約する。金木、成人病

センター、鰺ヶ沢、鶴田などは廃止。

　その代わり廃止した各自治体は、西北中央病院までの交通手

段を確保させる。コミュニティバスを運行するなど、赤字病院

の負担に比べたら少なくてすむでしょう。

２．西北中央病院は高度医療に特化して、２次救急までは金

木、成人病センター、鶴田、鰺ヶ沢で対応する。
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　西北中央病院は血圧が高い、風邪引いた、腰が痛いなどの軽

症患者は受付ず、受診には必ず紹介状が必要で、通院していて

も他の病院を紹介されたら、必ず従うこと（医療連携・アクセ

ス制限）また、金木、成人病センター、鶴田、鰺ヶ沢で２次救

急を対応するには、消化器内科、呼吸器内科、循環器内科、内

分泌・神経内科、消化器外科、整形外科は最低必要です。日当

直を月４回まで、当直の翌日は必ず休みにして、大学からの

バックアップは期待せずとも、正月、夏休みなど有給休暇をと

れるようなまともな労働環境を整えると、１５人くらいは医師

が必要でしょう。

おそらく、管理者さんは２をめざしているのでしょうが、多く

の医師は、今の医療を支えるのも難しい中で、地域医療を守れ

とか、救急医療を続けろといわれても、医師としてどうしろと

いうんだ、ないものねだりはいいかげんにしろというのがこの

コメント欄にあらわれているのだと思います。

最後に、「平川病院職員　市長が解雇方針撤回　公務員身分を

保証」の記事は、医師としてはどういう意味を持つのか考えて

みました。これからは、誰かのいっていたように「医師は医師

免許をもった労働者」ということを自覚して、労働基準法に違

反するような宿直勤務は断固拒否し、オンコール待機で待機料

がでない場合は病院の業務命令ではないので応じないなど、少

しでも過労死や病気で診療の支障にならないよう健康管理に注

意し、日中の診療にベストの対応ができるようにし、少しでも

長く地域医療にかかわっていけるようにするのが、地方自治体
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病院の公務員医師の使命ということなのでしょうか。

管理者

＞デスマーチ　さま

青森県版、ありがとうございます。まさに危機的状況です。下

北はすでに崩壊してしまいました。本日の「東奥日報」の報道

によればむつ総合病院は単年度黒字になり累積赤字の一部を返

済したとありましたが、そのために１３０億を超える一時借入

金はあまりに犠牲が多すぎるといわざるをえません。

県や国の真摯な取り組みが望まれます。

金木病院の救急体制は、１．５次程度が適当かとイメージして

います。

ご指摘のとおりです。現場の医師のいらだちは理解できます。

しかし、現状がこうだからといっていてはなにも前進しないこ

とも確かです。住民が声をあげつづける、医師は窮状を訴え続

ける、これしか国やら県を動かす方法はありません。

おいやでしょうが（笑）、ともに頑張りましょう。

デスマーチ

救急体制について

＞金木病院の救急体制は、１．５次程度が適当かとイメージし

ています。

前から思っていたんですが、１．５次程度という救急体制とは

どんなものなのでしょうか。たぶん、一般の人と医療従事者で
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はイメージしているものが、かなり変えkはなれているという

か、全然違うと思います。救急体制について議論するなら、A

企画さんの「病院の救急体制のグレードについて検証する 」

http://members3.jcom.home.ne.jp/3729975002/QQgrade.

html

にわかりやすく説明されています。管理者さんはDをお考えで

しょうか。

＞おいやでしょうが（笑）、ともに頑張りましょう。

医療崩壊して一番こまるのは、患者（＝住民）の皆さん（平川

病院ではコメディカルも？）なので、行政、裁判所、警察、マ

スコミの認識をかえるべく、体力と気力の許すかぎり、一緒に

がんばっていくしかないですね。
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2007・04・25（水）

平川病院休止３

平川病院職員　市長が解雇方針撤回　公務員身分を保証

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

nto2007/20070425112528.asp

診療所化の方針が打ち出された国保平川病院の職員約五十五

人の処遇について、平川市の外川三千雄市長は二十四日、市職

員労働組合との団体交渉で職員全員解雇の方針を撤回し、公務

員の身分を保証して対応する意向を表明した。労組側は、市長

提案に一定の評価を示し、今後、条件面など細部の交渉を行う

予定だ。

対話集会開催　市長らに要請へ　病院を守る会

『東奥日報』

平川市の「平川病院を守る会」（木村友彦会長）は二十四

日、市文化センターで緊急市民集会を開き、市直営での病院機

能存続を求める市民の声を外川三千雄市長と市議会に伝えるた

め、対話集会の開催を、市長と市議会に要請することを決め

た。

---------------------------------------
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平川市民の行動に敬意を表する。ややもすれば声をあげにく

い、声をあげれば圧力がかかるこの国の社会（というか世

間）。

わたしどもの救急復活の取り組みも、大局をみうしなった人

たちからの批判が多い。目指すは地域の医療を守ることであっ

て、現状がこうだから医療切捨てを認めることが目標では決し

てない。

また、このような大原則に賛同するひとたち（医師、議員も

含めて）が現在連帯しながら金木病院問題に取り組んでいるこ

とも報告したい。

※発売中の「女性セブン」に金木病院問題が18行にわたっ

て言及されています。

ブログ「産科医療のこれから」さんで読めます

コメント

アンディ

>平川市の「平川病院を守る会」

まさかとは思いますが、実質が「平川病院（の職員雇用）を守

る会」だったりはしませんよね？

医師はいなくても病院職員が残って赤字を生み続ける、という

構造は舞鶴市民病院で例がありますし。
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>目指すは地域の医療を守ることであって、現状がこうだから

医療切捨てを認めることが目標では決してない。

私は目指すべきは【持続可能な】地域医療の形を構築すること

であると思いますし、勤務する医師に対して相応の待遇が必要

だと考えます。

そのためにはお金も必要でしょうから、その財源として医業収

入のみで賄えないのであれば公金投入、つまり住民の方にも負

担していただくのが道理だと思います。

つまり【受益者負担という大原則】というものでしょうか。

>医療に市場原理を導入することは馴染まないと何度も指摘し

ているところです。

とはあなたが何度も仰っているのは存じますが、あなたはその

意味を間違えていませんか？

それともそれは故意なのでしょうか？

あなたは【医師の待遇に市場原理を導入することはなじまない

（医師の待遇は低くてよい）】と主張しているだけです。

単なる人件費抑制、医師徴用のための方便として用いているの

ではないですか？

苦境に立たされていることをアピールすればどこからか医師が

やってくる、と思って。

本来【医療（とはサービスではなくインフラであるから）に市

場原理を導入することはなじまない（採算を取る必要はない＝

赤字となっても構わないから十分な資金を投入すべき）】
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であり、インフラ整備（十分な医師数の確保）のためには地方

ほど高コストになるのは当然なのではないでしょうか？

私の地元の鉄道は未だに電化されていませんけれどもJRも採

算が取れないというのは理解できますからそれはそれで構いま

せん。

もちろん不便に感じることはありますが、快適な鉄道網を整備

しようと思えばお金はかかりますよね。

それほどまでには必要とは思いませんから、私の町の鉄道が電

化されることはないでしょう。

管理者

＞医師の待遇は低くてよい

そんなことは言っていません。また金木病院の医師の年俸は高

い方です。伊関氏の指摘によれば職員の給与も高いという指摘

があるほどです。

根本原因は医師不足です。

金木病院が本来の医療活動を行える医師数を実現できれば運営

は成立すると考えるものです。いまは、しのぎの時代です。他

でも書きましたが、一内科医が年間３億円もの仕事をしていま

す。これは異常を超えています。医師を増強し、チーム医療が

円滑におこなわれれば病床の有効活用や救急サービスも可能と

なり、金木病院が健康体になるはずです。

平川市民

守る会の会長は自治労の元組合員幹部です。アンディさんの言

うとおり「「平川病院（の職員雇用）を守る会」になっており
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いると思いますし、労組から出ている議員もそのメンバーと

なっています。

いろんなご意見があるかもしれませんが。

「平川病院を守る会」は「平川市民を守らない会」にしか思え

ません。

座り込みなどしている様子を見かけましたが他の市町村の労組

の旗がかなり見受けられました。

つまり、平川病院に利用している人ではないと思います。

公務員身分が保障されるとのことですが。

あの態度の悪く会話が通じない看護師たちがどこまで行政のお

仕事ができるのかはなはだ疑問です。

給料も私ら一市民の倍以上もらいながら、パソコンすらできず

席を暖めるだけなんでしょうね。

人件費を除き月に２０００万円の赤字を生む病院は、民間で考

えたらありえないことです。

市長には最後の最後までぶれずにがんばってもらいたい。変な

勢力が生まれたかもしれませんが、市民の大多数は今回の英断

を当然の結果だと受け止めています。

管理者

＞平川市民　さま

・・・ところで、平川病院は医療施設として不要なものなので

すか？必要なものなのですか？それが知りたいです。
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2007・04・26（木）

勤務医アンケート

勤務医アンケート：回答者の８割「厳しい環境」－－県保険

医協会　／熊本

　◇要望１位「医師の人員増」

８割近くの勤務医が「今の職場環境は厳しい」と思っている

－－。県内の医師・歯科医師で作る県保険医協会（熊本市・吉

住眞会長）がこのほど実施した調査で、多くの勤務医が労働条

件などに不満を持っている実態が明らかになった。【高橋克

哉】

調査は協会加盟の医師のうち、病院勤務の医師１３２５人に

アンケートを配布。約２割の２６３人から回答があった。

このうち「勤務医のおかれている現状についての認識」とい

う質問（選択式）では、２０２人（全体の７６・８％）が「体

力的あるいは時間的に厳しい勤務環境」と回答。「適当な勤務

環境」は５７人（２１・７％）▽「余裕のある勤務環境」はわ

ずか４人（１・５％）だった。また「勤務で最もストレスを感

じること」（複数選択式）では（１）時間外呼び出し（２）休

暇が取れない（３）救急業務－－の順だった。「現状改善への

方策」（同）では（１）医師の人員増（２）当直明けの確実な

休暇取得（３）給与改善－－などが上位に挙がった。

個別意見では「地域医療における開業医と勤務医の役割分担
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を義務化する必要がある。一次救急は勤務医の仕事ではない」

（３０代）など、医療体制への注文が出されたほか「救急外来

がコンビニ化してきている。特に小児救急での母親の横柄な態

度なども目立ち、以前と比べて患者・家族の要求が高くなっ

た」（３０代・民間病院勤務医）▽「一般の人々が医療に過剰

な期待と不信を持つようになった。マスコミが『患者の立場に

立って』医療事故を過大に報道し続けたことが大きいと思う」

（４０代・公的病院勤務医）など、患者や報道に対する不満も

多くあった。

同会は２１日、熊本市内でシンポジウムを開いた。参加者か

らは「出産や育児などで現場を離れた女性医師が復帰できるよ

うな環境整備が、医師不足解消と医療水準の向上につながる」

という意見も出ていた。

毎日新聞　2007年4月22日

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

news/20070422ddlk43040355000c.html

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

熊本と青森はその地理的へだたりにもかかわらず勤務医の実

態が酷似している。回答率もしかり、勤務医の現状やら希望し

かりである。話は飛ぶが、中世に東北の蝦夷（えみし）が俘囚

として熊本に移住させられたことがある。青森と熊本は同一の

先祖をもつひとが多い。閑話休題。
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この国の医療を守る方法はただひとつ。国策として勤務医増

をはかることに尽きる。最近、厚労相がいろいろ施策を打ち出

してきたが巨艦は動きがにぶいのである。それらが現場に反映

されるまではまだまだ時間がかかることだろう。

より積極的な方策が打ち出されることを願うとともに、地域

医療の充実を決してあきらめないで訴え続けていきたい。
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2007・04・27（金）

東京でPR

医療研修ぜひ本県へ　７月、東京で支援体制PR

『東奥日報』　http://www.toonippo.co.jp/

県医師臨床研修対策協議会が二十六日、青森市で開かれ、研

修医確保に向けて今年七月に東京で開かれる合同説明会に、臨

床研修病院関係者が出席、関東地区の”医師の卵”に対して、

本県で研修してもらうようPRすることに決めた。民間企業が

主催する合同説明会は、全国の病院が県単位でブースを設置

し、医学部四－六年生に研修病院の情報を提供する。

協議会メンバーからは「合同説明会ではスノーボードや目立

つ写真を使って本県をPRし、医学生の心をつかんではどう

か」「他県は相当PRに力を入れてくるはず。研修病院が一丸

となって、青森をPRする企画が必要だ」などと意見が出され

た。

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

スノーボードの写真で研修医がきてくれるなら世話は無い。

あと三ヶ月もないのに、この泥縄では研修医を呼び寄せるこ

とはむずかしい。でも、悲観的なことばっかり言ってもしょう
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がない。まずはPRすることが大切で、全力をあげて努力して

もらいたい。

以下に私見を述べる。

１．民間医療法人の医師確保策はレベルが違う。民から学

べ。

２．青森県医療の閉鎖性（ムラ社会）の解体。外部からの研

修医を大切にできるか。

３．募集と同時にこの国の医療施策批判もアピールすること

が、彼らの心を掴む。

コメント

アンディ

>スノーボードの写真で研修医がきてくれるなら世話は無い。

そう思うでしょう？

ホワイトリボンで医師がきてくれるなら世話は無い。

以前から指摘されていることです。

１．民間医療法人の医師確保策はレベルが違う。民から学べ。

金木病院の医師確保策は民から学んでいるのでしょうか。

２．青森県医療の閉鎖性（ムラ社会）の解体。外部からの研修
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医を大切にできるか。

これは出来ているのでしょうか。

３．募集と同時にこの国の医療施策批判もアピールすること

が、彼らの心を掴む。

提案なき批判に魅力はありません。

国が、県が何とかしてくれないなら、国、県、大学に頼らない

独自の方策を打ち出して行くしかないでしょう。

 



金木病院救急再開物語（下）

155

2007・04・29（日）

自民が特命委発足

医師不足対策：自民が特命委発足　医師派遣制度など検討

自民党は２７日、医師不足対策を協議する特命委員会（委員

長・中川昭一政調会長）を発足させた。地域の拠点病院からの

医師派遣を制度化し、小児科、産科の医師不足を解消する案な

どを検討する見通し。６月をめどに緊急対策案をまとめ、参院

選マニフェストに盛り込む。公明党も同日、同様の対策本部を

設置しており、参院選をにらんで、与党でこの問題に取り組む

姿勢をアピールする狙いもあるとみられる。

厚生労働省によると、人口１０万人当たりの医師数（０４

年）が最も少ないのは埼玉県（１３４人）で、茨城県（１５０

人）、千葉県（１５２人）と続く。埼玉県と最多の徳島県（２

８２人）では２倍以上の開きがあるなどばらつきが出ている。

【坂口裕彦】

毎日新聞　2007年4月27日　19時23分

http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/seitou/news/

20070428k0000m010057000c.html

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

理由は選挙対策であれなんであれ、自民が医師不足対策に取

り組もうとする姿勢は評価したい。
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すこし前までは医療問題は票に結びつかないからと、どの政

党もとりあげなかった。

期待したい。
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2007・04・30（月）

来園者にアピール！

金木町のさくら祭りが県立芦野公園で３月２９日から８日間

の日程で開催された。期間中の来園者はおよそ３０万人が予想

されている。
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金木病院の救急体制を維持する会は開会日の昨日から来園の

みなさまに「金木病院の救急体制を復活するホワイトリボン運

動」のチラシ配布を開始した。

東京ふるさと金木会（工藤銀次郎会長）の協力を得て、初日

１時間で約１，０００枚のチラシを配った。チラシを受け取っ

た人のなかには「先日救急車で五所川原の西北中央病院に搬送

されたが、満杯でつがる市のセンターに運ばれた。不安だっ

た」と金木病院の救急取り下げからくる救急体制の不備を訴え

る人もいた。

会期中、１０，０００枚を目標にチラシ配布をおこなう。

通奏低音のような不安をいだく人たちと連帯し、金木病院救

急復活の声をさらに高めたい。

『 陸 奥 新 報 』 記 事 　 http://www.mutusinpou.co.jp/

news/07043002.html
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2007・05・01（火）

平川病院休止４

静けさの中”最後の日”

平川病院きょうから休診　診療所化審議へ

市民団体労組など直営存続求め集会

『陸奥新報』　 http://www.mutusinpou.co.jp/news/

07050102.html

長らく経営難と医師不足に悩まされてきた平川市の国保平川

病院は、一日から常勤医がゼロとなり診療を休止する。外川三

千雄市長は病院運営委員会や市議会全員協議会の意見を踏ま

え、新たな常勤医の準備ができ次第、無床診療所として再開す

る方針だ。二日には転換に向けた診療所設置条例案などを審議

する臨時会が招集される。一方、病院の直営存続を求める市民

団体や労組などは「病院を廃止すれば復活は困難」と異を唱

え、一日に市役所玄関前で合同の総決起集会を開く。（以下

略）

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

平川病院が地域で担ってきた医療の役割がいまだ議論されな

いのは残念だが、いずれにしろ五十年も存続してきた病院が、

あっという間に休院（＝閉院）に追い込まれたことに驚きを禁

じえない。



金木病院救急再開物語（下）

160

ことここに至るまで、管理者は「何をしたのか」「何をしな

かったのか」が厳しく問われるべきであろう。

記事中に「診療所転換で家族のような職員が散り散りにな

り、私だけ安穏と院長職に就くわけにはいかない」とのS院長

の退職理由の言葉がある。はたしてそうだろうか・・・。「安

穏」ではなく、「緊迫感をもって現職に踏みとどまる」ことが

再開の希望を繋ぐはずだった。

また、「平川病院を守る会」が議員におこなった公開質問状

の回答は４２名中たった２名で、その一人は守る会の関係者

だったという。議員はもっと真剣に取り組むべきだろう。さも

なくば、平川病院はもともと地域に不要な病院だったという

レッテルを貼られてもしかたのないことだ。

コメント

平川市民

地域に不要な病院。

まさにその通りだと思います。

祖母の付き添いで仕事を休み介護保険認定の主治医の診断書み

たいなものを書いてもらいにいきました。

主治医はその院長だったのですが、いきなりその日の朝休んだ

ということで、私たちは帰りました。

そのとき、看護師が「天気いいもんなー。また写真とりに山に

行って」と言ってました。

本当かどうかわかりませんが、それから何日かたったある日、
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ＮＨＫの番組で「山歩きは楽しい」とか言いながら写真を紹介

している院長の姿が・・・。

あの病院は医師や看護師、検査の人達に食い物にされ続けてき

たと思います。

ケイヤン

そったもんです？

私青森に住んでいますが、やたら多く目に付くのが〇〇会

００ホームやらグループホーム００やら、現在成長産業の

介護系の車の多い事。決してそれらがうんぬんとは言いません

が、本当の行く末を考えた場合、これからは予防医療をもっと

すべきじゃないのでしょうか？

介護医療に重きをおいている現在の医療制度は００クリニック

などやたらと銭儲け医療みたいで（医は算術）なんか嫌な感じ

！！！

一日に００クリニックのマイクロバスを数回も見かけると

いやなもんですよ？

駐車場でマイクロバス数えたら少なくとも１０台以上だもの。

これって介護で先生を守り、デジタル化で家電大手を守るよう

なもんじゃないすか？？？
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2007・05・02（水）

厚労相「総合科」創設

受診、最初は「総合科」→専門医に橋渡し…医療効率化狙う

厚生労働省は、専門分野に偏らない総合的な診療能力のある

医師を増やすため、新たな診療科として「総合科」を創設する

方針を決めた。

能力のある医師を国が「総合科医」として認定する仕組みを

整える。初期診療は総合科医が行い、必要に応じて専門の診療

科に患者を振り分ける２段階方式を定着させることで、医療の

効率化を図り、勤務医の労働環境の改善にもつなげる狙いがあ

る。日本医師会にも協力を求め、５月にも具体策の検討に入

り、早ければ来年度中にもスタートさせる。

総合科は、「熱がある」「動悸（どうき）や息切れがする」

「血圧も高い」など一般的な症状の患者の訴えを聞き、適切に

治療したり、専門医に振り分けたりする診療科を指す。同省で

は、開業医の多くが総合科医となり、いつでも連絡がつくかか

りつけの医師として、地域医療を支える存在となることを期待

している。

医師が自由に看板を掲げられる内科、外科、皮膚科などの一

般診療科とは区別し、総合科医を名乗るには、同省の審議会の

資格審査や研修を受けたうえで、厚労相の許可を受けなければ
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ならない。国が技量にお墨付きを与えるこうした診療科は、こ

れまで麻酔科しかなかった。

日本の医療現場はこれまで、日常の診療を行う診療所（開業

医）と、２４時間対応で入院と専門治療に当たる病院との役割

分担があいまいだった。このため、胸の痛みやめまいなどを感

じた患者が、どの医療機関にかかるか迷った末、大事を取って

専門性の高い病院に集中。軽症患者から救急患者まで多数が押

し寄せる病院では、医師の勤務状況が悪化し、勤務医の退職が

相次ぐ一因にもなっていた。

同省では、総合科導入を「医療提供体制を改革する切り札」

と位置づけており、５月にも医道審議会の専門部会で議論に入

る。将来的には、診療報酬上の点数を手厚くすることも視野に

入れる。

能力の高い総合科医が増えれば、初診の患者が安心して総合

科を訪れるようになり、「３時間待ちの３分診療」と言われた

病院の混雑緩和にも役立つ。例えば、疲労を訴える高齢者が総

合科を受診した場合、高血圧など基本的な症状の改善は同科で

行い、心臓などに深刻な症状が見つかれば、速やかに専門医に

つなぐ仕組みを想定している。

厚労省とは別に、今月から「総合医制度」の具体的な検討に

入っていた日本医師会（唐沢祥人会長）も、総合的な診療能力

のある医師の養成で同省に協力していくことを確認。総合科の

創設についても、「患者が求める方向であり、異論はない」
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（地域医療担当理事）としている。

２００５年１０月現在、全国の病院（病床数２０床以上）の

数は９０２６で、前年比０・６％減。一方、診療所（同２０床

未満）は９万７４４２で、前年比０・４％増となっている。

（2007年4月30日3時1分  読売新聞）

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/

20070430it01.htm

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

「総合科」はおおいに期待できる。勤務医不足で危機におち

いっている自治体病院を救うシステムとなりうる。

さらに欲を言えば、厳しい状況に晒されている地方に優先的

に「配置」することも検討いただきたいものだ。

コメント

大学の医師

　総合科？何をするのでしょうか？

意味がわかりません。アメリカの家庭医のようなものでしょう

か？

　医療費を下げたいだけの発想ですね…

デスマーチ

医療費削減



金木病院救急再開物語（下）

165

＞「総合科」はおおいに期待できる。勤務医不足で危機におち

いっている自治体病院を救うシステムとなりうる。

管理者さんの意見とは異なりますが、「総合科」は自治体病院

をつぶすシステムになると思います。大学の医師さんの言うと

おりです。

解説すると、記事にもあるとおり、厚労省は「総合化」に開業

医を想定しています。患者のドクターショッピング（複数の医

療機関の受診）を防ぎ、医療費削減をするために、住民は「か

かりつけ医」を登録して、そこを通さないと専門医への受診は

できないようにするでしょう。そうすることで、開業医には登

録人数で診療報酬を割り当て、さらに、高齢者の医療費定額性

を導入すると、医療費が抑制されます。さらに大学病院は、専

門医でも手に負えない患者だけを診るようにすれば、軽症でも

大病院への受診を防げ、さらに専門分野をじっくり診療できる

ということだろうという考えです。

とういことは、たとえば

１．便に血が混じった場合

まず、総合科である開業医を受診し、大腸カメラなどの検査を

うける。

　①単なる痔であった場合→その開業医で治療
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　②大腸癌だった場合　→　専門医（消化器内科）受診　→　

術前検査をして、専門医（消化器外科）で手術　→　術後は、

専門医（腫瘍内科）へ

　③高齢者の場合、大腸カメラをすると定額性の料金を超えて

しまい赤字になるので、問診と診察をして、専門医に紹介

２．胸が痛い場合

まず、「総合科」である開業医を受診、心電図など検査をして

　①異常所見が認められなかった場合

　　→緊急性がないと判断し、その開業医で経過をみる

　②心筋梗塞だった場合

　ただちに、心カテのできる専門医（循環器内科）へ搬送。搬

送中急変があるといけないので、医師も同乗する。その間診療

はストップする。

　③異常所見が認められなかった場合　

　→非定型的な狭心症発作の可能性もあると考え、診療時間外

にまた発作が起こり、重篤な結果を引き起こす可能性も否定で

きず、その場合、現在の判例では負けてしまうので、とりあえ

ず、専門医（循環器内科）に紹介しておく。
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こんな医療をうけたいと思いますか。いずれの場合も、専門医

へ紹介するからには、専門医の施設は高度の医療設備とスタッ

フがいないと成り立たないと思います。

金木病院は、「総合科」から紹介される立場になれますか。そ

れとも「総合科」として生き残っていきますか。その場合救急

対応はは難しく、診療所化してスリムにならないと赤字の垂れ

流しになるでしょう。

管理者

ご指摘ありがとうございます。「総合科」の危うさがよくわか

りました。
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2007・05・03（木）

雑感

文科省が過疎地域の医師不足解消をめざして「地域医療臨床

実習」の実施を決めた。弘前大学医学部医学科ではすでに今年

度から義務化していたので、これが即青森県の医療崩壊を防ぐ

特効薬になるわけではないが、制度化されることとそうでない

こととでは「重さ」が違う。

この実習は大学の付属病院などの大病院ではなく一般の診療

所や中小規模の病院、保健所などで実施されることに特色があ

る。すなわち・・問題視されている「臨床研修制度」は体制の

整った比較的大きな病院にしか恩恵はなかったためへき地の病

院はジリ貧となったが、この実習は弱小病院にマンパワーを提

供することになるだろう。

この国も医療崩壊をいよいよのっぴきならぬ社会問題と捉え

始めた感がある。

さまざまな施策を実施しトライすることが大切だ。さらに言

えば、医療現場と患者である住民の声をもっと反映したもので

あってもらいたいと願う。

「総合科」では、医療資源の有効活用として納得したものだ

が、諸氏からのコメントをいただいて、これまたさまざまな問

題をかかえていることがわかった。どこまでを「総合科」が担

うのかという線引きも定かでない。これを効果的なシステムと
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して実現していくには、あくまでも医療現場の声及び地域住民

の声や地域の実態に添った検討が加えられなければならないだ

ろう。

平川病院の診療所化が可決された。市長は「市民のため」と

いう。市民は「市民不在の決定」という。このズレは大きい。

七月には議員選挙をひかえていたそうだ。平川市民のもっとも

注目する病院問題が、この選挙の争点になることは明らかだっ

た。これは市民切捨てである。問答無用ともいえるこのたびの

市の姿勢は厳しく批判されるべきであろう。「議論を尽くす」

ことが理解を深め、そこから平川病院のはたすべき役割が明ら

かにされ、その実現のために市および市民が一体となって取り

組む好機が生まれたはずだ。残念でならない。

コメント

大学の医師

　私の学生の頃から、地方病院の実習はありました。

今では、ほとんどの大学でやっています。単に、文科省が対策

してますという、アピールに過ぎません一般の方は騙されてし

まうかもしれませんが、医者はこの発表自体意味不明と思って

しまいます。

　ついでに、地方病院でも人気のある病院は沢山あります。な

ぜ、勤務医がいなくなる病院があるのか考えたらよいのでは？

国の方針に従うのではなく、地方独自の対策を進めるのが良い

と思いますが、いかがでしょうか？
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管理者

そうですね。

おおまかな枠も大切で、これは国が取り組むべきことですが、

地域医療をどうやって成立させていくかは地域自治体・医師・

住民の問題です。

中小病院潰しとも言える医療制度のはざまで、金木病院を守る

ことの意味は大きいと思います。

医師の考えもおおよそわかりました。自治体の姿勢も見えてい

ます。いかにこれらを止揚するか・・命の現場である医療をつ

ねに見据えながらがんばっていきたいと思います。（いろいろ

な取り組みをおこなっています。このブログに書けないものも

あることをご了解ください）

北東北公立勤務医

無駄無駄無駄無駄

　他のブログでも指摘されていますが、厚生労働大臣が「医師

は不足していない」と明言しているのに、文部科学省が「医師

不足対策」を行うという矛盾。残念ながら参院選のための「チ

ラシ配り」でしかありません。「医療費亡国論」の誤謬を率直

に認めない限りは医療崩壊を真剣に憂えているとはとうてい受

け止められません。

　というより「医療崩壊」って社会問題じゃなくて現政権の意

図的な政治方針ですよ。

管理者

最近の一連の施策が参議院選挙対策ということはよく理解でき
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ます。

「医療費亡国論」からの転換をこの国に期待するのは到底無理

としても、現場との軋轢が大きくなればなるほど国はなんらか

の方策を取らざるを得なくなるのではと期待はしています。

大学の医師

　どちらにしても国には地方の医療を支える気は無いようで

す。地方は何とか自力で頑張るしかないと思います。地方は地

方で独自の地方向けの独自の医療システムを開発するしかあり

ません。
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2007・05・04（金）

つまずく病院再編

先進地・山形県置賜地域の今　医師不足　患者も敬遠

先細る周辺３施設

『朝日新聞』 http://www.asahi.com/

（山形県・置賜地域の病院ネットワーク化について）当初の

計画だと、総合病院は救急対応などに備えて外来患者は１日千

人に抑え、サテライトで計８００人を受け持つはずだった。だ

が現在、総合病院の患者数は計画より１割多く、サテライトは

２割以上少ない。紹介状を持たずに総合病院を受診すると初診

料は１５７０円高いが、それでも毎日約２００人が紹介状なし

に来院するという。

「サテライトには必要な医師が配置されていないから患者が

大病院に集まってしまう」。サテライトの一つ、公立置賜南陽

病院の原田正夫院長はそう指摘する。

南陽病院には市立病院時代、約２０人の常勤医がいた。サテ

ライトになった後は７人にする計画だったが、現状は４人。長

井病院も同じだ。

総合病院がサテライトの外来や当直に医師を応援に出しては

いるが、患者にしてみれば診療科が少ないうえ、行くたび医師

が違うので不満が出やすい。結局、総合病院に患者が集まり、
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医師はさらに忙しくなる、という悪循環に陥っている。

サテライトの常勤医は、再編前から勤める５０代以上が中心

だ。６０歳の松橋昭夫・長井病院長は「僕らが辞めた後、サテ

ライトに医師がいるかどうか・・・」と話す。

サテライトが先細りすると、住民は大きな影響を受ける。総

合病院は国の医療費抑制策にもとづいて入院期間を短くしてい

て、症状が一段落した患者は早期退院を求められる。サテライ

トはそうした患者が家に戻るまでの受け皿になっているのだ。

また、車を運転できない高齢者にとって、歩いて通えるサテラ

イト施設の存在は大きい。

【関連】

山形県置賜地域　第二の再編か　―医師確保で苦悩―

http://www.izai.net/jmdounaru.html

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

当記事に「病院ネットワーク化の動きがある主な地域」とし

て、

青森県五所川原市など２市４町

岩手県全域

宮城県大崎市

山形県南陽市など２市２町

名古屋市



金木病院救急再開物語（下）

174

兵庫県豊岡市など３市２町

があげられている。

金木病院は五所川原市が計画している１９９億円総合病院を

中核としたサテライト化がすすめられようとしている。山形の

失敗から学ばないと西北五地域の医療は崩壊する。

いまだ中核病院すら存在していないのに、周辺病院の規模を

縮小するなどもってのほかである。体制不備のまま見切り発車

されたのではたまったものではない。平川病院も０５年にすで

に津軽医療圏再編構想で廃院が計画されていたという。この医

療圏も中核病院構想が頓挫したままで、これまた見切り発車と

いわざるをえない。

金木病院は内科医の退職によって救急停止となった。地域の

ひとたちは金木病院に内科医がいないと思い込んで、五所川原

市の西北中央病院に集中しているという。朝５時３０分に行っ

ても診てもらったのが昼過ぎだったという話も聞く。

青森県は山形の例から学ばなければならない。青森県が進め

ているグランド・デザインは再検討されなければならない。

コメント

アンディ

>紹介状を持たずに総合病院を受診すると初診料は１５７０円
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高いが、それでも毎日約２００人が紹介状なしに来院するとい

う。

1570円がアクセス制限にならなくて困るというなら5250円

でも10500円でも釣り上げてアクセス制限すればいいだけの

話ではないのか？

それが高いというならサテライト病院を受診すればいいわけだ

し、サテライトを受診して紹介状を書いてもらえば安くなる。

そもそも、

サテライト病院初診料＋紹介状代（診療情報提供料)＋2軒回

る手間と時間

とならないとアクセス制限には何の役にも立たないわけで、ア

クセス制限する気が少しでもあるなら1570円という中途半端

な額は出てこないのではないか？

個人的にはサテライト形式を本当に成立させようと思うなら特

定療養費は10000円以上にするべきだと思うが、そうすると

お金のある人だけしかすぐ基幹病院にかかれなくなるから「医

療に資本主義を(以下略」と言われそうだが。

アンディ

つづき

そもそも、

サテライト病院初診料＋紹介状代（診療情報提供料)＋2軒回

る手間と時間
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とならないとアクセス制限には何の役にも立たないわけで、ア

クセス制限する気が少しでもあるなら1570円という中途半端

な額は出てこないのではないか？

個人的にはサテライト形式を本当に成立させようと思うなら特

定療養費は10000円以上にするべきだと思うが、そうすると

お金のある人だけしかすぐ基幹病院にかかれなくなるから「医

療に資本主義を(以下略」と言われそうだが。

ssd

置賜

「山形県・置賜地域の病院ネットワーク化」

は、完全な失敗です。

敗因は、サテライトを無床化しなかったことです。

人的リソースの少なさを見誤ったのです。
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2007・05・05（土）

チラシ配布５０００枚

金木町芦野公園の「さくら祭り」で、来園者に金木病院の救

急復活を訴えるチラシ配布をおこない、計５０００枚を配布し

て終了した。

以前有楽町マリオン前でチラシ配りと署名運動をしたことが

あるが、受け取ってもらえたのは１００～１５０人にひとり

だった。このたびの金病チラシはほぼ１００％近いひとたちが

受け取り、興味を示してくれた。

「金木病院って、この町の病院なんですか？ニュースで知っ

ています」「救急は絶対必要、がんばってください」・・多く

の激励をいただいた。

住民が声をあげ続けることが大切だ。昨日、ある方から葉書

をいただいた。これも励ましの言葉だった。ありがたかった。

力をいただいた。

残ったチラシとポケットティッシュはまたなんらかの機会に

配布したい。

コメント

大学の医師

ゴールデンウイーク
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　管理人さま連休は、愉しまれたようですね

アップされませんでしたね。私連休中当直と当番で一日も休み

ありませんでした。医師が欲しいなら管理人様は24時間仕事

をしてみたらいかがでしょうか？

できないらなら　医師の招集をあきらめたらどうでしょうか？

北東北公立勤務医

残留医師の気持ちは？

　ビラの表現は簡潔すぎて、救急休止に至った事情がわかりま

せんね。人によっては「残っている医者が怠惰だから救急をや

めた」と受け取りかねませんから、今いる先生方には精神的プ

レッシャーになって逆効果になりませんか？直に意思疎通を図

りながら運動を進めていますか？余計なお世話だと思います

が。

管理者

そのご心配はありません。
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2007・05・08（火）

津軽地域病院再編

津軽地域病院再編　弘前市は主導的な一石を

『東奥日報』社説から　 http://www.toonippo.co.jp/

shasetsu/sha2007/sha20070508.html

そもそも、津軽の中核病院とは、三次救急や高度医療までを

担っている総合病院である独立法人・弘前大学医学部附属病院

といえる。県内最高レベルの同病院は、県内自治体病院に対す

る医師の供給源だ。

しかし、二〇〇四年の国による新人医師の「臨床研修制度」

を主因とする医師不足からも、供給機能を十分果たせない状況

になった。

この状況を直ちに、大きく改善に向かわせることは容易では

ない。今後の津軽圏域自治体の医療への取り組みは、弘大医学

部の協力が不可欠だ。各機関が密接にかかわり、成果を出した

い。県、弘前市、関係自治体の力量も問われている。

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

病院再編問題のネックはつねに医師不足にある。議論はいつ

もここに行き着き、どうどうめぐりを繰り返し、途方に暮れる

・・・。
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ただ津軽地域医療圏には県内で突出したマンパワーがある。

人口10万人あたり400人を越えるドクターを保持している。

国は日本医師会と会談し、民間開業医の地域医療貢献を要請

したばかりである。弘前市在住のドクターを総動員した「弘前

システム」をつくったらどうか？先駆的試みとなると思われ

る。

コメント

デスマーチ

水を差すようですが

南日本新聞の「大隅の救急医療「鹿屋方式」崩壊危機　医師負

担重く」を読んでいただければわかるとおり、津軽地区で、開

業医が当番制で夜間、休日の１次医療を担当し、「弘前システ

ム」をつくっても同じことが起こるだけです。

結局、問題点は

１．患者は病院を選べるが、医師は患者を選べない

２．時間外で診療しても、人件費など必要経費だけで、赤字に

なる。次の日休めない。

の２つです。これが、クリアできないと救急は無理です。

となると解決法は、患者の受診を病院のキャパシティの範囲内
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に制限して、勤務する人間は完全３交代制をしけばよいことに

なります。

ところが、患者の重症度は患者本人はわからないし、実際診察

してみないと（電話だけではわからない）判断できません。

となると、方法は２つ

１．救急患者も予約制にする

　今日の時間外の枠は５人、救急車２台までなので、医師１

人、看護師２人、検査、レントゲンは呼び出しでOK。翌日の

過剰労働を防げるかもしれない。

２．時間外の受診料は２～３万円にして、救急車を使った場合

は５万円くらいにする。検査代や薬代などはもちろん別。

　たたの風邪だろうが、ちょっと虫に刺されて心配だろうが、

受診料さえきちんと払えば、コンビニ救急でもOK。１日１０

人くれば２，３０万病院の収入アップ。検査、レントゲンも宿

直代だせそう。医師も３交代制可能になりそう。診察した患者

数でインセンティブをだせば、自ら３２時間勤務する医師もで

たりして。

金木病院で２の方式をやれば、きっと「金木方式」とよばれ

て、救急外来復活できると思いますが。
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管理者

救急の有料化は賛成です。

ただし、救急患者の所得の面が考慮されなければならないとは

思います。

金木病院では救急車を利用した場合、あらかじめ５，０００円

納入するという制度でした。この制度の意味が不明です。治療

費のほかに救急車利用料を合算して後に請求するということで

よろしいかと思います。

現状では、デスマーチさんの提示された５０，０００円は「命

を守る」ことと「医師を守る」という両面で納得の行く金額で

す。「金木方式」・・いい言葉です。

将来の展望として、国が福祉政策として本格的に取り組み、救

急車利用料の低減に努めてもらいたいということは言うまでも

ありませんが。

管理者

お詫びと訂正

＞金木病院では救急車を利用した場合、あらかじめ５，０００

円納入するという制度でした。

さる関係者からご指摘があり、この５，０００円は休日と夜間

診療に限り未払いを防止するためにもうけられた制度とのこと

です。
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訂正いたします。
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2007・05・09（水）

（仮）医師確保法

政府与党が九日、医師不足と偏在を解消する法案の制定を検

討することに決定した。あきらかな参議院選挙対策ではある

が、動機はどうであれ深刻な医療格差是正の切り札になること

を期待したい。

今国会で法案を通すには日程的に無理。参議院選挙後の今秋

開催される臨時国会に提出する。

内容はいまだ皆目見当もつかないが、金木病院救急復活に資

するものであることを願わずにいられない。

『読売新聞』

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/

20070510it01.htm?from=top

コメント

12年目内科医

やられたらやり返すのみ

厚生省の官僚のなかにも300人ほどの医師免許保有者がいま

す。彼らも僻地へ行っていただけますね。

私の個人的な友達ですが、医師免許保有してはいるものの、

13年間引きこもりしてるヤツもいます。彼も国家権力によっ
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て無理やり自室から引っ張り出されます。

私自身も家族を連れて、国が指定する任地へ赴く時が来るのか

も知れませんね。気が重いな・・・そういえば、カンボジアで

も知識階級は無理やりプノンペンを追い出され、殺戮されまし

たね。

あまりにコメディカルや事務が意地悪な病院へ派遣されたら、

こっちも意地悪しよう。っていうか、サラリーマン医者に徹し

よう、

決められた以外の仕事する気なし、書類頼まれても無視、呼び

出し受けても時間外は無視。

アー楽しみだ。医師強制移住法案。

管理者

そういうことで問題は解決しないでしょう。

勤務医の意見を表明できる組織を勤務医自身がつくることが求

められているのではありませんか？

12年目内科医

医師は病気や親の介護療養なんかでも、友達や知りあい関係で

いざという時何とかなる。

管理人の言うところの「問題の解決」が必要なのは

なんの寄る辺ももたない一般国民のことではないですか？

医師は問題解決を図る必要がありません。嫌なところからはた

だ黙って逃げるのみ。組織化の必要を感じない。
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医師のモチベーションをここまで下げたのは、一般国民が散々

医師に激務を強いたにもかかわらず、感謝せず、訴訟をもって

答えたからです。散々言い尽くされたことですが。

医師はほとけさまではありません。

医療関係者

12年目内科医さん、かわいそうなかたですね。私の病院には、

幸い、なんとか地域医療を理解してくる医師がいます。チーム

ワークを発揮し、努力しています。住民は、医師に感謝の心を

持っています。あなたは、どんなひどい医療施設？で働いたの

でしょうね？

脳下見習い

こういうのは・・

結局箱を作って人を育てていない点で全くバブル期と変化して

いないんです。

法案成立とともに、確保委員会が出来てそこには厚労省の定年

たちが天下るっていうことでしょう。

いくらでも作ってきますからね。

大学病院では看護師が持続点滴してはいけなかったのですが

（はぁ？って思うでしょうが研修医の仕事でした）、３年前に

大学看護師も研修したらできるようにしたんですわ。そのとき

発行された「研修終了証」には厚労省の印。「ホントいろんな

天下りの仕事考え付くよね」って同期の看護師みんな言ってま

した。

医療は今年の参議院選の具にすぎないのか？違うと言ってく

れ、頼む神様！すいません、壊れて。では。

管理者

厳しく見守りたいと思います。



金木病院救急再開物語（下）

187

デスマーチ

かばうわけではありませんが

＞あなたは、どんなひどい医療施設？で働いたのでしょうね？

大学や県立病院、市立病院クラスで働けば、普通に感じること

です。一般の方にはわからない感覚と思いますが。それでも、

患者のためと思って働くと、燃え尽きます（過労で体調を崩す

か、うつで自殺する）。

これらのコメントで管理者さんに分かってほしいのは、医師確

保法（医師捕獲法かと最初思いました）は、医師不足の切り札

ではなく、さらに、公立病院から（特に国立病院）の医師不足

を引き起こす可能性があるということです。

研修医制度が導入されようとした時、政府、マスコミは何と

いったでしょう。

掲示板上や実際の現場の医師は、これで、産婦人科や小児科、

脳外科がへって、眼科や皮膚科が増えるだろうと考えました。

医局制度がたたかれたとき、マスコミやオンブズマンはなんと

いったでしょう。

教授の命令で無理矢理病院を決めるのは、人権に反する、大学

への年間数万年相当の付け届けは法律違反だ。

たしかにおっしゃるとおりでしょう。
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実際は、教授の命令はきかなくてよくなったので（断りやすく

なった）、待遇の悪い（給与面だけでなく）病院、僻地の病院

へはいかなくてもよくなりました。医師を招聘するために、民

間の医師派遣会社へ数十万から百万以上年間払わなくてはなら

なくなりました。しかも、大きな声ではいえませんが、大学を

通さない人事ということで、診療レベルの質の保証はされませ

ん（接遇面はどとらもあまり期待できないですが）

医師確保法はどうでしょうか。

新聞の記事を読んだだけでも、診療意欲が低下する内容です。

多くの医師もたぶんそう感じているので、そういうコメントに

なるのでしょう。

管理者さんはこの法律はあてにしないで、計画をすすめていっ

た方がよいと思います。

診療報酬で医師の技術料を上げれば、もう少し１人の患者に時

間をかけても、病院が赤字にならなくなるし、入院すればする

ほど、入院料が安くなるのではなく、逆に高くなっていけば、

患者や医療側にも緊張感がでてきて、在院日数は勝手に短縮さ

れるのにと思うのですが。

その前に、消費税分を何とかしてください。トヨタは輸出する

とき、払い戻しされているのに。

最後は愚痴になっていまいました。
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2007・05・11（金）

大畑診療所に常勤医

大畑診療所問題：不在の常勤医師が着任　石塚氏に辞令交付

『 毎 日 新 聞 』 　 http://www.mainichi-msn.co.jp/

chihou/aomori/news/20070511ddlk02040129000c.

html

常勤医師が１カ月余り不在だった、むつ市の大畑診療所に医

師が着任し、１０日、一部事務組合下北医療センターの管理者

である杉山粛市長から石塚式夫（のりお）医師（５８）に診療

所長の辞令が交付された。

大畑診療所は３月末で県派遣の医師が転勤したため、常勤医

師がいなくなり、４月からむつ総合病院の医師を交代で診療所

に派遣して対応していた。

石塚所長は旧大畑町出身。弘前大医学部を卒業後、川内病院

や平川病院などで勤務した。石塚所長は「地域住民の要望に応

えていけるように、しっかり頑張っていきたい」と抱負を述べ

た。【松沢康】

毎日新聞　2007年5月11日

------------------------------------------
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大畑は青森県が進めている医療再編・集中化で病院を失いか

けたが、住民が声をあげ県に要請が行われたことだった。

このたびの「診療所化」は、大畑住民のギリギリの妥協だろ

う。本来なら病院として存続してもらいたかったはずだ。

・・・大畑診療所へ赴任されたドクターは、年明けに救急停

止と思いきや休院をよぎなくされた平川病院の副院長氏である

・・・。

青森県の医療は、マンパワーの限界線を越え、慢性赤字の自

転車操業に晒されている。
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2007・05・12（土）

不良債務155億円

県内３０自治体病院　不良債務過去最悪１５５億円

０６年度見込み　累積赤字５８０億円

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

nto2007/20070512111819.asp

県内市町村が運営する三十自治体病院の二〇〇六年度決算見

込みで、二十三病院が計五十八億円の赤字を出し、県内自治体

病院全体の累積赤字は五百八十億円に上ることが、県のまとめ

でわかった。支払い能力を越えた借金である「不良債務」（資

金不足）は、前年比１４．４％増の約百五十五億八千万円と過

去最悪を更新。医師不足と診療報酬抑制で、入院・外来収益が

落ち込んでおり、病院経営がますます悪化していることが浮き

彫りとなった。

（以下略）
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--------------------------------------------

青森県内の自治体病院はもうたちゆかない状況だ。なぜ、こ

こまで追い込まれてしまったのか真摯な反省が必要である。さ

もなくば解決方法も見えてこない。

９０年代後半はこの国の経済が不安定期に入った時期であ

る。こんななか国は医療分野にも節約をせまり「医師需給の見

直し等に関する検討会」報告書（１９９４）をもとに医師供給

の抑制をおこなってきた。その結果が、この医療荒廃を引き起

こした。

青森県の自治体病院勤務医一人の年間の仕事量は数億円に達

するといわれている。医師不足がこの巨大な赤字を生み出し、

自治体は耐え切れず病院の切り離しをおこない、地域住民は多

大な不便と不安に晒されている。

県の医療施策の不備は下北医療圏域を見ればよくわかる。事

実、一部事務組合は全国一の赤字をかかえているのである。

このたびの赤字データについて「市町村振興課」は

①公共サービスが薄れている場合の民間病院への経営移譲

②指定管理者制度などの活用

③中期経営計画作成と業績評価や情報公開の実施

などを提言しているという。①と②は同じもので、要するに
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病院切捨てである。③はいまさらの感がぬぐえないが、民から

学ぶべき必要性を言っている。

他方、「県医療薬務課」は自治体病院機能再編成の取り組み

を促す（『陸奥新報』 http://www.mutusinpou.co.jp/

news/07051201.html ）としており、ほんとうに懲りない

人たちだなと思う。青森県全体を一部都市部をのぞいて「下北

半島化」するなどもってのほかだ。ほかに言うべきこと、取り

組むべきことがあるだろう。
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2007・05・13（日）

（仮）地域医療枠

医学部にへき地枠　全国の国公立大に　授業料免除など検討

　政府・与党

『西日本新聞』

http://www.nishinippon.co.jp/nnp/politics/

20070513/20070513_001.shtml

政府、与党は１２日、深刻化する医師の不足や偏在を解消す

るため、全国の都道府県の国公立大学医学部に、卒業後のへき

地での勤務を義務付ける枠を設ける方向で調整に入った。定員

１００人当たり５人程度を「へき地枠」として増員する案が上

がっている。

医学部の定員をめぐっては、東北など１０県の大学医学部で

最大１０人まで最長１０年にわたり増員する措置のさらなる拡

充が政府、与党の検討項目に上がっており、「へき地枠」創設

はそれを一段と進め全国に拡大する形だ。

与党幹部と厚生労働相ら関係閣僚で構成し、近く開かれる医

療問題に関する政府与党協議会で検討し、６月に策定する政府

の「骨太の方針」に盛り込みたい考えだ。

これに関連して自民党の丹羽雄哉総務会長は１２日、新潟市

での講演で、卒業後にへき地などでの勤務を義務付けている自
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治医科大の例を挙げ「これを４７都道府県の国公立大に拡大し

たらどうか。実現すれば医師不足は間違いなく解消する」と強

調した。

自治医科大の学生は、在学中に授業料などを貸与される代わ

りに、卒業後は出身の都道府県に戻り知事の指定するへき地な

どの公的医療機関で通常９年間勤務することが義務付けられて

いる。

「へき地枠」創設には学生の授業料の貸与や免除、奨学金な

ど財政的援助の仕組みが必要で、財源をどうするかを含め与党

は財務省などと調整している。

また医師養成には長期間かかるため、緊急の措置として、病

院の勤務医らが開業する際の条件として、へき地での勤務を義

務付けるべきではないかとの声も一部にある。

＝2007/05/13付 西日本新聞朝刊＝

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

七月に参議院選挙を控え、政府も対策に必死だ。動機はどう

あれ医師不足対策に取り組むことは大切だ。

この施策が実現すれば青森県の場合、１０年間で３０人の医

師が増えることになる。各医療圏域では５名の計算だ。
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けっして十分な数ではないが、いないよりはマシだ。是非実

現してもらいたい。

コメント

北東北公立勤務医

獲らぬ狸の

　2年間研修しただけの医師を「一人前」として僻地に放り出

すわけだね。

　自治医大システムが一応の成果を上げたのは、「医者に診て

もらえるだけでありがたい」という時代・地域だったから。そ

んなところで住民たちを練習台にして腕を磨いていった。駆け

出しの医師にとって時間外勤務さえも好きなように切って刺し

て縫える楽しみな時間であった。

　「医局・学閥」というと目の敵にされているが、日本の医師

が勤勉だったのは、そういうムラ社会の中で恥をかきたくない

から。

　国や自治体は単純にその役割を肩代わりできると思いこんで

いるようだけど、ムチしか振ったことのない者に「医者に金の

かからないエサを与える手段」がわかるかな？まあ、彼らに

とっては数さえ足りていれば救急・時間外などしなくてもいい

わけだが。

道北勤務だけど脱北します

で、だれが新人の面倒みるの

＞日本の医師が勤勉だったのは、そういうムラ社会の中で

＞恥をかきたくないから
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向学心ってヤツかな？気持ちはわかる。せめて同僚とは同じぐ

らいのことはできたい（知っていたい）って感じかな？

＞１０年間で３０人の医師が増えることになる

10年後に、彼ら若手医師を本気で指導できる医師はいるんだ

ろうかね。若手でどうしであーでもないこーでもないとやるの

かね。

大学医局にいたよね、そういう指導力、技術力抜群の医師。し

ごかれて、真似をして医師の勉強した。そういう手本になる医

師はもういない。本気で叱ってくれる上級医はもういない。疲

労して開業していった。

12年目内科医

お願いさえすればなんとかなるのかい？神様全盛のはずのイン

カ時代ですら脳外科手術できてたんだよ。

＞けっして十分な数ではないが、いないよりはマシだ。

＞是非実現してもらいたい。

＞是非実現してもらいたい。

＞是非実現してもらいたい。

＞是非実現してもらいたい。

＞是非実現してもらいたい。

いいよな、お願いするばっかりで。

ばかばっかりそろえてもなーんもできんよ。

今の医療技術はそのうちオーパーツ扱いだよ。
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インカ・アステカ文明の遺跡で脳外科手術痕のある頭蓋骨が

出土してびっくりすることあるだろ。、しかも、手術後も生き

ていた形跡があるそうだ。あんな時代に脳外科だよ。

その内、日本でも同じことが言われるだろうね。

デスマーチ

計算があわないような

＞１０年間で３０人の医師が増えることになる

2008年から開始して、最初の卒業生が2014年に5人、2年間

初期研修するから、僻地に実践配備されるのは、最低でも

2016年。10年後の2017年までには、卒後3年目が5人、4

年目が5人の合計10人しか増えないことになると思うんです

けど、違ってるでしょうか。

しかも、彼らは何科になっているんでしょう。総合診療科だと

さらに研修が必要になるだろうし、外科系だと何もできないだ

ろうし、内科だって、内視鏡もできないだろうし、結局、当直

要員だったりして。

10年後は国の方針で、もはや療養型病床は削減されていて、

療養型の病院は老健施設に転換されているはずです。となる

と、そのころには鶴田、板柳、平内はつぶれてないでしょう。

そういえば、金木病院も割合は少ないですけどありましたね。

来年の診療報酬改定を乗り切れるでしょうか。

＞実現すれば医師不足は間違いなく解消する



金木病院救急再開物語（下）

199

医師もちょっと増やすが、それよりも政策として病院をどんど

ん減らしていくので、結果として間違いなく医師不足は解消す

るということでしょう。

なんで、住民の皆さんはこのことに気がつかないんでしょう

か。

管理者

2008年の卒業生から適用されると考えていました。研修期間

を加えると１２年後ですか。

へき地での彼らの参加は、医師のマンパワー全体に貢献するの

ではないかと思います。

国が病院減らしに取り組んでいることはよくわかります。それ

を防ぐために住民が粘り強く声をあげ続けることが大切です。

そこから三者納得のゆく医療体制の展望が開かれるのではない

かと考えます。特に住民の主張が弱い場合、なんでもやりたい

放題となり歯止めがかけられません。医師も声をあげてもらい

たいところです。憲法問題ではありませんが「主権在民」を信

じたいと思います。

とある僻地医

自治医大卒の先生でも．．．

管理人様、青森県の自治医大卒の先生方、各地域でがんばって

いるかと思いますが、義務年限明けの先生方は青森県の病院に

残っていますか？

鹿児島県の話ですが、自治医大卒の先生が中規模病院ややや過
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疎の地域に残りたいと希望を出しても、医師の雇用枠がないか

らとデタラメな理由をつけて拒否していたらしいですよ。実際

には、医師が継続勤務するとある程度の退職金が必要になるか

ら短期で切り上げてもらいたいらしい．．．ホントかどうか知

りませんが、最近話題になった医師専用の掲示板m3.comで

は、自治医大の先生が有効活用されていないのは医師の問題と

いうより、県の地域医療に対する考え方によるものの比率が高

いのでは？という話でした。

自治医大卒の先生に限らず、僻地勤務希望の医師は必ずいま

す。住民の支援、医師に負担をかけない工夫と努力、それと医

師そのもののバックアップ（月1-2回程度勤務地拘束をはずれ

る定期的な休暇の付与）があれば、見つかるかと思いますよ。

まずは自治医大卒の先生方のネットワークにアプローチしてみ

てはいかがでしょうか？

管理者

・・そういえば、自治医大出のドクターが近隣の病院との交流

の機会が少ないと言っていたのを思い出しました。

「退職金」の関係で医師の採用を拒むとは、事実だとするとト

ンデモないことです。青森でもそんなことがおこなわれている

のでしょうか、不安になります。

僻地内科医師

事実です

ある地方での自治卒医師です。とある僻地医師さんのおっしゃ

られた事は、事実です。当県においても義務年限の9年が終了

すると同時に医師が僻地等に引き続き勤務したいかどうかに関
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わらず退職となってしまっているようでした。（引き続き同じ

病院に勤務していても自己都合退職となっていたようです。）

青森県ではどうかわかりませんが、行政が本当に医師に残って

もらうような体制づくりがおこなわれているかどうかチェック

する必要はあります。

当県においても口先だけでは残ってほしいといいながら、実際

にはいてもらいたいとは思えないような仕打ちを先輩方が経験

されてきておられたのは事実です。そのこともあり当県では引

き続き義務終了後も勤務する医師が激減していきました。大学

からの医師の引き上げもあり、どうにも立ち居かなくなったの

で、そのような制度を少しかえはじめてところです。

　実際、私も自治卒医師というわけではありませんが、僻地に

残って仕事してもいいという医師はいます。少しでも医師が

残ってもらうような環境を整備することが医師招聘につながる

のではないでしょうか？金木病院が、現在自分のいる病院と同

じような境遇であるためメールさせて頂きました。

管理者

ひどいことがおこなわれていたのですね、驚きました。

医師が残れるような環境づくりにも取り組むつもりです。救急

の「コンビニ受診」は第一番目の目標とします。

ほかに、県やら自治体の非道な取り扱いなどありましたら教え

ていただきたいと思います。当ブログおよび「維持する会」と

して問題化したいと思います。

北東北公立勤務医

青森県自治医大卒は
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義務年限が終わっても、自ら退職しない限り県からの派遣とし

てそのままいられる。けどあまり長く同じところにいると「そ

ろそろどうかね？」と肩を叩かれて、県職員を辞めて町村職員

になる。そうした県内残留組は南部に固まっており、義務年限

内は津軽・下北に派遣される。

　数年前までは、県から派遣された方が安くつくので、町村で

積極的に雇うことはあまりなかったが、今はとにかく囲い込み

が必要なのでなりふり構わず。

と青森県の自治医大卒業生が言っておりました。

管理者

＞なりふり構わず

県の対応はいつでも後手ですね。医師過剰を理由に医師数の抑

制を始めたのは1995年あたりから。そのころから長期的計画

を策定していれば、全国最下位のこれほどの悲惨な医師不足は

回避できたと思うものです。
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2007・05・15（火）

三村知事マニフェスト

十七日告示、六月三日投票の青森県知事選挙に立候補する三

村申吾知事がマニフェストを公開した。

注目される医療問題では「医育環境整備による医師確保対

策」を揚げ、研修医確保として五十五人を目指す。

持論の医療再編による急場しのぎが消えたことに注目した

い。医師の絶対数を増やすしか青森県の医療崩壊を防ぐことが

できないという自明の事実にようやく三村知事が気づいたとい

うことか。

マニフェストは「選挙公約」。なにかと揶揄される「公約」

ではあるが、本来の意味は重いものがある。そのことを肝に据

えて県医療を守るために頑張っていただきたい。
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2007・05・16（水）

彦根市産科医を支援

彦根市が産科医療を支援　新たな開業に補助金

2007年5月15日　『中日新聞』

　 http://www.chunichi.co.jp/article/shiga/

20070515/CK2007051502016105.html

彦根市立病院産婦人科が三月下旬から分娩（ぶんべん）の取

り扱いを休止している問題で、市は十四日、分娩可能な民間診

療所の新たな開業に対し、一定の補助金を交付すると発表し

た。市立病院の新たな医師確保が難しい中、民間診療所の誘致

で市内の出産環境を改善するのが狙い。県内の市町での、こう

した補助金制度は初めてという。

同日開かれた湖東地域医療対策協議会の中で報告した。補助

の対象は、市内に新たに開業する分娩可能な診療所の建設事

業。開業後十年間、産科医療を継続する場合に限る。

補助は診療所の本体工事費について、一平方メートル当たり

七万四千六百円（実施単価の半額が限度）を交付。十万円以上

の医療機器や備品の購入についても、一千万円を限度に半額を

補助する。

協議会のメンバーで、市内で唯一、分娩を取り扱っている診

療所「神野レディスクリニック」の神野佳樹院長は「開業資金
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に加え、小児科のバックアップ態勢が整えば、市内での開業に

意欲的な医師もいる」と指摘した。

同協議会は、市や犬上郡、愛荘町の行政、医療関係者ら二十

一人で構成。二月から三回の会合を開いてきたが、市立病院の

医師確保という主目的は達成できないまま、ひとまず終了する

ことになった。今後も医師派遣の要望活動は続けていくとい

う。　（築山栄太郎）

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

苦渋の選択というべきか。市民運動が押した成果ともいえる

このたびの彦根市の決断は、地域の医療を官民協力体制でまも

るという「彦根方式」だ。

公立病院の極端な医師不足とはうらはらに開業ラッシュは止

まらない。医療に官も民もない。社会的財産である。彦根産婦

人科問題の今後のなりゆきをひきつづき注目したい。
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2007・05・17（木）

三村知事欠席で演説会開催できず

三村氏の回答なく　八戸・青森の演説会を断念

『朝日新聞・青森』

http://mytown.asahi.com/aomori/

市民団体「公開討論あおもりフォーラム」と「日本青年会議

所青森ブロック協議会」が構成する「青森県知事選　合同・個

人演説会を開く会」（有谷昭男会長）は16日、今回の知事選

で八戸、青森両市で予定していた演説会の開催を断念した。

共産党公認の堀幸光氏と無所属の西谷美知子氏からの参加の

回答があったが、現職の三村申吾氏から期限の16日までに回

答がなかったためという。

三村氏の事業所は「日程的に参加が難しかった。期限後に問

合せがあったら答えるつもりだった」としている。有谷会長は

「これまでフォーラムが積み上げてきた歴史を後退させるよう

なもの」と話した。

知事選では、03年1月に同フォーラムの企画で初めて演説

会が開かれた。同年6月の出直し知事選では、4候補が財政再

建などをテーマに活発に議論を交わした。

----------------------------------------------
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フランス大統領選挙のサルコジ＝ロワイヤルTV討論ではな

いが、候補者たちがマニフェストをもとに公開の場で議論する

ことは民主主義先進国の常識である。なぜ三村氏は参加を拒否

したのだろう。正々堂々と持論を展開すればよかったのではな

いか。日程などいくらでも調整ができるはずだ。申（サル）固

辞（コジ）はいけない。

主催団体「日本青年会議所」は政府・自民党の下部組織と

いっていいほどだ。永田町に本部を構え、そのOBには中曽根

康弘、小渕恵三、小泉純一郎ら首相経験者がおり、現外務大臣

麻生太郎は日本青年会議所元会頭である。

どちらかといえば現職を擁護する立場の日本青年会議所。そ

の痛憤は余りあるだろう。先輩方が築き上げてきた折角の

フォーラムが開催できなくなったことに関して今日でも批判的

声明を出すべきである。

この選挙は「政見」でなく「組織」選挙と見切ったのであれ

ば、両者とも不誠実のそしりを免れないだろう。

コメント

内科医12年目

公開討論会を開けば管理人さんの希望する結果になるとは限ら

ない

公開討論会の結果、右寄りで金持ち優遇のサルコジ氏の勝利に

なり、貧民優遇の政策をしようとしたロワイヤル氏が落選しま
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したね。

ロワイヤル氏にとって、公開討論会はしないほうがよかったわ

けです。

青森ではどうなんでしょうか？

公開討論会で大胆な医療集約方針をとる候補が支持をもし集め

る結果となってしまったら、きっと、管理人さんも「公開討論

会はダメ」と宗旨替えすることでしょう。

管理者

これはアイロニーです。

地方の選挙は「地縁」「血縁」「組織選挙」であって、市民の

声が反映されません。（国政選挙でも、いまだそうかもしれま

せん）

青森県がかかえる喫緊の問題のひとつである「医療崩壊」問題

がフォーラムで候補者たちによってどう主張されるかではな

く、もはや政見公表不要とした（と取られる）ローカルの選挙

構造を問題としたつもりです。

 



金木病院救急再開物語（下）

209

2007・05・18（金）

県知事候補者見解

医師確保で３候補見解　西北五住民の会　質問状の回答公表

『陸奥新報』　http://www.mutusinpou.co.jp/

西北五地域医療を守る会（津川信彦会長）は十七日、医師不

足問題や救急体制維持について、県知事選に立候補した三氏へ

の公開質問状の回答を公表した。同会は有権者の判断材料と

し、投票率向上に寄与したい―としている。

救急体制の確立維持、それに伴う医師確保は県が責任を持

ち、主体的・主導的にかかわるべきではないか―との問いに対

し、三村申吾候補は「県と市町村で適切な役割分担が必要。県

は特に過疎地支援、県内の格差減少を図る役割があり、医師確

保についても積極的に支援する」と回答。

堀幸光候補は「自治体病院、住民と相談しながら、県が積極

的な役割を果たすべき。救急体制は命の不平等に直結する可能

性が高く、緊急に対策を講じる必要がある。また、西谷美知子

候補は「県ができること、できないことを明確にしていく。本

県に残る医師の育成、医師確保の底上げが必要と思う」とし

た。

当選後の政策は、三村氏がこれまでの運動も踏まえ本県発の
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国策発動に意欲を示し、堀氏は最大の元凶は国の医療費抑制政

策として国への働き掛けのほか、県としても医師養成などに力

を尽くすとした。

また西谷氏は地元に残る医師養成や医学部の地元枠拡大への

支援、臨床研修での完全市場原理の見直しを国に強く求める―

としている。

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

とくに注目すべきは、H候補の「県としても医師養成など

に力を尽くす」という見解だ。具体的には県立の医師養成学校

をつくるということだ。他の２者は現在の医師供給システムの

改善に留まっているのにたいし、対照的である。

わたしどもがおこなった「医師アンケート」でも、県立医師

養成専門学校が必要との声があった。

国があてにならないなら、県は独自に身をまもらなければな

らない。いつも国のせいにしていてもはじまらない。

コメント

さいとう

そのとおり！

医師不足がさけばれるなか、一県民としてこどもを産んだりす

るときは、安心して医者にみてもらいたいと思っています。今
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回の知事選挙は、政策を見比べて、私たちの願いにきちんと答

えてくれる候補に投票します。

国は、医療になるべくかからないようにするために、私たちを

いじめていますが、そういう国の姿勢にもまけない県のリー

ダーがもｐとめられていると思います。これからも一緒にがん

ばりましょう！！
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2007・05・19（土）

研修医、拠点病院に集約

研修医、拠点病院に集約　政府与党検討　終了後へき地に

『 朝 日 新 聞 』 　 http://www.asahi.com/life/update/

0518/TKY200705180326.html

政府・与党は１８日、医師の不足や地域間の偏在を解消する

ため、大学卒業後の研修医の受入れ先を地域の拠点病院に限定

し、拠点病院にへき地への若手医師派遣を義務づける方向で検

討に入った。

・・・・・

政府・与党は同日、意思不足対策のための協議会を発足。１

００人程度の医師を国立病院機構などにプールし不足地域に緊

急派遣する対策とともに、拠点病院からの派遣策について具体

的な検討を進め、６月の骨太方針に盛り込む方針だ。

・・・・・

政府・与党は、現在年１万１３００人分ある研修医の定員総

枠を、研修医の総数８６００人程度に削減することを検討。都

市部を中心に定員枠を大幅に削減することで、地方への研修医

の流入を促進するとともに、受け入れ先を地域の拠点病院に限

定する。

そのうえで、拠点病院に対して、研修の終わった若手医師を

医師不足が深刻な地域に派遣することを義務づける。勤務を終

えた医師には拠点病院でのポストを約束することで、若手医師

の理解を得たい考えだ。
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・・・・・

このほか、長期的な対策として、一定規模以上の医療機関の

院長（管理者）になる条件にへき地勤務の経験を盛り込むこと

や、都道府県が地元出身の医学部生に出す奨学金に国が財政支

援する案も浮上。卒業後、地域医療に１０年程度携われば、奨

学金の返済を免除することなども検討する。

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

異論なし。すべて実現してもらいたい。

コメント

大学の医師

おもしろいです

　地方の拠点病院に研修医を派遣すると…

つまり，最初から集約化ありきですね

　研修医が行く病院は，産科，精神科，麻酔科，小児科など必

修科目があるはずです，その用件を満たし研修たる病院には，

それほど医師不足ではないのでは？

　研修医を派遣されても9時5時で帰らせなければならないの

は国の方針では，やってることが無茶苦茶ですね。

管理者

研修医受け入れによって生じる余力を地方の病院に提供すると

いうふうにとらえましたが。

北東北公立勤務医

焼け石にマグマ
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　この案の成否はポストを餌に僻地派遣する拠点病院が生涯勤

務するに値する魅力があるか否かにかかっている。

　今一番きついのは大学病院と拠点病院の中堅クラス。診療だ

けでも忙しいのに、研修医の指導まで無償で負わされる。研修

医はかつてのような雑用奴隷ではないから指導に当たるメリッ

トはない。

　医師逃散の最前線は実は僻地ではなく、この拠点病院中堅ク

ラス。拠点病院は大学医局での派遣優先順位が高いから、僻地

から医師を引き上げて補充する。僻地では残った医師の業務負

担が増えるから、さらにそこからも逃げる。

　今さらそんなポストが餌に使えると思っているのはあたかも

還暦過ぎた女優が「ヌードになるから映画の主役にして」と

言っているようなもの。

Unknown

そうですか

　研修医を派遣されると，余剰人員が増えるとは思えませんが

…，研修医がいて余剰人員が増えるのは雑務の多い，大学病院

ぐらいでは…

元金木病院医師

具体的にはこういうことになります。

西北病院を拠点に、鶴田、つがる、木造、金木、板柳の各病院

と、小泊、市浦、深浦の診療所に医師を派遣

これだとマスタープランと同じです。

西北病院ですら標欠の危機にあり、周辺の病院に医師を派遣す

る余裕などないのはご存じの通りです。
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この案では金木病院の医師不足は解決しないと思いませんか？

管理人さん。

管理者

医師の絶対数が増えれば地方が恩恵を受けることになります。

問題は数値でしょう。

アンディ

>政府・与党は、現在年１万１３００人分ある研修医の定員総

枠を、研修医の総数８６００人程度に削減することを検討。都

市部を中心に定員枠を大幅に削減することで、地方への研修医

の流入を促進するとともに、受け入れ先を地域の拠点病院に限

定する。

田舎に流されて研修医やる気なしクラブが隆盛するだけの気が

しますがね。

>大学卒業後の研修医の受入れ先を地域の拠点病院に

限定し、拠点病院にへき地への若手医師派遣を義務づける方向

で検討に入った。

派遣されるのは初期研修修了後の若手なのでしょうかね。

んなもん導入されたら僻地に近い拠点病院から若手が一斉に去

るだけでしょうに。

都会にか海外にか他業種にかは知りませんが。

ともかく

導入→若手が都会へ→地域拠点病院労働力減→拠点病院を中心
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に崩壊

で逆に数減りますから。

医師個人の自由意志で。

医師を将棋の駒か奴隷とでも勘違いしているんですよ。厚労省

は。

仮に絶対数が増えても士気の低下→結果として戦力の低下は避

けられないでしょうね。

KK

一言でいえば、戦時の学徒動員です

元金木病院医師

私（達？）が危惧しているのは、このやり方では、逆に西北五

地区から医師の絶対数が減少するのではないかということで

す。

研修医は強制的に西北病院にくるかもしれませんが、研修が終

わったら首都圏へ帰ってしまう可能性が高いと思います。

さらに西北病院の常勤医師を強制的に周辺病院へ派遣となった

ら…辞める人が続出しそうです。

管理者

辞める人が続出すれば、それはそれで新たな対応が求められる

ことになるでしょう。

元金木病院医師さんは、西北五の状況をある程度ご存知と思い

ます。どうしたらこの地域の医療崩壊を防ぐことができるとお

考えですか。

元金木病院医師

お返事
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管理人さんへ

http://www.toonippo.co.jp/l-rensai/kirinonaka/20070219.

html

「多くの市長、町長は病院を切り離したいと心の中で思ってい

るのではないか」－。津軽地方のある首長がささやく。

実は首長が医療をやりたくないんです。医療崩壊しても誰かの

責任にするだけ。住人がそういう首長さんを選んでる訳ですか

ら、医療崩壊して当然だと思います。住人(国民)の自業自得

ではないかと。

私は医療崩壊そのものを住人が受け止め、対応していくしかな

いと思います。

今できることで、医療崩壊の被害を小さくするには療養型病床

を確保することだと思います。後方支援病院をしっかり確保し

て、西北病院には急性期治療に専念してもらう体制を整えるこ

と、患者家族は西北病院の指示に従い、後方支援病院に転院す

ることが住人にできることだと思います。白生会に続いて、ど

こかの療養型病床が廃しになったら、完全に崩壊すると思いま

す。民間の病院を財政的に支えることも必要だと思います。国

の療養型病床廃止の方針を転換させる必要もあります。これは

選挙で意思表示をするしかないでしょう。

管理者

ご回答ありがとうございます。

この国の選挙システムが民主的でないため、住民の声が行政に
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伝わりにくいという事情もあると思います。

この件について、エントリーしました。

西北五の医療はどうあるべきかと考えるとき、縮小集中形は現

状ではやむをえない面もあるますが決して理想的な形態ではな

いと考えます。その意味で直接影響を被る住民が声をあげ続け

ることに意味があると考えます。
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2007・05・20（日）

知事選・候補者の主張

６月３日投票の青森県知事選挙。争点のひとつが医療問題

だ。３候補者の見解が報道されている。

現職候補者は「自治体病院機能再編成」を主張している。い

わゆる集約化によってこの難局をのりきろうというわけだが、

なんのことはない地域医療の切捨てであって青森県の医療・福

祉の後退である。お先真っ暗だ。

他は医師の勤務改善などをはかり医師の確保をめざすという

もの、地域の人たちが医療崩壊への危機感が不足しているので

はないかと臆面も無く見当はずれのコメントを述べ「これとい

う解決策はない」として他人事のような候補者もいるから驚き

だ。この見識の低さには呆然とせざるをえない。

青森県の医療崩壊の原因を端的にいえば、関係者の対応がい

つも後手に回ってきたということだ。

本日の地方紙に、県が看護師のUターンを促進する計画に

取り組むことが報じられている。

・・五月十一日、国保旭中央病院（千葉県、九百五十六床）

の院長らが県立保険大（青森市）を訪問。指導的立場に立てる

新卒看護師の採用に意欲を示しながら、海外研修、奨学金、指

導体制の充実ぶりなど、至れり尽くせりの病院の待遇をアピー
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ルした。・・県立保険大の関係者は「せっかく看護師を養成し

たのに、他県の就職先で離職し、そのまま現場に戻らない看護

師がいるのは、非常な人材損失。本県の医療機関でずっと働き

続けられる職場環境をつくってほしい」と強く訴える。

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

too/nto2007/20070520143254.asp）

県外に人材が流出する原因は県内の職場に魅力がないこと。

そしてこのことはいま始まったことではない。千葉の旭病院な

らず、全国からさまざまなメリットを携えて青森県から人材を

募る。青森県はただゆびをくわえて見ているだけ。

いつでも後手、後手の青森県。なさけなくなる。

コメント

アンディ

>現職候補者は「自治体病院機能再編成」を主張している。い

わゆる集約化によってこの難局をのりきろうというわけだが、

なんのことはない地域医療の切捨てであって青森県の医療・福

祉の後退である。

厳しい台所事情を考慮すれば医療福祉を後退させなければなら

ないという現実を見たコメントかと。

逆に医療福祉の維持・発展のためには金がかかるわけですがそ

れをどこから？

他の予算を削る？増税して予算を確保する？
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現職候補者は

「(住民は)地域医療のことなんかより懐具合の方が気になるに

違いない｣

と読んだからこのようなコメントをしているのでしょう。

「医師数を十分確保して県民の健康を守るためには増税も致し

方ない」

という意見がどこまで支持されるかって問題ですよね。

地域医療を争点とするならば対立候補はこの視点で戦うべきで

すが…

他の候補も「(予算がないから）これという解決策はない」と

いうことでしょうし。

つまり候補者に住民が見くびられてるわけですよ。

腹の内は

「金の話になると意地汚い県ですからね、サーセンｗｗｗｗ」

というところでしょう。

そういう候補しか出ないのは、現職に対して逆張りも出来ない

ほど「県民負担が増えるなんて言うと負ける」のが確実な土地

だからではないかと愚考するわけですがいかがでしょう？

アンディ

>県外に人材が流出する原因は県内の職場に魅力がないこと。
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そしてこのことはいま始まったことではない。千葉の旭病院な

らず、全国からさまざまなメリットを携えて青森県から人材を

募る。青森県はただゆびをくわえて見ているだけ。

医師についても同じことが言えますが、それでいて

｢ 拠点病院に対して、研修の終わった若手医師を医師不足が深

刻な地域に派遣することを義務づける。｣

という案がいいわけですかそうですか。

僻む土地と書いて僻地とはよく言ったものだと思います。

管理者

所詮、地域・血縁・組織選挙と見切っているため政見内容まで

踏み込む必要なしというところでしょう。フォーラム無視など

そのあらわれです。
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2007・05・21（月）

危ぶまれる投票率

このたびの知事選は「事実上の信任投票」という見方が多い

（『東奥日報』）。現職優勢のなか心配されているのが投票率

だ。

５０％を下回れば選挙で勝っても実質「信任」とは言えず、

次にひかえる参議院選で野党に口実をあたえることが懸念され

るという。

三村陣営は「地道だが、企業・団体などに投票に行くよう呼

び掛ける。まず期日前投票に行ってもらう」という。

沖縄知事選挙を思い出す。

投票日当日の投票は基地反対の糸数慶子候補がまさってい

た。ところが・・期日前投票を開けると圧倒的に仲井真弘多候

補の票だったため糸数候補は敗れた。期日前投票と不在者投票

の合計は前回知事選の２倍空前絶後の１１０，６０６票で、そ

れは全投票数の１６．５３%にものぼった。

沖縄経済界のドンといわれる仲井真弘多氏が企業や団体に及

ぼす影響力は多大なものだ。へたすれば企業の存亡にも関わ

る。また企業内をみれば、経営者や上司からの命令は絶対で

あって、社員が自由な投票行動などとれないわけで、それが組

織選挙＝期日前投票という形であらわれたことは明白だった。
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これは民主主義なのだろうか。選挙ハラスメントではないだ

ろうか。

三村陣営は公開討論会を蹴って組織選挙を選んだ。これは民

主主義なのだろうか。候補者それぞれが一同に会して見解を述

べるフォーラムの開催を期待していた県民は少なくない。（そ

ういえば、夕張でもやっていた）

信任は信頼によって築かれるものだ。
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2007・05・22（火）

五所川原重点要望事業

五所川原市が県に要望する２００８年度の重点事業を公表し

た。

【最重点事業】

１）西北地域の自治体病院機能再編成に絡む財政支援と医師

確保

２）幹線道路の整備

３）つくねいもなど特例作物の産地確立

【重点事業】

１）漆川工業団地（通称）への企業誘致

２）中心市街地の電線類地中化

３）十三湊遺跡と関連遺跡群の発掘調査

４）岩木川水系の治水

５）東北新幹線新青森駅開業に伴う西北地域への二次交通ア

クセス整備

（『陸奥新報』から引用）

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

----------------------------------------
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市が要望のトップに地域の医療問題をとりあげたのは正し

い。しかし、問題視され批判の多い１９９億円の中核病院構想

に拘り続ける姿勢はいかがなものか。

１００歩ゆずっても、「医師確保」という最大の問題をクリ

アできなければハコモノだけが残り地域医療は崩壊するととも

に多額の借金を地域住民が抱えることになることはみな指摘す

るところだ。

たろえば、中核病院には何人の医師が必要なのか。サテライ

ト病院化される金木病院は救急体制を維持して中核病院をバッ

クアップすることになっているが、そのためには金木病院に医

師は何人必要なのか。

このように具体的な数値目標を出し、それが実現可能かどう

かをまず第一に検討する必要がある。この目途がたたないうち

に「財政支援」を優先させ、県から金を引き出して病院建設に

走ることは極めて危険な賭けといわざるをえない。

最重点目標の第一は「医師確保」とすべきである。まずはこ

の大きな壁を突破することである。病院建設はその後で遅くは

ない。

コメント

内科医12年目

犯罪者の予感



金木病院救急再開物語（下）

227

医師確保、医師確保、医師確保・・・

犯罪者扱いはやめてください。

「犯人の身柄確保！」みたいじゃんか。

もしかして、医療ミスして逮捕されることまで見越してのこと

でしょうか？

Unknown

マスタープランそのものがはじめから病院の新築ありきで、西

北五地域医療再編の会議そのものが、

「医師の確保は考えなくていい」

「お金のことは考えなくていい」

という前提で作られました。

青森県も五所川原市も他人の金で建物を建てることにしか興味

ないのですよ。

それから住人が一番欲しいのは、安く、安心して老人を預けて

おけるところです。総合病院にもそれを求めてきます。施設か

ら公立病院の夜間休日の受診患者は多く、軽快してもそのまま

患者を病院において欲しいという家族は少なくありません。

24時間受け入れ可能な救急医療が一番欲しいものではないで

すよ。

http://medt00lz.s59.xrea.com/blog/archives/2005/04/

post_220.html

管理人さんもそろそろ金木地域の医療福祉とって一番必要なも

の、欲しいものをもう一度考え直してみてください。
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2007・05・23（水）

力をいただきました。

あるブログに、金木町さくら祭りでおこなった「ちらし配

布」のことが触れられていた。

ブログ「地球一蹴●ちゃりんこ世界一周☆の旅」さん

http://ameblo.jp/gwh175r/entry-10033820044.html

ありがとうございます。ホワイトリボンの輪がますます広が

りますように！
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2007・05・26（土）

医師不足対策ー政府・与党案

《政府・与党の緊急医師確保対策案》

▽医師不足地域に対する国レベルの緊急医師派遣システムの

構築

▽医師不足の地域や診療所で勤務する医師の養成

▽研修医の都市集中を是正する臨床研修病院の定員見直し

▽病院勤務医の過重労働を解消する勤務環境の整備

▽女性医師等の働きやすい職場環境の整備

▽医療リスクに対する支援体制の整備

（『朝日新聞』　http://www.asahi.com/）

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

これも異議なし。

これら政府・与党案が実効性があるかどうかは全国ワースト

４の医師不足に苦しむ青森県の医療が改善されるかどうかが試

金石となるだろう。注目したい。
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コメント

内科医12年目

最近の管理人さん、おかしいよ。また最初の頃に戻ってる感

じ。確保じゃなくて招聘でしょ。

それに今の医療崩壊の根本は国の政策で医局制度が破壊された

ことと、医局に頼らずとも研修先　勤務先病院を自分で見つけ

られて、自分でやっていける意識が中堅どころの医師にまで浸

透し、大学での奴隷生活の異常さに気付いたことでしょ。それ

らに、訴訟も多くなってきた。患者からの遠慮のない要求は増

すばかり。これらの融合でモチベーションが落ちたのが医療崩

壊の流れとなっただけ。青森の状況もひどいと思うが、既に都

会（たとえば大阪の某国立循環器病センターICU医師逃散）で

も同様のことが起こり始めている。

悪い悪いと言われてきた医局も、医師個人の性格、医学的力

量、医師同士の相性などを加味して関連病院へ派遣されて」地

域医療が成り立っていた。少なくとも、教授なり医局長なり、

医師が医師を評価して派遣・教育してきた。

管理人氏が挙げて褒めてるこれらの対策案のすべてを医局がそ

れなりにやってきた。医師が医師に対して行ってきたから従う

だけの説得力、強制力（先輩のいうことだから従おうとか）を

保持できていた。

医局がやって来たこれらのことを今後政府なり自治体なりがや

ろうというのだろうが、医師の実力や他の医師・コメとの相性

を知るのは同じ医師以外にありえないと思うが。

デスマーチ

私も同意します
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内科医１２年目さんのいうことに全面的に同意します。

医局がやってきたことを政府、自治体がやっても、さらに、医

療の質の低下、労働条件の悪化をまねくだけです。

管理人さんは知っていますか。大学病院の収入の一部は、理学

部や農学部など弘前大学の他の学部の予算に回されていること

を。だから、いくらがんばって医療をやっても、今以上に患者

さんの安全のために使ったり、正当な時間外手当を支払うこと

に使われることはないのです。これは医局制度の廃止とは関係

ありません。

たぶん、研修医が僻地病院に派遣されて、医師の数が増えて

も、住民は喜ばないと思います。むしろ、現に黒石や大間でお

こなわれているように、訴訟という形で報いることが増えるで

しょう。

では、どうするか。簡単です。今働いている中堅医師の待遇を

あげることです。金木病院には一人で３億稼ぐスーパー医師が

いるんでしょう。売り上げの20%が収入になるんだったら、

労働条件の悪い大学や、県病、西北病院から応募が殺到して、

選ぶのに困ってしまうかもしれません。材料費を削減できれ

ば、コメディカルの給料も十分出せて、赤字もなくなると思い

ますけど。

実際、北海道でも、年収をちょっとあげて募集をかけたら、応

募枠をこえる求人がきた病院もありましたね。

管理者

＞実際、北海道でも、年収をちょっとあげて募集をかけたら、
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応募枠をこえる求人がきた病院

なんという病院ですか？教えてください。関心があります。

デスマーチ

士幌国保病院

詳しくは伊関さんのブログを参考にしてください。それと訂正

です。「年収をちょっとあげた」ではなく、「結構それなりの

額にした」といった方がよいみたいです（笑）

http://iseki77.blog65.fc2.com/blog-entry-1096.html#more

管理者

3000万円ですか・・・。

内科医12年目

高給でも半分は税金。僻地役場の巧妙なトラップです。

3000万ほどではないですが、北海道医療財団のHPではこのと

ころ、年俸がアップしています。士幌の件が影響しているので

しょうか？

http://www.iryozaidan.or.jp/hofulltime.html

2700万ほどで募集かけてるところが結構あります。

それほど提示しても来る医師がないというのは・・・

青森では2700とか3000で募集かけてる病院、ありますか？

少なくとも北海道の地域自治体はその点では頑張ってますよ。

士幌には私もメールで何度か仕事内容や待遇面について問い合

わせしましたが、医者から見ればすさまじい勤務内容でした。

メール内容を当院の医者同士で回し読みして「どう？お前行く
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？」とか話しましたが、あまりにハードな仕事内容に皆、しり

込みしました。

風林火山

3000万円といいますが

管理人さんは、何もわかっておられないようですね。金木近隣

の病院や医療機関（なにか、こまったことがあったときに、金

木病院に患者を搬送してくる医療機関）のなかには、9時から

17時の勤務で当直はせず。週休2日という労働条件で3000万

円の報酬をもらっている医師もいるのですよ。それを考えると

当たり前だと思いませんか。金木病院に限らず、青森県の医師

は少なくともそれくらい、いままで頑張ってきたんですよ。

管理者

＞金木近隣の病院や医療機関（なにか、こまったことがあった

ときに、金木病院に患者を搬送してくる医療機関）のなかに

は、9時から17時の勤務で当直はせず。週休2日という労働

条件で3000万円の報酬をもらっている医師もいる

そんなドクターがいるのですか？驚きです。可能であれば具体

的に教えていただけませんか。

それほどの給与格差ならびに労働量格差は是正されなければな

りません。地域医療を守る住民として声をあげたいと思いま

す。

風林火山

そんなこといってると

＞そんなドクターがいるのですか？驚きです。可能であれば具

体的に教えていただけませんかそれほどの給与格差ならびに労
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働量格差は是正されなければなりません。地域医療を守る住民

として声をあげたいと思います。

管理人さん、まったく、あなたは理解されていない。労働量格

差は、医療機関の役割がちがえば当たり前にあります。給与格

差といっても、そういった医療機関はそれだけの報酬を支払っ

て医師を雇用しているのです。経営努力をして医師を確保して

いるのです。あなたのいっていることは、労働条件のよいドク

ターの足引っ張りでしかありません。

その施設は少ない医師の人数でなんとか病院を維持しているの

ですから、医師の業務量は少ないわけがありません。雇い主が

それだけの価値を見出しているわけです。

逆に言うと、金木のような、交通の便も悪く自然条件も厳しい

ところに、医師を招聘し、24時間の救急体制を再構築しよう

とするのに、そのくらいの条件すら出さずに、戦力になる医師

にきてもらえると考えるほうが問題ですよ。一人で内科系でも

外科系でも一通りの対処をするというのが、どのくらい大変な

ことかお分かりですか。

日本人は医師の技能に対しての敬意が低すぎます。地域住民の

生命と健康を守るべく、骨身を削って努力する医師に支払う報

酬が3000万円で多いとお考えでしたら、残念ながら金木病院

の救急復活はおろか、西北中央病院からの医師の逃散も、絶対

に止まりません。
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給与格差、労働量格差が是正されなければならないと本気でお

考えなら、西北後広域医療圏構想に入っている、西北、鯵ヶ

沢、金木、鶴田、木造といった自治体病院の医師の労働量や賃

金についてきちんと比較されたらいかがですか。

このブログの趣旨は金木病院の救急復活のために頑張ることだ

とお見受けしています。

新聞などのマスコミ発表にたいしてのコメントや批判だけでは

何も変わりませんよ。ただ医師を増やせだけでなく、データ等

の裏づけをもった発現をしないと、行政もだれも相手にはして

くれません。

アンディ

>それほどの給与格差ならびに労働量格差は是正されなければ

なりません。

それでどちらを基準にしようと思うのか。

Unknown

レストランのワインに例えると

レストランのワインに例えると分かりやすいと思います。大し

て良いワインでなくても自由価格で3000円以上で流通してい

るワインを、レストランの営業のために1000円札1枚握りし

めて、同等のワインを探しているのと同じことなのでないで

しょうか？

時にレアものでワケあり・格安ワインが出たとしても、それに

頼っていては営業は成り立たないでしょう。

ワインの側から見れば、それでも一流レストランに卸すことが

できれば実績にもなるので、そう言ったところは安価で安定し

て購入できるでしょうが、名もない田舎のレストランにそんな
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値段で売ってくれる人はどこにもいないのと同じことだと思い

ます。

Unknown

ご参考になれば

こんなディスカッションがありました。

http://iseki77.blog65.fc2.com/blog-entry-2214.html

ご参考になればと思います。
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2007・05・27（日）

危ぶまれる投票率２

県知事選投票率アップをめざして、青森市選管がタレントを

呼んで「知事選ハッスル２００７」を市内の大型郊外店で開催

したという。イベントは盛り上がったようだが投票率アップに

貢献したかは疑問だ。

朝日新聞地方版に参加者の生の声が載っている。

「選挙には行きません。投票しても、何かが変わるわけじゃ

ないから」投票日は職探しをするという。（無職23歳）

選挙に行きたいですかあ！とのタレントの問いかけに手を挙

げた観客は数人だったという。

土曜日のゴラクとしてはマアマアのものだったのだろうが、

それ以上のものではなかった。

県知事選の投票率が下がれば７月の参議院選挙で野党に選挙

口実を与える。投票率が上がればその逆になる。

なぜこのたびの知事選がいまいち盛り上がらないのか。その

原因を究明しないでただ投票率を上げるということだけに専念

すれば、思わぬ落とし穴が待っていることに注意が必要だろ

う。
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国民投票法案に最低投票率を盛り込まなかったことに批判が

相次いでいる。ボイコットがおこなわれるからだという。しか

し、ボイコットもまた市民の声であり権利であるはずだ。組織

票だけで「憲法」を変えられてはたまったものではない。

このたびの県知事選の投票率を注目したい。そして閉塞した

青森県民の声無き声に関係者は耳を傾けるべきである。
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2007・05・28（月）

医師人口比：２０年には最下位転落

医師人口比：２０年には最下位転落　ＯＥＣＤ３０カ国中

毎日新聞　2007年5月28日　3時00分

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

20070528k0000m040100000c.html

人口１０００人当たりの日本の医師数が、２０２０年には経

済協力開発機構（ＯＥＣＤ）加盟３０カ国中最下位に転落する

恐れがあることが、近藤克則・日本福祉大教授（社会疫学）の

試算で分かった。より下位の韓国など３カ国の増加率が日本を

大きく上回るためだ。日本各地で深刻化する医師不足につい

て、国は「医師の地域偏在が原因で、全体としては足りてい

る」との姿勢だが、国際水準から懸け離れた医師数の少なさが

浮かんだ。

ＯＥＣＤによると、診療に従事する０３年の日本の医師数

（診療医師数）は人口１０００人あたり２人。ＯＥＣＤ平均の

２．９人に遠く及ばず、加盟国中２７位の少なさで、▽韓国

１．６人▽メキシコ１．５人▽トルコ１．４人－－の３カ国を

上回っているにすぎない。

一方、診療医師数の年平均増加率（９０～０３年）はメキシ

コ３．２％、トルコ３．５％、韓国は５．５％に達する。日本
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は１．２６％と大幅に低く、ＯＥＣＤ各国中でも最低レベルに

とどまる。各国とも医療の高度化や高齢化に対応して医師数を

伸ばしているが、日本は「医師が過剰になる」として、養成数

を抑制する政策を続けているためだ。

近藤教授は、現状の増加率が続くと仮定し、人口１０００人

あたりの診療医師数の変化を試算した。０９年に韓国に抜か

れ、１９年にメキシコ、２０年にはトルコにも抜かれるとの結

果になった。３０年には韓国６．７９人、メキシコ３．５１

人、トルコ３．５４人になるが、日本は２．８０人で、２０年

以上たっても現在のＯＥＣＤ平均にすら届かない。

近藤教授は「ＯＥＣＤは『医療費を低く抑えると、医療の質

の低下を招き、人材確保も困難になる』と指摘している。政府

は医療費を抑えるため、医師数を抑え続けてきたが、もう限界

だ。少ない医師数でやれるというなら、根拠や戦略を示すべき

だ」と批判している。【鯨岡秀紀】

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

1994年「医師需給の見直し等に関する検討会」報告書が

2017年頃から供給医師数が必要医師数を上回るという推計を

出し、それをもとにこの国は医師供給の抑制を計ってきた。医

療費抑制のためのマヤカシだったことが明らかになった。

医師不足は誤った国策によるものだ。
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いま参議院選をひかえて政府・与党は医療問題をとりあげて

諸政策を連発し支持をえようと躍起だ。遅きに失した感があ

る。

「年金問題」が直接の引き金だろうが、医療を含む深刻な社

会格差も影響してか内閣の支持率が急落している。

『毎日新聞』

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

20070528k0000m010091000c.html

国の基本は「国民の安全と福祉」を守ることにある。医療の

充実は先進国の常識。この国の後進性をいみじくも露呈した格

好となった。
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2007・05・29（火）

崩れる地域医療

県政を問う－５－　医師不足　医師も悲鳴

『東奥日報』

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

医療関係者が注目する西北五の中核病院構想。中核病院の建

設地が決まったものの、事業費の詳細や周辺病院の役割が決ま

らない。何よりも五十五人もの医師確保の見通しが定かではな

い。一一年の開業に暗雲が立ちこめる中で、医師不足にあえぐ

金木病院の救急車受け入れが止まった。

津軽地域も、病院機能の再編成が暗礁に乗り上げたままで、

救急医療に対する住民の不安は増している。藤崎病院は公設民

営での生き残りを探り、平川病院はやむなく診療所として出発

することになった。不本意な”自然淘汰（とうた）”が進む

中、中核病院に外来患者や救急患者が集中し、労働環境はます

ます悪化。勤務医の疲労はいよいよ限界に近づいている。「過

労死が頭をよぎる」と、複数の医師は証言する。（一部抜粋）

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

「自然淘汰」

なんと冷たい言葉か。止むを得ない、しかたがない、いない
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ものはいない、無い袖は振れない・・・。何度聞かされたこと

か。

国策や県政のミスを住民に押し付けるなと言いたい。

新ダーヴィニズムは市場原理システムを正当化するまやかし

と批判に晒されている。社会福祉、人権尊重があってこその国

である。医療崩壊の背景にこの国の精神の貧しさが透けて見え

る。

コメント

Columbo

＞国策や県政のミスを住民に押し付けるなと言いたい。

ごもっともなご意見です。しかしそれら政治家を選んだのも住

民（国民）です。それが民主主義。

私があの夕張市民に対して今ひとつ同情的になれないのもその

ためです。

今年は国政選挙もありますから、ここは投票行動で意思表示す

るしかないと思います。
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2007・05・30（水）

中核構想白紙！

津軽・自治体病院再編

「中核構想」白紙へ　弘前の市立・国立　足並みそろわず

『東奥日報』より一部抜粋

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

20070530092045.asp

二〇〇五年に県が示していた津軽圏域の自治体病院機能再編

案で、弘前市立病院と国立病院機構弘前病院が連携し新設する

中核病院構想が、白紙となる方向であることが、二十九日まで

に分かった。県と両病院が同日までに確認した。三十一日には

津軽圏域自治体病院機能再編成推進協議会が二年ぶりに開催さ

れ、席上、白紙の方向が報告されるとみられる。今後につい

て、県は見直しを含めた何らかの考えを提示する可能性もあ

り、各自治体病院は新たな対策が迫られる。

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

二病院を統合し医師を集約して新中核病院というハコモノ建

設で津軽医療圏域を守るという構想が頓挫した。再編を進める

主体不在が主な理由のようだが、いずれにしろ「中核病院構

想」にノーをつきつけた格好となった。
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青森県を六つの医療圏に分割し、それぞれに中核病院を置い

て効率化をはかるというのが県のグランドデザインだった。そ

の結果、むつ圏域の不便さはよく知られていることである。

医療体制の見直しも必要だが、地域に必要不可欠の病院を

「集約」というナタで切り捨てられはたまらない。

医師の労働環境の整備や待遇問題など、とりくむべき問題は

山積している。これらを患者である地域住民と医師の両者の目

線、すなわち当事者の目線で解決に向けてねばりづよく取り組

むことが大切だ。

西北圏域は百九十九億円もの巨費を投じて「中核病院」を建

設しようとしている。そろそろ発想を転換したらどうだろう

か。医師招聘に全力をあげ金木病院の救急を再開すべきであ

る。それによって「中核化」しつつあり患者の集中をきたして

いる西北中央病院の激務も緩和される。こちらが先に取り組む

べき課題だろう。

西北圏域は津軽圏域の中核構想白紙に学ばなければならな

い。地域医療をまもる方法は「中核病院」建設しかないという

わけではあるまい。あまり拘りすぎると邪推されることにな

る。
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コメント

アンディ

青森県民でもないのでとんと忘れていたのですが、

金木病院の救急は現在行われていないのですよね。

それにもかかわらず（感覚的なものはともかく）現実としてそ

れによる影響は出ていない。

もしそのせいでだれか死んでいようものなら管理人さんが黙っ

てはいないでしょうからね。

確か受け入れ中止は1月末で、その後雪の季節も経験していた

と思いますが。

ということは金木病院の救急復活よりも現在救急受け入れを

行っている病院の体制維持、向上に力を注いだ方が現実的だと

思ったのですが。

五所川原市民の健康を守る≠金木病院救急復活ではないでしょ

う？

管理者

住民でないので地域の人たちの不安と不便は理解できないで

しょう。

そういう皮相的な問題ではありません。一日もはやい救急復活

をみな願っています。その日を待ってじっと耐えているので

す。
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デスマーチ

誤解

前から違和感をもっていたんですけど、やはり管理人さんは救

急車受け入れ停止と救急外来停止と混同しているんですか。

救急車がこなくても、救急外来（＝夜間休日の時間外診療）を

やっているということは、医師は日当直をしなければいけない

ので、負担はあまり軽減されません。

ちらしを読むとやはり、金木病院では時間外の救急外来までや

めてしまったように読めます。実際、「力をいただきました」

の地球一蹴さんのブログをよむと、かなり間違った受け止め方

をしていますよね。（彼は善意で取り上げていることは伝わっ

てきますが。）これは、彼が悪いのではなくて、ちらしの内容

が間違っているからです。「救急体制の取り下げをしました」

とは救急告示病院を返上したことをいいたいのだと思います

が、一般の人が読むと、夜中におなかにいたくなって、金木病

院にいっても門前払いされるような印象をいだくでしょう。し

かも地球一蹴さんは西北病院ではなく、弘前までいかなくては

ならないと書いてあります。なんで、そういう話になるんで

しょうか。会の人がそう説明しているのですか。

このことから、管理人さんのやっているちらし配りは金木病院

の救急体制の復活を願うといる会の目的をはたすどころか、金

木病院ではもう時間外の救急外来はやっていないんですよと宣

伝しているようなものです。
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もし、金木病院がいっさいの夜間、休日の時間外診療を行って

いなければ、謹んでおわびしますが、そうでなければ、ちらし

のタイトルはせめて「金木病院の救急車受け入れを復活する」

に即刻訂正してください。

大学の医師

確かに

　アンディさんの意見に賛同します

確かに住民の不安はあるでしょうが、現在頑張っている病院を

さらに改善する方が現実的とおもいますし

救急受け入れを拒否しても、たいした変化がないのであればそ

のままでよいのでは。

管理者

救急車は救急体制の要です。４０年以上おこなわれていた「救

急車」体制を復活することが住民の大きな願いです。

救急車の受入れが停止になっても地域に影響がないと読めま

す。とんでもないことです。
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2007・05・31（木）

住民の声

朝日新聞地方版「わの一票　地域に必要な病院残して」から

０５年、県が策定した津軽地域保健医療圏の自治体病院機能

再編計画は、藤崎病院の廃止を打ち出している。

４人いた勤務医は今年度からは２人に。毎月足腰の不自由な

父（81）の通院に付き添うという町内の主婦（48）は言っ

た。「父や家族に何かがあった時は心配です。弘前の病院は、

患者が集中して混雑しているから避けたい」

‥（略）‥　近くの国保平川病院があれよあれよという間

に、診療所に移行することが決まってしまった。藤崎病院の利

用者も不安を感じているようだ。

長靴にほうかむり姿の町内の農家女性（72）は、水田の手

入れの合間にバイクで通院している。‥（略）‥

―あなたの一票、どうしますか。

「米作りが人手不足で大変だから、農政も大切。たけどやっ

ぱり医療。地域住民に必要な病院を残すことができる人がい

い」。そう言って、袋いっぱいの薬をバイクの荷かごに入れ

た。
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---------------------------------------------

生業の仕事より医療を求めざるを得ない状況は不幸としか言

いようがない。この深刻な事態をどれだけ関係者は理解してい

るのだろうか。

金木病院はその救急体制により地域四万人の命と安心を４０

年以上にわたってまもってきた。それを奪われた地域住民の悲

惨さがイメージできないのではないか。「我が身に置き換え

て」考える思考方法が欠落していては、将来の医療はとんでも

ないバケモノになってしまうだろう。「医は算術」に貶めては

ならない。

コメント

北東北公立勤務医

揚げ足多すぎ

　医療を受けるみなさんは、医療者の労苦を「我が身に置き換

えて」考えたことがあったでしょうかね？

　世の中で事業を行うのに費用のかからないことはありませ

ん。農業も芸能も行政も教育も全て算術を必要とするのに、な

ぜ医療だけが「医は算術」という言葉で差別されているので

しょう？

　医療の難問に真剣に向き合っているブログ主殿を茶化すのは

本意ではないが、まだまだ旧来のマスコミに毒された偏見から

抜けきっていないと見受ける。かえってブログを読んだ医者の
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反感を買い、医師招聘には逆効果となりかねません。

管理者

どうもドクターは医療問題というと即自分が批判されているよ

うにとりがちですね。厳しい環境でトラウマになっていること

は理解できますし、問題を主体的に受け止めることも大事です

が、私はここで医師批判を展開しているのではないことをご了

解ください。

この国の医療制度に問題ありと主張しています。医師と住民と

行政の三者がともに医療現場という「戦場」で戦友として連帯

し、この国の医療をまもらなければならないと何度も主張して

いるところです。誤解のないように。

「揚げ足取り」にはとっくに慣れました（笑。

元金木病院医師

旧平賀病院も藤崎病院も昔から救急車が素通りする病院でした

から、その存在意義ももともと微妙でしたし、今となっては存

続維持するだけの費用を捻出するのは自治体にとっては重荷で

しょう。

救急車を年間800台引き受けてきた金木病院は、これらの病

院と同列に扱われない方がいいと思いますよ。

アンディ

医療のあり方を語る上ではその体制が持続可能なものであると

いうことが前提です。

医師とは個人であり、個人の努力・踏ん張りに社会が依存して

いる現在の状況はあるべきものではありません。
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むしろ、医師が疲弊している現状こそ住民と行政による医師の

サポートが必要なのではないでしょうか。

つまり医療に投下する資本（人的･ 物的）を増やすことにより

医師の負担を軽減し、医療の供給を維持する

もしくは医療の供給を制限する（救急をやめる、施設規模を縮

小する）

などが必要だと考えられます。

繰り返しますが効率的に医療を提供するなら西北病院に投下資

源を集中し、周辺病院の業務はスリム化すべきです。

逆に、周辺病院にもそれなりの機能を持たせようとするならコ

スト面には目をつぶる必要があるでしょう。

「これまでやってこれたのだからこれからも今までと同じよう

にやっていけるはずだ」という考えは捨てるべきです。

管理者

状況を正しく分析し、ハコモノによって安易に医療の集中化・

格差化に走るのではなく、地域の社会的財産である医療をまも

り充実させるよう全力を尽くすべきでしょう。

ある意味「社会主義」的取り組みということになります。社会

主義は金にはなりません。しかし、医療は別物という考えが大

切だと思います。

アンディ

>社会主義は金にはなりません。しかし、医療は別物という考

えが大切だと思います。
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端的に言えば

「金にならない分野だからこそ」金をつぎ込んででも維持しろ、

さもなければあきらめろ、と言っているのですが。

管理者

＞金をつぎこんででも維持しろ

同感です。

住民の税金を適正に使う義務を負っているものに聞かせたい言

葉ですね。

アンディ

>同感です。

>住民の税金を適正に使う義務を負っているものに聞かせたい

言葉ですね。

正確にはこうですね。

医療を維持したいのなら金をつぎ込め。

金が惜しければ医療をあきらめろ、ということですね。

つまり医療を維持したければ（署名やホワイトリボンではな

く）金を使えと。

何度となく同じ発言をしていたのにその度に「医療に資本主義

を導入することには反対です」と反論されているんですよね。

どういう理屈なんですかね。
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2007・06・01（金）

病院再編成見直し！

つがる西北五連合　自治体病院再編で機能分担など再検討

『東奥日報』

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

つがる西北五広域連合（連合長・平山誠敏五所川原市長）は

三十一日、同市役所で正副連合長会議を開き、財政見通しが不

透明なことなどから計画が進んでいない西北五地域の自治体病

院機能再編成について、今後の再検討作業の進め方を話し合っ

た。

既存自治体病院の機能分担のあり方や、再編成後の病院経営

主体となる同連合への既存病院の資産移行の条件などについて

議論を深め、財政見通しを明確にする方針を確認した。山形県

置賜地方の自治体病院再編成の先行事例を、近く視察すること

も決めた。

二〇〇六年二月策定の再編成マスタープランでは、公立金木

病院、鯵ヶ沢中央病院の病院機能存続、つがる市成人病セン

ターと鶴田中央病院の無床診療所化を想定。これらの既存病院

と新設予定の中核病院は、広域連合が経営する方針。

しかし、つがる市は成人病センターの病院機能を存続させた

い意向で、各病院の機能分担も決まっていない。こうした不確
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定の要素が多く、同連合は、再編成後の病院事業全体の経営見

通しを立てられない状況だ。

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

山形県置賜地方の医療構想はいま暗礁に乗り上げていること

を知っているのだろうか。なにを視察するつもりなのか。現地

の住民の声を是非聞いてきてもらいたいものだ。

「自治体病院のサテライト化に暗雲 山形県玉賜地域　患者あ

りきの医療行政を」

http://www.ohmynews.co.jp/news/20070510/

10988

なんにでも当てはまることだが、一極集中型はリスクが大き

い。分散型は一部が壊れても全体は生き残る。

安易な計画でさらに地域を疲弊させるようなことはしないで

もらいたい。

コメント

アンディ

そもそも管理人さまは

「金木病院に救急車受け入れ復活」

が至上命題となっており、それ以外・以上の構想がないように

見受けられます。
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市立・私立の各病院の機能分担を含めた在り方についてのビ

ジョンがなくては何を言おうとも単なる世迷言に過ぎません。

山形の件については解決するだけであれば「特定療養費上げろ

よ」で終了ですが、失敗から学ぶことはあるでしょうね。

管理者

救急体制復活という非常に重い問題に取り組めば、おのずから

この国の医療のありかたまでを論じなければならないのは当然

です。

と同時に、救急復活を実現することによって、それらさまざま

な問題を金木病院が乗り越えることになると承知しておりま

す。

ドクターが金木病院に来てくれたことは地域住民のこのうえな

い喜びです。あなたの水をさすようなコメントは承認できませ

んでした。悪しからず。
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2007・06・02（土）

常勤内科医一人招聘！！

金木病院　常勤内科医を新たに1人増

『陸奥新報』

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

医師不足のため、今年一月から救急車受け入れを休止してい

る公立金木病院（五所川原市金木町）の常勤医は、一日から新

たに内科医一人が加わり、全体で七人体制となった。

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た

ため、救急車受け入れを休止。以来、医師確保に努めており、

今年一月には内科医一人の常勤が決まり、今回さらに一人が加

わった。

病院を運営する事務組合管理者の平山誠敏五所川原市長は、

医師数増について「明るい兆しではないか」と見解を述べ、今

後も院内外の諸々の状況を考慮しながら、できるだけ早急な救

急体制復活に向けて努力する方針を示した。

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

素晴らしい！

願いが通じた。
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底をつく医師不足時代にあって内科医師を招聘できたことは

驚異ともいえる。関係者に対して感謝と敬意を惜しまない。

地域住民は金木病院を大切にしよう。ドクターを大切にしよ

う。これは私たちに投げかけられた大きな課題である。

コメント

アンディ

新しく医師が着任されたようで。

おめでとうございます。

>病院を運営する事務組合管理者の平山誠敏五所川原市長は、

（中略）できるだけ早急な救急体制復活に向けて努力する方針

を示した。

このコメントが気になりますね。

「今後とも医療体制を充実させるため、医師増員に向けて努力

したい」

という方がよいのではないかと思いました。

>地域住民は金木病院を大切にしよう。ドクターを大切にしよ

う。これは私たちに投げかけられた大きな義務である。

内科医が3人になった途端「以前は3人でやっていたんだか

ら」などと言われないように。

「3人体制では2人も抜けたくなるぐらいキツイ」のですから。
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北東北公立勤務医

おめでとう

　柄ではないがとりあえずお祝い申し上げます。

>>できるだけ早急な救急体制復活に向けて努力する方針を示

した。

あせって元も子もなくさないよう手綱を引いてあげてくださ

い。

管理者

ありがとうございます。

ドクターに過度の負担がかからないような体制づくりが出来な

いかぎりは、救急復活に踏み切らないよう注視したいと思いま

す。

内科医12年目

笑うところですか

＞願いが通じた。

願いが通じた？ここが笑う所ですかね。もやは医師招聘は神頼

みですか？

＞できるだけ早急な救急体制復活に向け

＞て努力する方針を示した。

着任早々こういう事言ってちゃ、早晩逃げられるのに。
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2007・06・04（月）

知事選過去最低

青森県知事選挙は現職三村氏の圧勝だった。

しかし・・投票率は歴史的に低かった。なんと３８．４５％

だ！！

全国的にも例がないという。もちろん青森県の知事選挙では

昭和２２年に始まった民選知事選挙（太宰治の兄・津島文治が

当選）以来最低だ。信任にほど遠い。

対抗馬なしという選挙戦がその主たる原因だ。と同時に、お

よそ３分の２にのぼる県民が、三村県政に不満を示したことも

否めない。
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このたびの選挙の争点は「雇用・景気」「医療」「核燃」の

３つに要約される。どれをとっても１期４年にわたる三村県政

は県民が納得のゆく結果を示すことができなかった。

わたしどもも医療の充実を求めて知事宛に「要請文」を出し

たが、なしのつぶてだった。組織選挙にたよるこんな「冷た

さ」が投票ボイコットとなってあらわれたたことを銘記すべき

である。

余談だが、三沢や六ヶ所の期日前投票が異常に多かったとい

う。三沢には米軍基地があり、六ヶ所には原燃プラントがある

こととリンクする。組織的強制的期日前投票は民主主義が謳う

投票の自由を妨げるものだ。

３８．４５％は忘れようとしても忘れられない記録である。

県政の歴史に汚名を残した。

安倍内閣も支持率が急落している。３０％台という。まさに

政権の末期だ。

国民、市民の痛みに寄り添う政治姿勢がいま求められてい

る。７月の参議院選挙にこのたびの選挙結果がどう作用する

か、注目したい。

（画像：東奥日報）
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コメント

ある医師

きっと

この結果は三村知事が支持されたんですよ。

だって、支持しないなら白紙投票とか別な対立候補を立てると

か動きがあるはずですから。

信任されたと思われる三村知事は今までどおりにやると思いま

す。

リコールしかないのでは？（どれだけ賛同者がいるかわかりま

せんが。）
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2007・06・05（火）

注目される六月定例議会

五所川原市議会が七日から開催される。

十一日の一般質問では、井上浩氏が「中核病院への県、国の

支援」について、花田進氏が「公立金木病院の展望」を市に質

す。

当会では、先の市議会に救急復活を訴える「請願」を提出し

ている。継続審議という取り扱いになっている。決して「棚上

げ」ではない。今回の市議会で活発な議論がおこなわれ一日も

はやい救急復活を実現していただきたい。

また、病院議会および中泊町議会にも同文の「請願」を提出

している。

三議会の取り組みに期待したい。
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2007・06・07（木）

「請願書」趣旨採択

中泊町議会　金木の救急復活請願「趣旨採択」と決定

『東奥日報』　http://www.toonippo.co.jp/

公立金木病院（五所川原市）が一月から救急車受け入れを休

止している問題で、中泊町議会は六日、住民団体が提出してい

た「金木病院の救急体制復活に関する請願書」について、採

択、不採択のどちらでもない「趣旨採択」とすることを全会一

致で決めた。

病院を運営する一部事務組合（五所川原市と中泊町で構成）

は救急再開に向けて医師確保で一定の成果を挙げつつある。町

議会は、こうした状況を勘案したほか、病院には同市議と同町

議で構成する病院組合議会があることから、請願の趣旨には賛

同しながらも、町議会としては状況を見守るべきだと判断し

た。

同病院は二〇〇六年十二月末に内科医二人が退職し、常勤医

師は四人に落ち込んだ。しかし一月に婦人科一人、二月に内科

医一人を確保したのに続き、六月一日付けで内科医をさらに一

人増やし、現在は常勤七人体制。

------------------------------------------------
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先の五所川原市議会も「請願」を病院組合議会の問題として

「継続審議」とすることになっていた。このたびの中泊町議会

も同様で病院組合議会に預けた形となった。ただし、金木病院

の一定の成果を勘案したことはあらたな要素である。救急復活

を見守る中泊町の熱い目線が感じられる。

両議会から問題をあずけられた「病院議会」の役割は限りな

く重い。救急復活にはどんなシステムが必要なのか、そのため

にはドクターがあと何名必要なのか、そのドクターの専門科は

何なのか。どうやって招聘するのか。看護師一人が十五人の患

者を看るという深刻な看護師不足の問題もある。これらを真剣

に議論することが強く求められている。

【公立金木病院組合議会議員】

白川　孝憲（中泊）

長利　　司（中泊）

青山　雅晴（中泊）

沖崎　　勲（中泊）

古川　幸治（五所川原）

松野　武司（五所川原）

秋元　洋子（五所川原）

桑田　　茂（五所川原）

これに管理者である五所川原市長、病院代表者などによって

病院議会が構成されている。注目し続けたい。
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2007・06・10（日）

平成１２年度体制

公立金木病院営業収支状況調（市町村立病院経営便覧）によ

ると、平成１２年度の金木病院の収支は１０７，６８７，６９

２円の黒字である。

内科医４　小児科医１　外科医５　整形外科医１　産婦人科

医１

の１２名体制だった。

この医師数が充分なものであったかどうかはさておき、医師

数に営業収支が比例することの証左である。

医師の集約化は、地方の病院を赤字に転落させるだけだ。地

域の患者を見捨て、地方自治体に多額の赤字を負わせるだけ

だ。

医療のグランドデザインは、医療本来がめざすものを無視し

てはいけない。

コメント

Unknown

この時の各科の収入の割合を調べてみてください。

内科医が辞めたくなるのがわかると思います。内科の医業収入
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は全体の約半分、外科の2倍くらいだと思います。

市役所の金木支所あたりに公文書公開の手続きをすれば入手で

きると思いますよ。

数年分入手して分析してみるといろんなことが見えてきます。
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2007・06・11（月）

県内病院の未集金

『東奥日報』

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

20070610085536.asp

青森県内の診療費未払い（累積額）が地元紙に報道されてい

る。それによれば

県立中央病院　　　２１０、０００、０００円　

むつ総合病院　　　１７８、０００、０００円

弘大病院　　　　　　１６０、０００、０００円　

八戸市民病院　　　１１４、０００、０００円

未集金の８７％が入院費で、産婦人科の出産時の滞納が目立

つという。

生活苦やモラルの問題などさまざまというが、青森県内の若

い人たちの経済的弱さが未払いの主たる原因であることは想像

に難くない。つまり「格差社会」がつくりだした未収金であ

る。

未集金回収に努めるのもいいが、入院費が払える社会を実現

することが先ではないだろうか。
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コメント

僻地医

モラルの問題です

産科に関してですが100％モラルの問題です。

払わない人々の生活をみてごらんなさい。

携帯電話を持ち、ファミレスで食事。当たり前のことをしてこ

なかった、教えてこなかった県民全体の問題です。

TM

お産

出産した場合，出産育児一時金として35万円が支給されます

よね．お金をもらっているのですからお産の入院費はきちんと

払うのが普通の感覚だと思いますが．

風林火山

事務職の怠慢

この報道をうけて自治体病院、大学病院の事務職員はおおいに

反省しなくてはいけません。現場がどれだけ大変な思いをして

日々、頑張っているのか。頑張っても事務がアホで取りっぱぐ

れているのなら、現場の士気も低下します。未収金のないよう

にきっちり回収するのも事務の仕事です。また、払わない人も

悪い！い物を購入してお金を払わないのなら、泥棒です。医療

は、ある意味医療サービスを購入するのですから、当然お金を

支払うべきです。格差社会とはいっても、コンビニやスーパー

にいったら、誰でもお金はらうでしょ。格差社会を持ち出すの

は、見当違いです。払わない人、きちんと仕事をしない事務、

どちらも問題なのです。
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2007・06・12（火）

市議会一般質問

十一日五所川原市議会で一般質問がおこなわれ、井上、花田

両議員が医療問題を質した。

・金木病院の救急指定取り下げによる影響

「救急車の搬入状況は今年一－四月は五百十件、昨年同期は

四百九十二件。全体では大きく増えていないが、消防署別では

金木や中里の搬入が増えており、撤回が長期になれば、医師の

負担が増えると思われる。」（平山・西北中央病院事務局長）

「西北中央病院への救急搬送は大幅には増えておらず、影響

は比較的少ないと考える。今後とも救急指定の早期再開に向け

て医師確保に全力を挙げる。」（平山・五所川原市長）

・西北中央病院と金木病院の連携

「以前から医師同士で応援、協力関係にあるが、今後、連携

パスなどを通じてさらなる連携に努めたい。」（平山・西北中

央病院事務局長）

・中核病院のPFI（プライベート・ファイナンス・イニシ

アチブ）導入

　　 http://www.exbuzzwords.com/static/keyword_

2838.html
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「PFIについては、自治体病院機能再編成推進委員会などで

検討したが、西北五圏域では再編成が急がれ、関連調査や事業

者選定に相当期間を要するため、導入しない。」（平山・西北

中央病院事務局長）

同日、隣接する「つがる市議会」も一般質問をおこなった。

・中核病院問題

「二〇一一年開業を目指していたが、財政事情などから、基

本設計業者選択作業の白紙撤回を決め、機能分担などを今年度

に固める。このため開業時期はずれ込むことが予想される。重

症ではないが、入院が必要な人の施設は自治体病院を除くと五

所川原市内には百二十三床と少なく、これらの患者用に五十床

前後必要で、成人病センターの機能存続を強く訴えていく。」

（福島・つがる市長）

以上、参考

『東奥日報』

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

『陸奥新報』

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

-----------------------------------------------
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金木病院の早期救急復活と医師招聘は市の基本方針であると

承知した。

ところで西北中央病院の救急受け入れ数。

四ヶ月で５００件ということは一年では掛ける３で１５００

件。昨年の両病院の救急受入数に比較すると確かに減少してい

る。しかし、たらい回しとまでは言わないが無論西北病院が受

け入れできず他の病院に搬送されている救急患者をこれに加算

しなければならない。圏域の救急受け入れ第一施設である西北

中央病院の役割は想像以上に重く厳しいといわざるを得ない。

リスクは分散することによって回避できるものだ。地域の救

急体制が信頼されるものになるためには金木病院の救急復活は

必須である。今後の取り組みに注目したい。
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2007・06・13（水）

田子・初年度赤字５０００万円

県きもいりで三戸中央病院と医療連携し診療所となった田子

病院が、初年度赤字５０００万円となったことが報道されてい

る。

『東奥日報』

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

医師補充を求めたが県に派遣を断られ、やむなく診療所化し

た結果がこれだ。

調印式で関係者たちが握手していた集合写真を思い出す。い

かにも集約によって難局を乗り切れるような「希望」に溢れる

表情をしていた関係者を思い出す。

なんのことはない。体よく切り捨てられたのだ。当初から指

摘されていたことだ。

医療の市場原理システム化＝地方の医師不足＝医療の集約化

＝地域医療の赤字増加＝自治体財政悪化＝？？？？

次に来るのは閉院による地域医療崩壊であることは間違いな

い。あすは我が身かと思うとゾッとする。

【参考】
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http://202.216.105.26/news_too/nto2007/

20070402091714.asp
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2007・06・14（木）

田子診療所のこと

当ブログ閲覧者から実名でご意見をいただきました。以下紹

介いたします。

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

いつも金木病院に関するコメントを興味深く拝見しておりま

したが、今回6月13日付けのブログに田子診療所に関するコ

メントがありました。見解がかなり事実と異なっておりますの

で意見を述べさせて下さい。

田子診療所の5000万円の赤字は以前からシュミレーション

されていた結果です。老健と合わせて１億円の赤字になる予定

です。最終的にその赤字があっても診療所化に踏み切ったとい

うのが実情です。

今回三戸と連携したのは赤字を防ぐためではありません。医

師不足が最大の原因で

す。特に三戸の医師不足が深刻さを増してきていましたの

で、お互い連携してこの地域の医療を守ることが必要だったの

です。田子の医療だけを守る方策ではありません。

赤字が発生したから今回の診療所化（＝連携）が失敗したと

いう捉え方は大きな間違いです。三戸地域の医療を守れている

のかきちんと評価すべきです。

医師不足は金木だけの問題ではありません。自治体病院の職
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場環境が劇的に変わらない限り当面続くことは確実です。少な

い医師を効率的に活用するためには広域的に解決する以外方法

は無いものと思います。

少なくともマクロの解決方法をミクロで評価される筋合いの

ものではありません。

新聞記事の上っ面で評価されるのは大きな迷惑ですので、訂

正して頂けるようお願いいたします。（一部略）

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

メールありがとうございます。田子病院の診療所化がはたし

て地域医療の崩壊を防ぐことになったのか・・という問題に疑

義を呈したスレッドでした。また田子問題は青森県で進められ

ている６つの医療圏における医療集約化がはたして最善の方策

なのかという試金石でもあろうかと存じます。

問題は「マクロの解決方法をミクロで評価される筋合いのも

のではない」ということにあると理解いたしました。三戸地域

の医療がこのたびの医療集約（マクロ）によって、具体的にど

のように各地域（ミクロ）が改善されたかを教えてください。

住民（患者）はミクロで暮らしています。医療という社会的財

産をマクロでとらえるのか、ミクロでとらえるのか。これは実

に大きな問題だと思います。
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2007・06・15（金）

消えゆく救急病院

ブログ「産科医療のこれから」さんから引用しました。

http://blog.m3.com/OB_Gyne/20070610/1

＜救急告示病院の減少！＞

知事から認定・告示を受けている救急告示病院は、2002年

に全国で4343病院だったが、05年には4166病院に。

 

【北海道】

・私立根室病院

常勤医が０６年度の11人から7人に減った。小児科以外の

夜間救急外来を休止。4月中旬から5月初めにかけて、姉妹都

市の富山県黒部市・黒部市民病院から外科医の応援派遣を受け

た。

【青森県】

・公立金木病院

04年4月に10人いた常勤医が6人になり、今年から救急指

定を取り下げた。

【岩手県】
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岩手県遠野市は07年度から、希望があれば県立遠野病院の

常勤石原に乗用馬を無償貸与することに。が、今のところ希望

者はいないという。

【千葉県】

・東金病院

04年春に10人いた内科医が06年には3人に減ったが、専

門医の資格を取得できる研修システムの整備などが奏功し、今

年は6人に。

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

救急指定取り下げの例が東・北日本に偏っている。医療の

「西高東低」だ。

数ヶ月前、京都の某民間病院理事長にお会いした。そこでも

医師招聘は大きな問題ではあったが、青森などに比べれば別世

界の話で、例えば金木病院規模の病院であれば２５人の医師が

勤務していた。

この国はなにかにつけて「西高東低」が指摘できる。

何故なのだろう？

「東北連敗説」というものがある。蝦夷の時代から明治維新

までのこの国の大きな節目で東北は常に敗者だったという。
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いま医療問題に取り組んで、この国が孕むなにか暗いものを

思わずにいられない。

コメント

デスマーチ

議論の整理

金木病院が救急告示病院を返上したという事実関係から議論の

整理をしてみたいと思います。

・金木病院の医療圏の住民は、告示返上後も、自由に救急車を

よぶことができる。

・救急車は時間外には金木病院には行かないが、必ず西北病院

などの救急告示病院に搬送される。

・時間外に救急車以外の方法で、金木病院を受診した患者はこ

れまでどおり救急外来で診察をうけることができる。

つまり、「救急車をよぶと、金木病院には患者が希望してもい

けないけど、他の病院で治療は確実にうけれる」というのが変

更点だど思います。

そこで、多くの医師はこう考えます。トラウマバイパスの概念

もあるとおり、治療ができない金木病院に救急車を受け入れて

も時間のロスであるので、西北病院に搬送することは、医療の
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質という点からみれば、医師不足の現状では、ベストの選択で

ある。たとえ、金木病院の常勤が10人になったとしても、患

者の命を救うという観点からは、これしか方法はない。

しかし、住民の皆さんは違う考え方をします。地元の病院で治

療が受けれないのはおかしい。なんで、遠くの病院まで、行か

なければならないんだ。

このブログで、医師と意見がかみ合わないのはこのためと思わ

れます。

これが進むとどうなるでしょうか。

医師が反論します。今の体制では、あなたがたの命を救うこと

ができないのです。

住民がまたいいます。それはちがいます。命が救えないのは医

療従事者が医療ミスをするからです。

そして、医師はいなくなりました。

産婦人科、小児科で起こっていることです。

結局、住民の皆さんが要求していることは、近くの病院で都市

部と同じ医療レベルをうけたいということです。でも、金はか

けたくない。
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仏教が葬式仏教になってしまった今、人はいつか死ぬという当

たり前のことが忘れされれてしまったように思います。

東北連敗説について、個人的な感想ですが、東北地方は地勢的

に情報伝達が他の地域より遅く、さらに、これまでの価値観を

重視するので、新しい時代の流れについていけなかった結果だ

と思います。しかし、現代ではインターネットという武器があ

るので、この弱点も克服されるので、このブログのように既成

のマスコミ発表にだまされず、地域医療の再生のために頑張っ

てください。

 



金木病院救急再開物語（下）

282

2007・06・17（日）

あす本葬

私事だが、私の父は昨年十月に亡くなった。肉体がほろび精

神となった。８５歳だった。

大正生まれの父は広告の紙を葉書半分くらいに切って裏にメ

モやら俳句を書いていた。死後遺品からそんな俳句が見つかっ

た。

「秋うらら　この世あの世と　杖一本」

辞世の句である。

紙のたばに「春うらら　この世あの世と　杖一本」というの

もあった。春から死期を感じていたのだろうと思うと心が痛

む。

死に場所となった病院で「この国の医療は老人に優しくな

い」とこぼしていたのを思い出す。

わたしが金木病院にやたら拘るのは、父の死が背景にある。

辞世の句のように超然としてこの世を去ることができたのだろ

うかという疑問がシコリになっている。

あす本葬。久しぶりに父と話をしてみたい。
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2007・06・19（火）

請願が審査へ

三月定例会で継続審査となっていた、住民団体提出の「金木

病院の救急体制復活に関する請願書」は、①対策のさらなる検

討が必要②公立金木病院組合議会が同趣旨の請願を近く審査す

る―などを理由に、引き続き継続審査とすることを決めた。

『東奥日報』　http://www.toonippo.co.jp/

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

問題は病院組合議会に託された。その責務は限りなく重い。

五所川原市、中泊町の各４名合計８名の議員の責務は限りな

く重い。

議員は金木病院の救急復活のために何が必要かを自ら調査し

積極的に取り組むことは無論だが、さらには持続可能なシステ

ムも検討しなくてはならない。つまり「金木病院グランドデザ

イン」が求められるだろう。

地域住民四万人が見守っている。可能であれば議会でどのよ

うな審議がなされたのかを住民に情報公開してもらいたい。決

して住民不在の議会とならないよう配慮していただき、住民と

ともに問題に取り組む姿勢が欲しい。
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コメント

Unknown

緊急臨時的医師派遣システム

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/06/h0619-1.html

厚生省から緊急臨時的医師派遣システムについて発表がありま

した。

※　なお、本システムに係る派遣医師の募集・登録・派遣調整

事務については、平成１９年７月以降、委託事業者を選定し、

委託する予定にしています。

ということなので、どこかの医師派遣会社に丸投げするみたい

ですよ。

やっぱり国の医師確保対策は期待できないと思いませんか？

管理者

これじゃ、コムスンといっしょ・・・。
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2007・06・20（水）

県民から意見ゼロ

県の産科医療ビジョン　県民から意見ゼロ　きょう締め切り

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

nto2007/20070620091754.asp

県は、産婦人科の今後の在り方を定めた「産科医療体制の将

来ビジョン案（安心・安全な出産のために）」に対する県民の

意見を募集しているが、締め切り前日の十九日現在、寄せられ

た意見はゼロと寂しい状況となった。

ビジョン案は、県内産科医らで構成する「産科医療提供体制

のあり方に関する検討会」が策定。①産科医の勤務環境改善　

②妊婦宿泊施設の検討　③妊婦検診の負担軽減―などを提言。

このビジョン案に対する県民の意見を、五月末から県のホー

ムページやマスコミを通して募集しているが、今のところ寄せ

られた意見はゼロ。県医療薬務課は「産科医療に対しては県民

の関心も高いはず。反応がないのは寂しい」「案が受け入れら

れたということだろうか」と困惑の表情。

ビジョンに対する問い合わせは県健康福祉部医療薬務課（電

話017・734・9287、ファクス017・734・8089）へ。

電子メールは、iryo@pref.aomori.lg.jp
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------------------------------------------------------

県民が無反応な理由を県はわからないようだ。つまり、県民

の意識と県政が乖離している。答えはカンタンだ。

医療施策の貧困による医師不足で不便を強い、県民が声をあ

げれば「ない袖は振れない」と来る。なんのことはない、民意

を押しつぶし声をあげられない状況を懸命につくりあげてきた

のは県当局ではないのか。それが殊勝にも「ご意見をくださ

い」などといまさら言われてもだれも見向きもしないのはい

たって当然で、ある意味、この「無反応」は県の思惑どうりに

民意をコントロールすることに成功した結果なのである。

県民は医師不足に喘ぎ、悲鳴をあげてきた。しかし常に無視

されて県民は絶望の底にあることを県ははっきり認識すべき

だ。「棄権」によって意思表示をしているのである。この「声

無き声」を聞き取れないようでは県政をあずかる資格がない。

話は変わるが、「裁判員制度」が社会をにぎわしている。

市民からの批判が多い。仕事の都合もあるだろうが、市民が

裁判に参加する「意義」が不透明であることが根底にあるので

はないだろうか。

裁判員が有罪・無罪を判断するもとになるのは「証拠」であ

る。それがデッチアゲ証拠だったら市民は誤判を避けることが

できない。「取調べの可視化」をかたくなに拒否しデッチアゲ
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「自白調書」によって被疑者を強引に有罪にもっていくこの国

の司法（有罪率はなんと９９．９％）に公正はない。その結

果、近くは鹿児島の志布志冤罪事件、富山冤罪事件を引き起こ

し、45年前の冤罪狭山事件すらいまだ再審の目途がたってい

ない。

裁判員制度はどうも市民を利用して判決の「正当性」を高め

るだけのパフォーマンスにすぎないのではないかと思われる。

こんなお先棒をかつがされるのでは市民はたまったものではな

い。

このたびの意見募集も同じ脈絡上にあるような気がしてなら

ない。県民を苦しめるだけ苦しめておいて、いまさら「意見」

といわれても反応がないのはもっともであると同時に、県民は

自分の声を利用されるのも絶対お断りなのである

コメント

Unknown

それは違うと思いますよ

管理人さんのお気持ちも良く分かりますが、でも県民からの声

がないことを県に無言の抵抗ととらえよ、と言っても、これも

始まらないと思います。

むしろ県民の生の声による後押しがないと、県は従来以上の予

算措置は行い難いのだと思います。予算さえあれば産科医が増

えて、どこでもお産ができるようになるほど状況は当然甘くは

ないですが、先立つ予算も無いままに現状が少しでも良くなる
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とでもお考えでしたら、それは更に大甘です。

新聞に載るくらいですから、1日遅れだからと言って意見書を

もみ消すようなことはしないと思いますので、今からでも管理

人さんの熱い思いをぶつけられてみてはいかがでしょうか？

管理者

当ブログは多くのドクターが見ているそうです。

医師の立場から県薬務医療課へ意見を述べたらどうでしょう

か。県民に限定するほど問題は小さくないと考えます。

Unknown

最も重要なのは民意です

こう言われても、これまで県に何度も裏切られ続けた方達には

届かないかも知れませんが、それでも民意は重要です。

医師サイドからの声など些細なものです。その声が届かないか

らこそ、医師は何も言わずにその場から立ち去る訳です。

それにこのビジョン原案作成段階で既に専門家の意見は盛り込

まれている訳ですから、形の上で足りないのはやはり民意だと

言うことになります。

ここまで頑張られてきた管理人さんが、ここにきて公に意見を

求められた途端、突然、厭世的になるのが理解できません。

管理者

このエントリーは「意見ゼロ」という（たった一件もないとい

う）異常な事態を分析したものです。

決して「厭世的」になっているのではありません。ご心配をお

かけしました。



金木病院救急再開物語（下）

289

2007・06・22（金）

県議会一般質問

昨日から一般質問がはじまった。

本日２２日は、三上隆雄議員（社民・農県民連合）が医療問

題をとりあげる。質問内容は

４．医療の充実について

　　　(1)医師確保対策について

　　　(2)看護師確保対策について

　　　(3)救急医療について

まさに青森県が直面している重要課題である。県の姿勢を確

認したい。

県議会の模様はインターネット中継で見ることができる（午

前１０時３０分から）。

http://live1.aomori-gikai.com/webtv/live/index.php

昨日、金木病院の前を通った。３名のドクターが来てくれた

ためか、駐車場に車が多く活気が戻りつつあるような気がし

た。
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2007・06・24（日）

6.24朝日新聞「社説」

医師確保　　医学部の定員を増やせ

http://www.asahi.com/paper/editorial20070624.

html

医学部の定員という蛇口を閉めたままで、あれこれやりくり

しても、焼け石に水ではないか。

与党が参議院選向けに打ち出した医師確保策を見て、そう思

わざるをえない。

医師は毎年４千人程度増えており、必要な数はまかなえる。

問題は小児科や産婦人科などの医師不足のほか、地域による医

師の偏在だ。こうした偏りを正せばいい。これが厚生労働省の

方針だ。

その方針をもとに、与党は選挙公約でこれまでの偏在対策に

加えて、新たに次のような項目を追加した。

政府が医師をプールする仕組みをつくり、医師不足の地域へ

緊急派遣する。大学を卒業した医師が研修で都市の人気病院に

集中しないように定員を改め、地方の病院にも回るようにす

る。
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確かに、偏在の是正にはすぐに手をつけなければいけない。

しかし、医師不足は全国の病院に広がっている。都市でもお

産のため入院できない地区が増えている。深刻な実態が進んで

いるのに、偏在対策だけでは安心できると言えないだろう。

いま求められているのは、時間はかかるが、医学部の定員を

増やし、抜本的に医師不足の解消を図ることだ。

政府は１９８２年と９７年の２回、医学部の定員を減らす方

針を閣議決定した。これに基づき、ピーク時には約８３００人

だった定員が約８％削られた。特に国立大学が大きく減らされ

た。

医師が多くなれば、診療の機会が増え、医療費がふくらむ。

だから、医療費の伸びを抑えるには、医師を増やさない方がい

い。そんな考えからだ。（下線：管理者）

いまの危機的な医師不足はその結果といってよい。

経済協力機構（OECD）の調べでは、人口千人当たりの医

師数が日本は２人で、先進国の平均の２．９人を大きく下回

る。しかも、このままでは韓国やメキシコ、トルコにも追い抜

かれる可能性があるという。

政府・与党はこうした状況を招いた責任をどう考えているの

か。
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もうひとつ考えなければならないのは、最近の医療はかつて

よりも医師の数を必要としていることだ。技術の高度化に伴っ

て、チーム医療が大勢となった。患者に丁寧に説明することが

求められ、患者１人当たりの診療時間が増えている。医師の３

割は女性が占め、子育てで休業することも多い。

おまけに高齢化はますます進み、医師にかかるお年寄りは増

える。

医師の偏在さえ正せばいい、という厚労相の楽観的な見通し

は、医療の新しい傾向を踏まえたものとは思えない。

医療のムダは今後ともなくしていかねばならない。しかし、

医療費の抑制のため発想された古い閣議決定にいつまでもこだ

わるべきではない。そんなことをしていたら、日本の医療は取

り返しのつかないことになる。

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

「医師不足は国策のミス」。医療に配分する国家予算を減ら

したことにその最大の原因がある。

因みにこの国の防衛費（戦争費）は年間５兆円。世界ベスト

３に入る。この国がいつどの国と戦争するというのだろうか。

これだけの国民の税金を、たとえ一部でも医療費に回したら医

療問題の多くは解決するはずだ。
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医師不足問題は夙に政治的問題である。

七月に迫った参議院選挙で市民の意思を示したい。

コメント

北東北公立勤務医

空気だけは読めてきたようだ

　診療報酬削減に脊髄反射的に賛成していたメディアが「どの

面下げて･ ･ ･ 」という感があるが、未来のために有意義な提

言をするなら目をつぶろう。「医療費亡国論」の是非も改めて

俎上に載せてもらいたい。

　医師数さえ増やせば自動的に医療が復活すると思っているの

ならまだ認識が甘い。適切な医療体制を築くには医師数の増加

が必要なのであって、医師数だけを増やしてももはや崩れ落ち

た「白い巨塔」は蘇らない。官僚が医局制度と同様に医師の動

向をコントロールできると思っているのなら笑止の至りだ。

　防衛費の多寡が適切かどうかは私にはわからないが、今や戦

争の相手は一国の軍隊だけではありません。次に津軽に流れ着

く「難民」が丸腰とは限りませんよ。

管理者

無根拠の不安を煽って防衛費（戦争費）を吊り上げるのはいた

だけませんね。

内科医12年目

同じ言葉を返せばこうなる。

無根拠の不安を煽って金木の希望医師数を吊り上げるのはいた

だけませんね。
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金木が救急停止して以後、実際に救急不足が原因の死者が出た

のかどうか、データがあればご教授いただきたい。

管理者

実際死者が出れば、それは犯罪です。地域に与えている動揺・

不安がどれほど大きいかなどあなたには無関係だし理解もでき

ないことでしょう。ドクターがみなあなたのようでないことを

願うばかりです。揚げ足取りはおやめなさい。品格が疑われま

すよ。

某外科医

　実際、武装難民による死者が出たら、「防衛省は何をやって

いるんだ！」ときっと市民の皆さんに糾弾されるんだろうな…

と想像しますが。

　四面海以て囲まれし我が国においては、シーレーン防衛の観

点からも、防衛費は必要でしょう。近隣アジア諸国のような徴

兵制度も

無い上に、米国と違って大学に入りたいからという理由で軍隊

に入

る若者も居ないのだから、どうしても人件費もかかりますしね

...。

内科医12年目

道東も僻地だけど、犯罪者扱いはされなかったよ

＞実際死者が出れば、それは犯罪です

＞あなたには無関係だし理解もできないことでしょう

私の発信元を見れば、私がどこに勤務しているか管理人氏には

わかるかと思います。比較するのも変な話ですが、金木よりも

僻地に私は今、勤務しています。義理のある別の病院から「医
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者が減ったので来て助けて欲しい」と頼まれ、現在の僻地病院

から別の地方都市病院へ来月移ります。

今の所、私の後任はいないので、私がここを去ることで半径

50km以内に常勤医は当院の院長１人となり、この地域はかな

り困った事になるでしょう。現在、すでに看護婦不足も合わ

さって救急体制は崩壊し、時間外外来もできなくなっていま

す。

辞めた看護婦たち、そして来月辞める私。犯罪者になるので

しょうかね。

僻地病院に勤めたが最後、辞めたら犯罪者になる可能性がある

なんて、そんなこと言ってたら誰もお医者さんは来たがらない

と思います。医師にも家族や年老いた両親がいますので。

少なくとも私は、事務や院長から慰留はされましたが、「辞め

た後に発生した救急患者や入院患者が死んだらお前のせいだ、

お前は犯罪者だ」とは言われていません。

今回の管理人さんの反応によって、青森県のお医者さん（勤務

医）が少なくなる理由が少しわかったような気がしました。管

理人さん、ありがとうございます。

大学の医師

　我が大学も医師に払う給料があまっております。

大学病院ですら人員不足です。　まー大学は雑務多いですか

ら。人不足は医療に関しては、残念ながら舌帯問題あります。

金木地区は医療に対して問題を提示しているようなので、医療

中心の都市計画を立案してください。

管理者

＞内科医12年目さま

あなたが「犯罪者」とはひとことも言っておりません。この国
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の誤った医療施策による社会的「犯罪」であると指摘していま

す。

ドクターがお疲れのことは重々承知していますが、あまりナー

バスにならないほうがよろしいのでは。

管理者

＞大学の医師さま

金木病院は滅びつつある全国の中小病院の典型であると捉えて

います。金木病院を救うことが全国の地域住民を守るひとつの

答えになるのではないかと認識しています。

そういうわけで「金木病院グランドデザイン」なるものを策定

すべきであると主張しています。

医療中心の町計画・・高齢社会、高度・複雑化する医療、地域

経済などを睨みながら「医療の町」を是非とも実現したいもの

です。いまこの国に求められているものは弱者・病者・老人に

優しい社会の実現ではないでしょうか。一市民として粘り強く

頑張りたいと思います。

アンディ

>実際死者が出れば、それは犯罪です。

国土国民を守る防衛費をケチった挙句住民が「難民」に殺され

る、ということも犯罪だとは思います。

>いまこの国に求められているものは弱者・病者・老人に優し

い社会の実現ではないでしょうか。
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弱者・病人・老人に優しい社会というより、現在は

『弱者（笑）』『病人（笑）』『老人（笑）』に甘い社会のよ

うな気が。

>金木病院は滅びつつある全国の中小病院の典型であると捉え

ています。金木病院を救うことが全国の地域住民を守るひとつ

の答えになるのではないかと認識しています。

『地理的僻地』という重荷を背負った、という意味であればあ

る程度（かなりのところまで）は医師の待遇改善で解決できる

ということは北海道をはじめとしてこれまでにも既に証明され

ていますからいまさら注目するような点はないですね。

さて、管理人様は「答え」に辿り着けるのでしょうか？

もっとも、これまでにも散々「回答例」は提示されているにも

かかわらずそれに満足されていないご様子からすると…

管理人様の求める「答え」は存在するのでしょうか？
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2007・06・30（土）

阪南市の苦渋

先日大阪に所要ででかけた。

夕刊トップに阪南市の市立病院が来月内科を閉鎖するという

記事が大きく載っていた。

この病院は１８５床というから金木病院とほぼ同規模であ

る。今月末で５人の常勤医が全員退職することにより非常勤医

師４人もドミノ式に辞めることになったからだ。

内科閉鎖によって７億円以上の減収となるほか、約６０人に

退職金を支払わなければならずその総額も７億円という。両者

合計１５億円もの財政難をひきおこすことになり、市は「第２

の夕張」を懸念しているという。

市長自身が自ら民間病院などに医師派遣を求めているという

が目途はたっていないようだ。「医師確保に努めるとともに職

員一丸となって行政改革を進め、何としても再建団体への転落

を避けたい」と市長は語っている。

病院は地域の医療を守っているだけでなく地域経済をもま

もっている。阪南市の内科閉鎖は医療崩壊がふるさとを崩壊さ

せる切実な問題を提起した。
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2007・07・02（月）

医療の地域格差

医療の地域格差「拡大している」が８７％…読売世論調査

『読売新聞』

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/

20070701it12.htm?from=top

読売新聞社が６月１６、１７日の両日に実施した「地域医

療」に関する全国世論調査（面接方式）で、都市部に医師が集

中し、町村部とでは偏りがあるなど医療の格差が広がっている

と思うかどうかを聞いたところ、「どちらかといえば」を合わ

せ「そう思う」人が８７％に上った。「そうは思わない」は計

１０％だった。

医療の面でも「地域格差」を感じている人が多いことがわ

かった。

住んでいる地域で「医師不足」を感じたことがあるかどうか

では、３１％が「ある」と答えた。「ない」は６７％に上った

が、３人に１人近くが医師不足を実感していた。「ある」を都

市規模別に見ると、「町村」が４１％で最も多かった。

医師不足の原因と思われることを挙げてもらったところ（複

数回答）、「便利な都市部に住みたいと思う医師が多い」が４
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０％でもっとも多く、「仕事が忙しすぎる」（３９％）、「医

師を確保するための国や自治体の対策が不十分」（３８％）

「訴訟を起こされるリスクを恐れる医師が多い」（２５％）な

どが続いた。

実際に医師不足を感じたことがある診療科（同）は、「産婦

人科」が４３％で１位で、「小児科」が３７％で２位だった。

（2007年7月1日19時44分  読売新聞）

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

「１．すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営

む権利を有する。

２．国はすべての生活部面について、社会福祉、社会保障及

び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」（憲法

第25条）

医療格差は憲法に反するものだ。格差是正は国の責務であ

る。８７％が格差拡大を感じているこの国は異常だ。

主権は国民にあることを忘れてしまったのだろうか。国民の

声が反映されない国は歴史的に否定された専制国家である。

医師不足では「ない袖はふれない」という言い訳がまかり

通っている。これは問題を解決しようとしないで現実を容認す

る逃げの理屈だ。長崎の原爆投下を「しょうがなかった」と平
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然と言い切る無能な政治家と同じレベルにある。

短期・長期の両面で医療格差の是正にこの国は積極的に取り

組まなければならない。

 



金木病院救急再開物語（下）

302

2007・07・04（水）

東奥日報「つなぎとめる命」

本県医療は今　第２部　救急現場　３

金木病院の”離脱”　地域の連帯に波紋　「復活を」住民は

切望

諸説流れている。今年一月から救急告示を取り下げた公立金

木病院（五所川原市）の影響について。

「それは百パーセント影響ありますよ」。五所川原地区消防

事務組合のある救急隊員は言った。

「津軽半島北部の患者さんを、金木病院から約十㌔離れた西

北中央病院（五所川原市）まで搬送しなければならない。一刻

を争う急病の場合、搬送距離が長くなったのは大きい」。そし

て続ける。「病院との連絡、搬送手続きに時間が取られるよう

になった」

金木病院が救急告示していた昨年まで、金木病院医師と救急

隊員は携帯電話のホットラインでつながっていた。搬送の受け

入れ準備など直接やりとりできた。

搬送まで時間ロス

しかし、西北中央病院には平日の日中、救急隊との携帯電話

によるホットラインはない。救急隊員はまず、病院代表に電話

し、各診療科の看護師らと、搬送が可能かどうか話し合う。同
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じことを二度も三度も説明しなくてはならないときもある。

「搬送のゴーサインが出るまで時間がかかるようになった」

（救急隊員）

西北病院の医師の負担は増えた、という指摘も聞かれる。西

北病院職員は「明らかに外来診療の終了時間は遅くなりまし

た。午前中、救急車が入って来ると、その分、外来診療に影響

が出ますから」と証言する。

六月下旬の昼前、西北病院の内科窓口で朝八時半から四時間

近く診察を待っていた男性（64）は「今年になってますます

待ち時間が長くなった。金木の影響もあるのかな」と読みつく

したスポーツ市紙を丸めた。

今年一月から五月末まで、西北中央病院への救急車搬送人数

は五百三十九人。前年度に比べ、プラス二十五人にとどまっ

た。五所川原市議会一般質問で平山誠敏市長は「金木病院の影

響は比較的少ない」と答弁した。県関係者も「あまり困ってい

ないようだ」とみる。

一方で、西北病院から救急車受入れを断られ、やむを得ず金

木病院に入ったという話も複数から聞こえてくる。しかし、相

澤中・西北中央病院院長は「確認していない」と否定する。

「重大な結果につながったケースはない」と言われるが、住

民の間では「たらい回しによって、あの人が死亡したのでは」

と、通夜の席などで事実に基づかない憶測やうわさも飛び交っ

ている。

情報の発信乏しく

不安と動揺、うわさが広がる中で、住民や関係機関は口をそ
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ろえる。「金木の救急再会は必要」だと。果たして可能性はあ

るのか。

現在、金木病院の医師は七人体制となった。熱意ある医師が

他病院から集まっている。院内にはスタッフの笑い声が響くよ

うになった。救急復活は近いともされる。

ただ、病院自体からの情報発信は乏しい。院内職員から「医

師補充の情報は、院外から聞くことが多い」、地域住民からも

「何が何だか分からない状態だ」とそれぞれ不満の声が上がる。

署名運動を行ってきた救急体制を維持する会事務局の一戸彰

晃さんは言う。「金木病院は、住民の声を受けて、倒れる前に

生き残った。署名活動は無駄ではなかった。われわれ住民は、

医師を大切にしていかなければならない」。そして病院に切望

する。「住民に情報を提供してほしい。病院のグランドデザイ

ンを提示すべきだ。行政、病院、住民は医療現場での”戦友”

なのだから」

『東奥日報』　（２００７．７．４）

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

コメント

アンディ

>金木病院が救急告示していた昨年まで、金木病院医師と救急

隊員は携帯電話のホットラインでつながっていた。搬送の受け

入れ準備など直接やりとりできた。

>しかし、西北中央病院には平日の日中、救急隊との携帯電話
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によるホットラインはない。

院内PHSじゃなくて救急隊から医師の携帯に直接かかってく

るとか…

それで24h365d拘束されてたりしたらそりゃ辞めたくもなり

ますわな。

このような制度に戻してはなりませぬ。

>明らかに外来診療の終了時間は遅くなりました。午前中、救

急車が入って来ると、その分、外来診療に影響が出ますから」

ということが起きないようにするためにこそ中核病院へのス

タッフ集約が必要。

ドミノ倒しフラグ成立。

>「搬送のゴーサインが出るまで時間がかかるようになった」

今までが適当すぎたのか救急隊の怠慢（救急搬送時の対応の手

順ぐらい話を詰めなきゃ）。

>朝八時半から四時間近く診察を待っていた男性（64）

予約は何時よ。

予約せず救急でもなく病院受診しておいて待ち時間が長いもな
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いでしょうに。

そんなに待つのが嫌なら診療所受診すればいいわけで。

>今年一月から五月末まで、西北中央病院への救急車搬送人数

は五百三十九人。前年度に比べ、プラス二十五人にとどまっ

た。

>平山誠敏市長は「金木病院の影響は比較的少ない」と答弁し

た。

不正解。

「金木病院での救急受診がいかに無駄なコンビニ受診が多かっ

たかということのあらわれだ。（医療資源を守るためにも）住

民にはもっと節度を持って医療機関を利用してもらいたい」

後段については省略しますが、ストーリーを決めた上で都合の

よさそうな繋ぎ方をしたというのが見て取れますね。

県内医師

腹立たしい

「金木病院の影響は比較的小さい」

「あまり困っていないようだ」

何を根拠にこんな事を言っているのだか。

確かに「困った」と言うスタッフは誰もいないでしょう。誰に

言ってもこの状況が改善されないことを皆知っているからで

す。

誰かに訴えて状況が変わるなら、今まで何度も変わるチャンス
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はありましたから。

アンディ

>影響は比較的小さい

それまで金木病院を受診していた救急患者の件数がそのまま増

加すると予想していたのなら影響は文字通り「比較的小さい」

わけで。

「わざわざ少し遠い病院にいく位なら病院なんて行かない程度

の症状」の患者が救急を利用していたために「少し遠くなった

けれども受診する必要がある程度」の患者がワリ食ってるんで

すよね。

地域住民の自業自得ですよ。

その個人にとってはともかく。

5ヶ月で25人、年60人増の救急に対応するなら西北病院に1

名常勤を異動させる方が西北病院医師の当直ローテの負荷軽減

にもなり地域医療の維持のためには適切かと。

年間救急外来利用者数-60人の利用者は西北病院まで行った患

者に謝罪すべき。

「あまり困っていない」

訳でないというなら数字で根拠を示してください。
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大人らしく、

署名数を見せびらかして「こんなに困っている人がいるんだ

ぞ」なんてことはなしでお願いしますね。

あくまでも行政に訴えるために用意した統計的に処理された数

字を見せてくださいね。
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2007・07・05（木）

８５％が勤務医不足（自治体病院）

県内の二十七自治体病院の医師数は五月一日現在、四百八十

一人で、各病院が施設運営上必要とする常勤医総数より百四十

五人不足し、充足率は過去五年で最低の７６．８％にとどまっ

ていることが、県国民健康保険団体連合会の調べて分かった。

（『東奥日報』）

『東奥日報』

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

20070705113604.asp

『陸奥新報』

http://www.mutusinpou.co.jp/news/07070501.html

県内自治体病院の医師充足状況

医療機関名・医療法上充足率（％）・施設運営上不足数

（人）・同充足率（％）の順

青森市民　　　１４２．７　　４　　９４．４

浪　　岡　　　　　８４．０　　１　　８７．５

弘　　前　　　　１１３．０　　４　　８６．７

八戸市民　　　２０９．４　　０　１００．０

黒　　石　　　　１１６．８　　９　　７４．３
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西北中央　　　　８１．７　１１　　７３．２

十和田中央　　１１７．０　２０　　６３．６

三　　沢　　　　１０２．１　１１　　６７．６

むつ総合　　　　９９．９　３８　　５７．８

川　　内　　　　１１２．１　　１　　６６．７

つがる成人病　　７０．９　　３　　６６．７

平内中央　　　　７７．０　　３　　６２．５

外ヶ浜中央　　１０７．３　　０　１００．０

鯵ヶ沢中央　　　７２．６　　２　　７７．８

藤　　崎　　　　１２７．８　　１　　７５．０

大　　鰐　　　　　９９．９　　３　　５７．１

板柳中央　　　　９２．３　　２　　６６．７

金　　木　　　　　８０．７　　６　　５０．０

鶴田中央　　　　７６．７　　４　　５５．６

野辺地　　　　　　８０．９　　３　　７８．６

七　　戸　　　　　７２．２　　４　　６９．２

おいらせ　　　　１０２．３　　３　　６２．５

六　　戸　　　　１０３．１　　０　１００．０

大　　間　　　　　７９．８　　２　　６６．７

三戸中央　　　　９７．６　　６　　６０．０

五戸総合　　　　７６．９　　４　　７１．４

名　　川　　　　　８８．２　　０　１００．０

計　　　　　　　　１１２．６　１４５　７６．８

※医療法上充足率：７０％を切ると診療報酬の減額対象とな

る
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------------------------------------------------

８５％もの県内自治体病院が医師不足に陥っている。それも

やむなく閉院や診療所化に追い込まれた病院を除く数だからそ

の深刻さは余りある。

他の報道（陸奥新報）によれば、自治体病院開設者協議会で

「財政赤字と慢性的な医師不足で、自治体病院の運営は一段と

厳しさを増している。中核病院が圏域単位で必要」（同会会長

・中野掔司鶴田町長）「機能再編成のスピードをさらに加速す

る必要がある。各自治体自らが取り組むべき重要事項と再認識

し、積極的に取り組んで欲しい」（難波吉雄県健康福祉部長）

という意見があったという。

医療を集約し病院を整理せよとの方針だが、それがはたして

住民の命と健康を守ることに繋がるのだろうか疑問である。そ

うでなければ安易に集約化はおこなうべきではない。

むつ総合病院は下北医療圏域の医療集約化によって生まれた

「中核病院」である。病院・患者両面のその厳しい現状を正し

く分析し、そこから学びとることも大切だ。

自治体病院の役割と規模を再検討することも必要だろう。県

の示したグランド・デザインも再検討することが必要だろう。

根っこにある医師不足問題をどう解決していくのかを県が示す

責任もあるだろう。ただ整理すればいいというものではない。
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ここまで医療崩壊をきたしてしまった行政関係者の責は重

い。

コメント

アンディ

戦力の逐次投入が最悪の戦術であるのと同様に、死に体の病院

を分散させることは最悪の選択です。

なぜなら各病院の戦力（医師）に休息が与えられず日々消耗し

ていく一方ですから。

病院が間引かれ、医療資源の供給量が結果として減少するとし

ても、すべての病院が疲弊し消滅するよりはよいのではないで

しょうか。
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2007・07・06（金）

陸奥新報「社説」

医師充足率「頭は痛いが無策は許されぬ」

http://www.mutusinpou.co.jp/news/07070609.html

県内２７の自治体病院に勤務する常勤医は５月現在４８１人

で、施設の運営上必要な数には１４５人足りない。充足率は過

去５年間で最低となる７６・８％にとどまっており、県内の深

刻な医師不足が改めて浮き彫りになった。

特に、救急告示を１月に取り下げた公立金木の５０％を筆頭

に鶴田中央５５・６％、大鰐５７・１％など１４の病院が常勤

医充足率７０％を割り込んだ。これに対し１００％を確保した

のは八戸市民、外ケ浜中央、六戸、名川のわずか４病院。

患者数や非常勤医を含めた医師数から算出した医療法上の充

足率では、つがる成人病が７０・９％で最低。２７病院とも診

療報酬の減額対象となる７０％のラインは超えているとはい

え、本来あるべき体制からは懸け離れている病院が大勢を占め

る。

また診療科別で１００％に達した科はなく、内科７６・６

％、婦人科を含む産科７１・４％、小児科が７３・８％など

で、放射線科は２７・３％、麻酔科は５０％と低い数値となっ

た。不足している医師数１４５人の内訳は、内科が最多で４１

人、次いで小児科１１人、外科と整形外科が各１０人など。

これらは県国民健康保険団体連合会の調べによるもので、併
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せてこの５年間の退職調べで計２２１人、年平均で約４４人が

減少していることも明らかになった。

このデータだけでも十分にショッキングな内容だが、医療現

場からは「数字以上に事態は深刻」と、現在の勤務実態に半ば

悲鳴とも取れる声が漏れ聞こえる。

ただでさえ、医療の高度化や専門化が進んだことによって、

日々の研鑚（けんさん）はもちろん研修医への指導、さらにイ

ンフォームドコンセント（十分な説明に基づく同意）に割く時

間が増え、それに伴う資料・文書作成などで医師の仕事量は増

大している。

医師不足は過酷な勤務に直結し、ひいては医療過誤といった

事態を招く危険性を高めることにもなる。近年は医療ミスをめ

ぐって訴訟に発展するケースも多く、医師の「なり手」不足の

大きな要因ともなっている。

各自治体とも厳しい財政状況の中、病院事業へ拠出できる予

算にも限りがあり、頭の痛い実情は十分に理解できる。しかし

全国平均を上回るペースで高齢化が進む本県にあって、高齢者

を中心とした医療サービスの確保は福祉政策上、避けて通れな

い。

併せて、自治体病院の中でも中核的な機能を期待される病院

は、弘大病院や国立病院機構弘前病院、県立中央病院に次いで

高度医療を担う医療機関としての使命も持っている。各医療圏

単位で中核病院を整備することが、喫緊の課題となる。

また、医師確保や弘大医学部出身の医学生の県内定着、マッ

チング率向上には、財政面を含めて県も支援策に本腰を入れ、

徐々にではあるが成果を上げつつある。これをさらに実効性あ

るものとするため、各自治体の協力体制も不可欠。財政難を理
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由に医療福祉充実に無策でいることは許されない。

コメント

県内医師

本当でしょうか

どういった基準で充足率を計算しているかはわかりませんが、

実際に働いていて各科の不足人数がこの程度とは到底思えませ

ん。

充足率100%の病院にいたこともありますが、あと１人医者が

いてほしいといつも思っていました。

これからもし医者が増えたとして、充足率が各病院100%を超

えることがあれば、現場がいくら不足していると訴えても誰も

耳をかさないのではないでしょうか。

現場を正しく取材しないマスコミの姿勢をいつも腹立たしく

思っています。マスコミの今の報道姿勢が変わらない限り、ど

ういう方向へ向かっても医療の現場は荒廃していくような気が

します。

ニート最終系

働かなくても生き抜くスキル

やっぱり「働いたら負け」なキモチは変わらない。

だから俺はここで体売って稼いでる。毎月23万は硬いな!!

http://nneada.com/mi/891

ニート最終系

働かなくても生き抜くスキル

やっぱり「働いたら負け」なキモチは変わらない。

だから俺はここで体売って稼いでる。毎月23万は硬いな!!
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http://nneada.com/mi/973

Unknown

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/03/s0311-5a5.html

大雑把に言って、入院患者16人および外来患者40人に対して

医師1名が配置基準になり、それを満たしていれば100%にな

ります。非常勤医師の計算がややこしく、また複数科掛け持ち

している患者の計算方法についても施設によりまちまちだった

りします。

それに基準自体が30年以上前に決められたものなので、現代

の医療現場の感覚とはかけ離れています。

配置基準の他に県は、病院（の事務）が必要としている医師数

を毎年調べています。これが各新聞の言うところの「施設運用

上必要な医師数」です。

先生がお勤めの病院が自治体病院でしたら、事務に行けば記事

の元資料がありますよ。病院のいろんな事情が透けてみえて、

結構面白いです。
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2007・07・08（日）

魅力ある病院づくり！？

医師不足、将来像探る

日本予防医学会が講演会　　弘大

『東奥日報』

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

20070708112211.asp

医師不足の現状と対策を考える「日本予防医学会講演会」が

七日、弘前市の弘前大学みちのくホールで開かれた。勤務医の

過酷な労働実態や、研修医の都市部と地方での偏りを招いたと

される臨床研修医制度など、医師不足の背景に挙げられている

問題について、大学や医師、行政関係者らがそれぞれの立場か

ら意見を述べ、将来像を探り合った。

第四回となる講演会あ、日本予防医学会り理事の中路重之・

弘大大学院医学研究科教授が企画し県内では初開催。難波吉雄

県健康福祉部長、佐々木義樓県医師会長、三浦公嗣文部科学省

高等教育局医学教育課長がパネリストとして参加した。

中路教授は、医師不足の実態について報告した。「医局制度

の弱体化によって大学の医師数が減少した上、疾病の複雑化や

医療訴訟の増加によって医師の負担が増えている。医師数の増
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加、医療リスクに対する支援体制の整備などが不可欠」と指

摘。さらに「国の政策を実効性あるものにするために、医師側

も正しい情報を発信し、理解を得る努力が必要」と語った。

三浦課長は、国の新医師確保総合対策について説明しなが

ら、「偏在する医師の適正配置には、医学部に地元出身者を多

く要れ、卒前卒後教育で地元とのつながりを強めさせたり、臨

床研修制度後に大学に戻ってくるような受け皿づくりが重要」

などと提言した。難波部長は「大学入学前からの人材育成と、

各自治体の魅力ある病院づくりが大事」、佐々木会長は「勤務

医と開業医が連携して地域医療を充実させ、医師が定着する環

境づくりに努めたい」と語った。

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

まだこんな議論をしているのかというのが偽らざる感想であ

る。

医師を増やし地方の医療を充実させることが問題解決の根幹

にあって、いろいろ試されては現実問題に直面しては挫折して

きた。

この国は医療も市場経済主義で見ているので、効率のよい中

央都市部の医療が充実すれば地方にもいずれ恩恵があると思っ

ている。いわゆる「トリックル・ダウン」理論だ。命と安心を

まもる医療を経済主義に貶めてはならない。
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ところで難波部長の発言「各自治体の魅力ある病院づくり」

には首を傾けざるを得ない。何を「魅力」と言っているのか。

医師、看護師が充実している病院こそが魅力ある病院であるこ

とは論を俟たない。それ以外に「魅力」など無い。

以前から指摘されているように、県が弘大一辺倒でなく医師

養成の専門学校を設置することや、医師の労働環境を守るため

に労働組合を結成することだの、地域医療に住民が参画するこ

とだの・・議論すべき問題は山積している。

これでは深刻な医療問題を解決できない。先は暗いと言わざ

るを得ない。
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2007・07・10（火）

医師の緊急派遣

　５月末、政府・与党は国が医師を確保し、医師不足の病院

に緊急派遣することを決めた。

その第１弾として北海道、岩手県、大分県などの病院に派遣

される医師らを、安倍首相は６月２７日、首相官邸に招いて激

励した。

県健康福祉部の幹部は同日、この様子をテレビを見ながら

思った。

「うちの県はもっと困っているんだが‥‥」

この緊急医師派遣のシステムでは、医師数の減少で半年以内

に診療科が休止した病院が対象であるり、それ以前の休廃止は

対象外という。

この幹部は言う。「青森ではもう１、２年前から産婦人科が

相次いで休止しているんだよ」

さらに、緊急派遣を求めるには＜病院の管理者や開設者が、

大学への派遣依頼や求人広告といった相当の努力をしても医師

確保ができない＞との条件もついている。

「ナンセンスだ」
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弘前大のある教授は語気を強めた。

「都会の若い医師が技術を磨き専門医を目指す時期に、コー

スを外れるような地方の中核病院に来るだろうか」

派遣の「条件」には現実味がない、とみる。

（『朝日新聞』青森地方版から）

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

ところで、金木病院は医師募集をしているし医師の緊急派遣

に該当すると思うのだが‥‥。

結局は参議院選挙パフォーマンスなのだろう。自民の弱いと

ころ、接戦のところに医師を派遣しているのではないかと疑い

たくなる。

また、県がどれだけ国にアピールしたのか。「落選」の理由

は何なのか、今後派遣される可能性はあるのか。つまり、県の

医療施策の取り組みも問われなければならないだろう。「漏れ

ました」といって指をくわえているようでは無策・行動力不足

としか言いようがない。

話は変わるが、平山五所川原市長が県に「中核病院建設」に

資金援助を申し入れたという。現場の医療が医師不足で崩壊し

つつあり、それに対して有効な対策を出せていないいま、雲を
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つかむような話だ。医療崩壊の現実にもっと目を向けること。

市長は医師招聘にどのように取り組んでいるのか、また将来の

見通しなど、市民に情報を提供すべきである。漆川の１９９億

円中核病院建設を望んでいる市民はほとんどいないことを知る

べきである。嘘だと思うなら住民からアンケートを取ればい

い。五所川原中心部は現西北中央病院の充実を願っているし、

金木ほかは利便性から現在の病院の充実を願っている。

口を開けば「中核病院建設」を訴える市長・・これもまた、

何か別の目的があるのではないかと疑いたくなることだ。

コメント

内科医12年目

それほど困っているのなら

あなたか、もしいるのであればあなたの配偶者や子供を医者に

するか、あなたの賛同者みんなで医学部に入って、卒業後は青

森県（県庁所在地ではなく僻地に）に行けば6年後には解決す

るのではないですか？数年前から医師不足があったのなら、ど

うして今まであなたが医者にならなかったのですか？

医者を招聘することばかり考えなくても、自分で医者になった

方が好きな医療ができ、満足ではないですか？

夢追い人

地域中核病院

>漆川の１９９億円中核病院建設を望んでいる市民はほとんど

いないことを知るべきである。嘘だと思うなら住民からアン

ケートを取ればいい。五所川原中心部は現西北中央病院の充実
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を願っているし、金木ほかは利便性から現在の病院の充実を

願っている。

口を開けば「中核病院建設」を訴える市長・・これもまた、何

か別の目的があるのではないかと疑いたくなることだ。

私もかつて大学の派遣で津軽地域のいろいろな医療機関を診療

応援に出かけました。なので、現場の事情は理解しているつも

りです。そのうえで、発言させていただきます。

はっきりいって、津軽地区の自治体病院を再編しなくては、西

北五地区の医療事情は壊滅に向かうだけで、改善の余地はあり

ません。

管理人さんは西北中央病院の新築移転に関して反対のようです

が、現在の西北中央病院は建物も老朽化し、設備もお粗末で、

とても地域機関病院というにはお寒い状況です。地域基幹病院

としての機能を充実させ西北五地区の医療を本当に充実させよ

うとした場合、小手先の改修では対処しきれません。現在の高

度化した医療を展開する上で、今の西北中央病院には最低限必

要なインフラすらそろっていないのです。全体を考えると西北

五地区の医療レベルを上げるのに西北病院の充実は必要不可欠

であり、優先度は第一になります。西北病院のインフラを整備

し、高度な医療を展開できる箱がなければ、弘前大学からの医

師の派遣も増えないでしょうし、全国から本当にやる気のある

医師は集まりません。
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その際、西北五地区の公立の医療機関は、どうしても規模縮小

は避けられないでしょう。そうすると地元の反対が、わきおこ

るのは想像に難くありません。しかし、総論賛成各論反対で足

の引っ張り合いをしていては、結局全体が共倒れになってしま

います。いまでも本当に生命に直結するような重大な疾患は、

結局、県病や大学に搬送しているのが実情でしょう。中途半端

な医療機関が散在しているのは、医療資源や人的資源を結局は

有効に活かしきれず、地域全体の不利益になると思われます。

管理人さんは、住民運動の指導者として、影響力のある方だと

お見受けいたします。金木病院の充実を願う住民の願いは理解

しますが、西北五全体の医療レベルの向上という、もう少し大

きな視野で活動されなくては、建設的な運動にはならないので

はと危惧いたしております。

管理者

ご意見にお答えします

＞数年前から医師不足があったのなら、どうして今まであなた

が医者にならなかったのですか？

職業選択の自由です。あなたに言われる筋合いではありませ

ん。

＞結局全体が共倒れになってしまいます

私が指摘しているのは市長の目線です。目前の医師不足で金木

病院が必死にこらえている状況をどう認識しているのか。医師

招聘にどれほどの努力がはらわれているのか。他方、199億
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円中核病院建設にはやたら熱心です。ハコモノが好きなようで

す。ハコモノ関連では、いま五所川原市では水面下で水道問題

が囁かれています。金木地区は地下水を水源に水道を供給して

いますが、旧五所川原市は岩木川を水源にしていて両地区の水

道は繋がっていません。地下水と川の水ではどちらが水質が良

いかだれでもわかることですが、市は金木地区の水道施設を廃

止して五所川原からの水道管を連結させようとしています。良

質な水の供給より工事による経済効果を重視した計画といわざ

るを得ません。

将来的展望としては圏域医療の「効率化」も必要でしょうが、

目前の問題に対する取り組みに疑問があると批判しています。

医療は日々刻々の問題で、そこに求められるのは「信頼」と

「安心」であって、多分に心の問題でもあります。いまのやり

かたは地域住民に「優しい」医療施策とはとても居えません。

暇人２８号

はじめまして。

管理人様の返答には正直言って落胆しました。

>職業選択の自由です。あなたに言われる筋合いではありませ

ん。

そうですね。職業選択の自由は憲法にて保障されていますよ

ね。それであれば、医師がどこに居住しようと、どの診療科に

進むもうと自由ですよね。今後、医師だけに「僻地診療の義

務」などと自由を縛ろうとすることはしませんよね。もう完全

自由化でいいですよね。
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結局、「市民運動家」と称する方々って口先だけ。人にあれし

ろ、これしろと要求するだけで自分では何もしない。

「云うは易し、行うは難し」

ですよ。人に要求するなら、御自分でもその要求に見合う行動

をしましょうよ。白いリボンや署名なんてだめですよ。例え

ば、実際に全国各地に行って医師の方に「金木病院に赴任し

て」ってお願いしてきてください。「少しでも足しにして」っ

てお金を寄付してください。

だれでも、近くから病院がなくなるのはいやです。でも、自分

たちのことだけ考えていたら、最終的には津軽地方全体の医療

が崩壊するのでしょう？それなら、多少のことには眼をつぶる

しかないじゃないですか。管理人様の御意見は「今がよければ

それでいい。５－１０年後はどうでもいい」と言っていること

になりますよ。子供たちに安心できる社会を残すのが現役世代

の最低限の義務じゃないでしょうか。

もう少し広い視点に立って議論をしてください。

宇宙

貴方に職業選択の自由など認めません。権利を主張なさるなら

当然義務を果たすべきでしょう。義務とは何か？「何処かの好

意的な医者を誰か呼んで俺達のために勤務してほしい。」です

か？それは無責任と言い、義務を果たした事にはなりません。

要望を掲げるなら、まず率先垂範でしょう。違いますか？
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管理者

＞宇宙　さま

あなたは自分でなにを言っているのかわかっているのですか？

感情にまかせての議論はおやめ下さい。

社会はさまざまな職業の相互扶助によってなりたっているので

す。わたしがなぜ医師にならないのかという極論に正当性あり

と考えているほうがどうかしています。医師不足を訴える市民

はみな医師になればいいのですか？恐れ入りました・・なんと

も幼稚な考えです。

医師は医師としてひとびとの命と健康をまもることで自己実現

をはたすべきだし、それぞれの職業者はそれぞれに仕事を通じ

て自己実現をはたすのです。それが社会ではありませんか？

もう一つ同じような非難（批判ではありません）がありまし

た。これらの投稿者がドクターでないことを祈るばかりです。

あまり幻滅させないでくださいね。

わが身を振り返れ

過去、何度も医師に対して居住地の自由を制限するよう提唱し

てきた管理人さんが、

ご自分に対しては「職業選択の自由」ですか。

ダブルスタンダードですね。

通りすがり

〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕

第22条１項　何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移
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転及び職業選択の自由を有する。

職業選択の自由と同様、お医者様が住み心地のよい都会に移る

のは自由ですよね。

宇宙

憲法に保障された自由を、自分の身勝手の言い訳にするのは止

めた方が良いのではないでしょうか。あなたは他人である医者

に対して憲法に保障された移動の自由や住居選択の自由を侵害

しようとなさっているではありませんか。ならばあなたの側も

当然ながら自分の自由をひとつは破棄すべきでしょう。自分の

側はすべての自由を享受しながら、特定の他人にはそれを一部

放棄せよ、等という考え方は異常そのものではありませんか？

>医師は医師としてひとびとの命と健康をまもることで自己実

現をはたすべきだし、

どのような土地に行ってどのような人々の健康に役立つべきか

を決するのは医師本人であります。その結果、貴殿病院は医師

から捨てられたのです。それはなぜでしょうか？ここに回答が

ありますね。

>多分に心の問題でもあります。

その通り。自らの責務をわきまえず、率先垂範の決心もなく、

他人に権利の放棄を要求しながら自分たちの権利のみ主張す

る、そのようなご貴殿たちにあきれ果てた医師たちが去っただ

けでしょう。

Joseph

>医師は医師としてひとびとの命と健康をまもることで自己実

現をはたすべきだし、

>それぞれの職業者はそれぞれに仕事を通じて自己実現をはた
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すのです。

>それが社会ではありませんか？

そして金木病院以外に勤める医師は金木以外の地域で人々の命

と健康をまもっています。

それをたかだか金木病院で救急をしなくなった程度のことで

「医師は義務を果たしていない」

と

「医師の権利を奪うべきだ」

と

「医師には住むところを決める権利などない」

と主張することこそが

『感情にまかせての議論』そのものでしょう

じゅん

医療の需要は？

青森県で医師が不足していて、十分な医療が提供されていない

ということですが、

現在の医師不足というのは、現状の病院を維持するためには不

十分な医師の数であるということであり、

青森県の医療需要がどの程度あるかということを、しっかり検

討していないように感じます。

いままでの医療体制が維持できなくて不便になるということ

は、採算性などから考えてやむをえないことも、あるかもしれ

ません。

中核病院を建設するにしても、どれだけの医療の需要が存在
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し、地域住民の満足を得るためにはどれだけの費用をかけるこ

とまでは、許容できるかについての

地域の現状把握と負担に対する合意ができてから、

真に必要な人材を集めたほうがよいのではないかと感じます。

今の医師不足って、いまある病院を維持できないから不足、不

足って騒いでいるだけで、実際の医療の需要を反映しているか

疑問です。

利便性も大切ですが、それに対する費用は無限というわけには

いかないでしょ？

診療報酬も限られているので、地域の税金を住民の合意のもと

につぎ込むことは、それはそれでよいのかもしれませんけど。

夢追い人

管理人さんの行政に対する批判にも、感情的な要素が感じられ

るのは私だけでしょうか。水道の敷設問題は少なくとも医療と

は無関係です。また病院で提供される医療レベルと、病院が利

用する水道の水質は何の関係もありませんし、それをいった

ら、大都市圏の水質の悪い水が供給されている病院は、すべて

いけないことになってしまいます。

　いまのやり方が住民に「やさしくない」と、お考えのようで

すが、金木病院を存続させているのですからその点は評価され

てはいかがでしょうか。財政状況の悪い地方自治体（五所川原

市）が自治体病院を二つ抱えるわけですから、経営的な発想か

らいけば、金木病院を民営化するとか、廃止するという選択肢

もあるわけです。そうせずに、規模を縮小させながらも、なん

とか存続させているのですから、その点を評価することは大事
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です。

　それと、医師招請についてですが、日本は今、医師が十分に

足りている地域などどこにもありません。人口当たりの医師数

などあくまで相対的なものです。常勤医が7人にまで回復した

のですから、行政や病院の担当者の労をねぎらうことも必要で

はありませんか。

　管理人さんの活動の主目的は、金木病院の救急復活と理解し

ていますが、私の記憶では、金木病院は内科系と外科系の医師

が当直と宅直という体制で救急を運営していたと思います。労

働基準法どうり、1日8時間勤務で、当直の翌日は休息がとれ

る体制を作ろうとしたら、内科系、外科系それぞれ5名の医師

がいないと成立しません。（医師がまったく学会や年次休暇を

とらないとしてもこの人数が必要で、実際はもっと人数が必要

です。）いままでは医師の献身的な犠牲のもと金木地区の救急

が運営されていたのは明らかですね。24時間体制の救急医療

が提供できる医療機関は、人口10万人あたり1施設必要とい

われます。それを考えると、小さな自治体病院のひとつひとつ

が24時間体制の救急を維持するのは、効率が悪くコストもか

かります。もし本当に金木病院を24時間救急対応の病院とし

て運営していくのなら、相応の経済的負担を運営者（五所川原

市と中泊町）が負わなければなりません。そういった問題に対

して、解決策を示すことなく、行政を批判しても何も生まれま

せんし、熱意ある医師が集まってくるとも思えません。

　間違いなく言えることは、管理人さんが今おこなっている、

署名集めや行政の批判だけでは医師は集まりませんし、金木病

院の救急の復活と継続した救急体制の維持は難しいでしょう。

金木病院のカバーする医療圏にはどのような医療機関が必要
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で、医師は何人いなくてはいけないのか、入院病床はどれくら

い必要なのか、といった具体的なグランドデザインを、対案と

して提案することができなくては、事態は何も変わりません。

そしてこうしている間にも、自治体病院の医師たちは少しづつ

疲弊して、病院を去っていきます。

　管理人さんは、真剣に地域医療を憂う方とお見受けいたしま

すので、地域医療を守るため、建設的意見の発信とそれによる

住民運動の活性化をお願いしたいと思います。

管理者

グランドデザイン

もちろん指摘しております。過去のエントリーやコメントを御

覧くださればご理解いただけるはずです。

内科医12年目

青森では医者は人として扱われないようで

＞県が弘大一辺倒でなく医師養成の専門学校を設置する

実戦部隊の医師すら確保できないのに、医師を教育できる医師

をいったいどこから引っ張ってくるのですか？医学部には臨床

だけでなく、生化学、生理学、解剖学といった基礎系の教官

や、一般教養（英語、ドイツ語、物理、化学、生物その他もろ

もろ）の教授も必要になります。

また、専門学校で医師を養成するなんて、医師をバカにするに

も程がある。青森では医師ってそんなにお手軽なものなのです

か？

＞医師の労働環境を守るために労働組合を結成する
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普通の医師は労組なんか興味ありません。いざとなれば自分の

技術と知識と資格で生きていけますから労組なんて必要ないの

です。

＞地域医療に住民が参画する

医師の（僻地への）配置に住民が関与する、という意味だと思

うけど、医局がどこの病院に医師を派遣するかまで住民が決め

るの？大事な医局員を給料、教育、将来性などの面で良いと見

込める病院へ送るのが当たり前。地域エゴで貴重な医局員を奪

われては医局としてはたまらないだろう。

例えばの話、管理人さんの子供に、ある日突然赤紙が来て「○

月△日付けでフィリピンに出征を命ず」なんて通達されたらど

う思います？

住民が医師の配置を決める、というのは、医師側から見ればそ

れくらいの理不尽な言い草なのですよ。医師に居住の自由はな

いのですか？公共の福祉のため、医師は僻地の土となれ、とい

うことでしょうかね。

管理人さん、医師を舐めすぎ。というか、医師に対して何かル

サンチマンでもおありなのでしょうか？

管理者

＞ルサンチマン

＞専門学校で医師を養成する

医師養成専門教育機関のことです。当然でしょう？
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＞普通の医師は労組なんか興味ありません。いざとなれば自分

の技術と知識と資格で生きていけますから労組なんて必要ない

のです。

医療は医師個人の飯の種というわけですね。よくわかりまし

た。あなたのような医師ばかりではないことを祈ります。

＞医局がどこの病院に医師を派遣するかまで住民が決めるの？

参画するということ。行政・医療機関・住民の三者の意見をも

とに議論することが必要です。

あなたは、住民（患者）に対してルサンチマンでもあるのです

か？過去に、なにかとても嫌なことでもあったのですか？どこ

か病んでいるように見えます・・。

都会派医師

使命感の問題です

東京のど真ん中でも医師の需要はごまんとある。都会にいれ

ば、少数の田舎者よりも遙かに多数を救うことが出来る。より

多くの命を救いたいという医師としての使命感があれば田舎に

は行けないはずだ。

内科医12年目

管理人さんははぐらかしているように見えるのだけど

確かに大学医学部は医師養成機関に成り果てている感はありま

すが、管理人さんの言う「医師養成専門教育機関」は従来の医

学部とは違うものなのですか？準医師でも養成するものなので

すか？また、新たに作るのなら、教官はどこから調達するおつ
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もりですか？

＞医療は医師個人の飯の種というわけですね。

嫌みな言い方をされますね。

訴訟は弁護士の飯の種。

人の死は坊主の飯の種。

貧困はサラ金業者の飯の種。

あらゆる職業に同じ言い方ができます。

＞参画するということ。行政・医療機関・

＞住民の三者の意見をもとに議論することが

＞必要です。

住民は医者が欲しいとしか言いませんよね、多分。住民がどう

要求しようが、医者を送るか送らないかは医局の考え方次第。

でも、医局自体に医師が少なくなっている今、一体、今後はど

こに医者確保の要求を突きつけるのでしょうかね。

今まで青森で働いてくれていた医師は一体どうしていなくなっ

てしまったのでしょう。専門学校で医師が養成できるなどと考

える住民のいる県からは医師は逃げると思いますが。医者は自

分の技術と知識に酔う人種です。それを専門学校なみに扱われ

れば、腹も立つでしょうね。

人権蹂躙を許すな憲法を守れ

人権と憲法を守る北日本ネットワーク21

>参画するということ。行政・医療機関・住民の三者の意見を

もとに議論することが必要です。
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一個人である医療者が自分の仕事先を選択するに際して、いっ

たい誰が口を挟む権利があるというのでしょうか？大変奇妙な

論であります。

これは憲法に保障された職業選択の自由、ならびに住居の自由

を周囲の人間が論議をもって制限しようとする物でしょう。大

変危険な人権侵害であり、憲法に違反する行為です。

このブログの管理人は、自らのためには「職業選択の自由」を

口にしながら、他人の為にはそれを破壊してしまおうとする大

変身勝手で、強いて言えば異常な思想の持ち主のようにお見受

けした。

このような危険思想を持っている住民の元に自らわざわざ赴任

する者がこの世に居るだろうか？管理人氏は自分自身とその歪

んだ権利意識に嫌気が差す良識人を遠ざけている事を知るべき

だろう。この様な者の住まう地域を嫌悪する者は、医師に限ら

ず将来有望な若者全てがそうである事を肝に銘じられるべき

だ。

東京勤務医

このブログは一部で有名なようです

私は全部読んだわけではない

（し、正直あまり興味が無い）が

医師がどういう意向で社会とかかわりを持つかどうかは各人の

勝手でしょう

職業選択の自由はあるし居住の自由もある

医師不足には、偏在には理由がある
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魅力の無い職場にいく人間はいない

地域の若者が根付くかどうか怪しい土地に、どこでも働ける人

間が居つくかどうかは考えるまでも無いでしょう

夢追い人

管理人様へ

私の言いたいことが理解されていないようなので、もう一度発

言します。このブログで、金木病院ひいては西北五地区に、入

院病床数は何床必要で、どのような機能を持った医療機関が必

要とされるのかを、住民の声としてまとめあげることが重要だ

と言っているのです。過去のエントリーやコメントで言われて

いることは、あくまで、行政に対する要求でしかありません。

管理人さんが、何か具体的、建設的な案をお示しでしたっけ？

それと、あまり発言の上げ足をとることはしたくありません

が、

①専門学校で医師を養成するという発言はやはり私も非常に不

快に感じた表現ですし、同じ様に感じた医師は少なくないと思

います。医学教育を軽視した発言とうけとられても仕方ないと

思いますし、我々医師を、お手軽にお考えなのだなと、うけと

らせていただきました。

②医師の派遣に医療機関、行政、住民の意見で議論するとあり

ますが、われわれ医師には自己決定権はないのでしょうか。こ

のスレッドで管理人さんは、職業選択は個人の自由で人にとや

かく言われる筋合いのものではないという旨の発言をしておら

らましたが、それは医師個人個人にとっても、同様なのではあ

りませんか？自分の意志や家庭事情などにおかまいなく、医療
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機関と行政と住民の意思で、将棋の駒のようにあちこちに移動

させられるのを、医師は望むのでしょうか。

　医師が、その地域で診療しようと思うような環境を、行政だ

けでなく、医療の受益者である住民も造らなくては医師は招請

できません。

金木病院の医師が減り、救急が休止した状態で、地域住民の皆

様が不自由しているのは、よく理解できますが、管理人さんの

発言が、住民の総意でないことを祈ります。もし住民の総意で

あるならば、残念ながら金木病院に医師を招請するのは難しい

でしょうし、ましてや定着してもらうのはもっと難しいでしょ

う。

アンディ

>医師養成専門教育機関

それは医科大学ということですか？

すでに医師養成専門教育機関としての医科大学は全国に多数あ

りますので「専門学校」という単語は即「○○○アニメーショ

ン学院」や「○○調理師学校」と同様のレベルのものを意味し

ます。

そして既に医科大学がある以上、それ以外の医師養成機関を作

る意義はすなわち「質の低い即席医師養成機関」以外にありま

せんから

ふ　ざ　け　る　の　も　い　い　加　減　に　し　ろ

となるわけです。当然でしょう？
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>医療は医師個人の飯の種

そこに飯の種以上の価値があるならどれだけでも働けるのが理

系。

マスコミに叩かれ、世論に叩かれ、保険医療は菜種のようにカ

スまで絞られ、訴訟リスクにおびえる日々。

そこに魅力はありますか？

>あなたのような医師ばかりではないことを

そのような医師がたくさん金木病院に来てくれる日が来るとい

いですね。

>行政･ 医療機関･ 住民の三者の意見

医療機関はともかく、行政や住民は医師一人ひとりのキャリア

パスというものを考えてくれるんですか？

またどのようにしてそれが担保されますか？

正直、そんなもの無理です。

それなら医師が自分のキャリアの一部を捨てても構わないと思

えるような待遇で迎えることが唯一の誠意でしょう。

そもそも、そこに医師の意思が介在する余地はありませんか。

そうですか。

>ルサンチマン

弱いものが強いものに対して抱く不誠実な憎しみ。



金木病院救急再開物語（下）

340

奴隷ならともかく己の腕一つで生きていける者はルサンチマン

に陥らない。

医師は「医師免許を保有している一個人」でしかありません。

大型二種免許を持っているからといってトラック運転手をしな

ければならないというわけではないことと同義ですね。

実家が自営業だったり農家だからといってそれを次がなければ

ならないわけではありません。

管理人様は

一方で自ら職業選択の自由を掲げ提案を拒否し、

一方で医師に居住・職業選択の自由を奪おうとする。

一般的にこのような主張はダブルスタンダードと呼ばれ、その

正当性を失います。

私は管理人様の職業選択の自由を尊重します。ですから医師の

職業選択・居住の自由も尊重してくださいね。

ちなみに医師になりたくても（大学入試・国家試験に通るだけ

の能力がない者が）なれないというのは医師免許にある一定の

知識・技量を持つ者、ということを担保することによる職業選

択の制限こそが公共の福祉に役立つため、と解釈されるためで

すよ。

今ならお金などなくとも地域枠・奨学金などを駆使すれば生活

費すらも支給してくれるのですから純粋に能力だけの問題です

よ。
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なお、公共の福祉といわれましても、日本全国、いったいどこ

に医師の余っている地域があるというのでしょう？

比較の問題ではなく絶対値として医師の余っている地域があり

ましたらご指摘いただけないでしょうか。

アンディ

>>医師は労組に興味ありません。

>医療は医師個人の飯の種

ベクトルが異なる。

労組に加入するのはその会社・組織から振り落とされては生き

ていけない人間が集団で力を持つことによって成り立つ。

一方、医師は病院に依らずとも生きていくことが可能です。

ゆえに人によっては迫害されながら閉じ込められるよりは自由

を選びますよ。

管理者

いろいろご意見をいただきました。

いきなりこのエントリーがホットになったのは「どうして今ま

であなたが医者にならなかったのですか？」（内科医１２年目

さん）に、私が反論したからです。

このことを発端に、さまざまな曲解やら攻撃を受けました。

医療崩壊を防ぐ、地域の病院を守るという視点で今後もしっか

り取り組みます。

医療は行政と病院と住民の三者の協力でなりたつと承知してお

ります。このブログでも何度も指摘したことです。間違ってい

るとは思いません。ドクターと住民がいがみ合うことでだれが
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喜ぶのか・・問題の原点を見失わないようにしたいと思いま

す。

建設的なご意見をどうぞよろしくお願いいたします。ともにこ

の国の医療を守りましょう。

内科医12年目

はぐらかすのはやめてください

＞建設的なご意見をどうぞよろしくお願いいたします。

建設的な意見を一つ。管理人さんは労組が好きなようだけど、

現在の医療崩壊の遠因は大学看護婦が仕事しないからです。民

間病院並に仕事しないで研修医に仕事を全部押し付けるから、

大学でも医師が足らなくなる。外の病院で働いてる中堅クラス

の医師が、看護婦でもできるような雑用をしに大学に戻らざる

を得なくなってる。

仕事しない、医師に協力的でない看護婦が多すぎるのも、研修

医が大学を見限る遠因と思う。

看護婦は仕事しなくても労組に守られてますので仕事しないで

定時できっちり帰る。でも医師の方は患者に責任があるので帰

れないし、夜中にも呼び出され、夜中にやった処置の片づけ・

掃除や伝票の入力が不十分だと翌朝看護婦から文句を言われ・

・・看護婦が威張り腐った（国立系）大学ではやってられませ

ん。

またもう一つ前向きな提言ですが、都会や少なくとも県庁所在

地で大学を過ごした知識階級を田舎に招聘するのなら、もうす

こし言い方があるでしょ。専門学校で医師が養成できるとマジ
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で思ってるような民度の所を、医師は普通忌避しますよ。医師

は自分の価値を認めてくれるところ、礼節を尽くしてくれると

ころなら行きますよ。青森では医師は専門学校卒なみの扱いし

かしないから逃げるんですよ。そこの所、まず、ご理解くださ

い。

それと、いいかげんに、はぐらかさないで「医師養成専門教育

機関」のプランについてお話しいただけますか？もしかして医

師国家試験の予備校的なものなのでしょうか？それならすでに

TECOMが全国展開していますよ。それとも地域限定の準医師

でも養成するのですか？

Joseph

>医療崩壊を防ぐ、地域の病院を守るという視点で今後もしっ

かり取り組みます。

「医療崩壊を防ぐ、地域の病院を守る」

為には具体的には

「金木病院での救急はきっぱり諦める」

のが肝心でしょう

>医療は行政と病院と住民の三者の協力でなりたつと承知して

おります。

住民の”自制”の上になりたちます

住民の”医者よこせ運動”の上にはなりたちません

「医療崩壊で金木病院の救急が無くなった」
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のではありません

「金木病院に救急をさせてたから医療崩壊が起きた」

のです

「無茶な労働をさせたから労働者が退職した」

のです

問題の原点を見失わないようにしてください

ある医師

管理人さんの態度

どうも管理人さんは金木を思うあまりに非常に発言にとげがあ

り、医師の同情（この地域は大変だから自分が赴任して何とか

しなくてはという感情）、ややる気をそいでおり、それだけで

相当損をされている印象です。

”あなたに言われる筋合いではありません。”

という言い方も人にけんかを売っているかのように見られま

す。文章の書き方にも細心の注意を払われたほうがいいと思い

ます。

医師は個人個人が職人であり、はっきりいって市町村や県、国

の命令には従わない人種だと思っていただいたほうがいいと思

います。行政・医療機関・住民の三者の意見をもとに議論して

も医師が行きたくないといえばそれまでではないでしょうか？

（医師が全員公務員となり国の管理下で勤務するなら話は別で

すが・・・）

医局に対してしたがっていたのは医局の人間は医師にとって師

匠や兄弟弟子がいるため、職人同士のネットワークで従ってい

ただけのことです。
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近年臨床研修医制度のため、若い医師に対し医局が影響力を発

揮するのは難しいのですから医師個人個人の好意に期待するか

この病院自体が医師にとって勤務したくなるような売りを出さ

なくてはいけないと思います。

もちろん管理人さんのやり方で、国・地方自治体に働きかける

ことは大事ですが、署名等はどこの地域も行っていますし、差

別化をはかりにくくなっているのが現実です。

全国的に医師不足（あえて偏在とはいいません）の現状でこの

地域になぜ必要なのか？集約化ではなぜいけないのか？すべて

の人が納得されることが大事だと考えます。その上で今いる医

師や赴任を考えている医師に対し、働きやすい環境を作られる

ことを望みます。

たしかに根本は医師の養成を怠った国が悪いし、医療費の削減

ばかり行い、本当に必要なところにお金をかけなかった政府の

責任は重いと思いますが、そんな政府を選んでいるのは国民で

す。

青森は自民党王国ですから（ということは県民は今の医療政策

に満足していると政府＝自民党は考えるはずです。）そこを変

えることが第１歩になるのでは？

管理者

医師不足問題で、私が医師になることが解決方法だとは思いま

せんので、そんな言い方になりました。発言者の言葉の”と

げ”にややイラついたかもしれません。今後気をつけます。

政治的アプローチは同感です。選挙イヤー２００７の大トリ
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「参議選」に、自分なりに取り組みます。

ブログで選挙活動が禁止されているのが残念です。市民の武器

であるインターネットに制限を加えるのは疑問に思います。

TM

ハコモノ

夢追い人さんが指摘しておりますが、西北中央病院の老朽化は

どの程度のものなのでしょうか。築何年くらいなのか調べてみ

たのですが見つかりません。建物の寿命が

TM

ハコモノ

夢追い人さんが指摘しておりますが、西北中央病院の老朽化は

どの程度のものなのでしょうか。築何年くらいなのか調べてみ

たのですが見つかりません。建物の寿命であれば建て替えも必

要だと思います。管理人さんは新病院をハコモノと称し反対の

立場のようですが、西北中央病院の建物としての状況はどうな

のでしょうか。

なんちゃって救急医

若手医師を対象としたブログを書いているものです。

管理人さんの熱意には、脱帽します。

どうしたら、医師が来てくれるんでしょうね。

私の病院の医師の一人は、自分で志願して単身赴任で地域に行

きましたよ。そこの地域の担当者の熱意が伝わったとその医師

はいってましたよ。
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その医師は地域ならどこでもよかったといっていました。

管理人者の熱意から察するに、きっと現場の医師たちのところ

へ自ら出向いて、そういうモチベーションをもっている医師た

ちと面と向かってお話されてるのだろうとは思います。

ネットで話すのと直接リアルでお話しするのでは、ずいぶんと

違いますからね。

リアルな関係で、気持ちが通じるかどうかが極めて重要だと思

います。　

ぜひ、医師の心をつかむことに成功し、目的が達せられること

を祈念しております。
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2007・07・12（木）

病院格差広がる

国立大病院　看護師採用数が倍増

診療報酬改定受け　病院間格差広がる

『朝日新聞』

全国の国立大学病院の今春の看護師採用数が４７２３人で、

前年に比べて倍増したことが厚生労働省の調査でわかった。

看護師を手厚く配置すると診療報酬が加算されるようにな

り、全国で「看護師争奪戦」が起きているが、国立大学病院は

計画通り確保でき「一人勝ち」の状態。社会保険病院や厚生連

病院は募集枠の７割程度しか埋められなかった。

従来より手厚い「入院患者７人に対し看護師１人」の基準を

満たす病院に、昨年から診療報酬が上乗せされるようになっ

た。各病院が看護師確保に努めたが、地方の病院などの看護師

不足を助長しているとの指摘が出ていた。このため同省は全国

組織の病院を中心に８６７病院を調査。１１日の中央社会保険

医療協議会（中医協）に報告した。

全病院の07年春の採用数は２万８８７人で、06年春に比

べ５２１７人増えた。このうち国立大病院は45病院で２４２
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６人増の４７２３人を採用、募集枠の９７％を確保した。社会

保険病院が確保したのは募集枠の６９％、厚生連病院は７５

％、都道府県立病院は８２％、日本赤十字社は８７％だった。

独立行政法人化で職員数の規制がなくなった国立大の積極採

用と、「先進医療に接したい」といった看護学生の希望が合致

したためとみられる。

この日の中医協では「看護師数の病院間格差が広がった」

「新人看護師の指導のため、かえってサービスが低下している」

などの声が出た。

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

ビッグな国立大病院に到底かなわない。金木病院は医師のみ

ならず看護師不足にもあえいでいる。近隣の個人病院は看護師

不足で閉院に追い込まれた。医療格差は急激に広がっている。

地域の住民はますます不便となり「不安」を増す。

この国の医療の先行きを憂う。
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2007・07・13（金）

西北五住民の会が公開質問状

医師不足で３候補　「国策で解消せず」

西北五住民の会　質問状回答発表

『陸奥新報』

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

西北五地域医療を守る住民の会（津川信彦会長）は十二日、

参院選青森選挙区の各候補に送った「医師不足や地域医療の確

立」に関する公開質問状の回答を発表した。

渡辺英彦、高柳博明、平山幸司の三候補はいずれも現在の国

策では医師不足は「解消しない」と回答。国、県に対し、医師

不足解消や関係者の話し合いなどを働き掛ける―と回答した。

渡辺候補は「自治体病院の機能と役割を明確化させ、予防・

診療・救急の一貫体制を確立する」とし、高柳候補は「命の格

差を許さず、地域で安心できる医療供給体制をつくる」、平山

候補は「どこに住んでも公平な医療を受けられる仕組みをつく

る」とそれぞれ考えを述べた。山崎力候補は全質問に未回答

だった。

-------------------------------------------------
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２００７年選挙イヤーのトリ「参議院選挙」がいよいよス

タートした。「年金問題」が参議選の大きなテーマとなってい

るが、「医療問題」もその重要さにおいて決して譲れないテー

マである。この政治課題を各候補者および政党がどう取り組む

のかをしっかり見極めたい。
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2007・07・14（土）

４候補者に問う「医師不足」

『東奥日報』

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

医師不足‥医師不足は本県の積年の課題だが、公立病院の産

科医不在、救急患者受入れ体制の縮小など事態はさらに深刻化

している。医師不足の解消策は。

政府の言ってきた「医師過剰論」は、医療費抑制のための方

便であり、先進国では最低水準の医師数、その中でも極端な医

師不足の青森県の現状を打開するには、医師の数を増やし、医

師が働きたくなる魅力ある青森県をつくるしかない。当面は

「あおもり地域医療・医師支援機構」に続き、大学と地域の病

院と県が一体となっての「医師育成機構」の設置に取り組む。

それでも困難が続く場合には、青森県立保健大学への医学部設

置を目指す。（渡辺英彦・社民新66）

医師不足の地域や診療科に勤務する医師の養成を増やし、研

修医が都市に集中することを是正するため、臨床研修病院の定

員を見直す一方、医師の過重労働を解消する勤務環境を整備

し、女性の医師が働きやすい職場環境も整備する。また非常時

に医師を派遣する緊急医師確保対策や、救急救命センターの設

置、ドクターヘリの導入、小児初期救急センターなどの整備を
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助長する。さらには産科補償制度などの早期実現を目指す。

（山崎力・自民現60）

政府はいまだに、医療費抑制のための医師数抑制製作に固執

している。これをあらため、医師を増やす真剣な努力が求めら

れる。国公立病院の産科、小児科切捨てをやめ地域に産科・小

児科を確保するための公的支援を強化すること、医師養成数を

抜本的に増やすこと、勤務医の過重労働を軽減すること、地域

医療にかかわる診療報酬を引き上げること、不足地域・診療科

に医師を派遣・確保する国の制度を確立すること、などに取り

組む。（高柳博明・共産新37）

構造改革は地方国立大学の職員数や研究費を削減し、大学自

らに営業努力を求めた。国立大学医学部が公立病院から医師を

引き揚げたのも、地域貢献より、自らの病院収益の向上を優先

せざるを得ない状況に追い込まれたからである。この上、救急

医療を無理に進めれば、事態はさらに深刻化するだろう。医学

部の定員増や地元合格者枠の拡大は将来のためにはなるが、急

務なのは即戦力医師確保のための予算であり、構造改革路線の

修正である。（平山幸司・民主新37）

-----------------------------------------------------
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2007・07・15（日）

県・医師求人情報

青森県の公式HPに「医師求人情報」がある。（2007.6現

在）

http://www.pref.aomori.lg.jp/welfare/iryou/kyujin.

html

県内の自治体病院が本来の機能を発揮するために必要な医師

数（一説にはこれでもまだまだ足りないとも言われている）

だ。

この医師不足時代にこれだけの数の医師を招聘できるわけは

ないし、事実この求人情報によって医師が病院に来てくれたと

いう話も聞いたことがない。

民ができる診療科は民に。税金をつかって運営される自治体

病院の本来の使命は時代とともに変わる。たとえば金木病院が

求められているのは、民では難しい「救急体制」の確立にあ

る。ここに新たなグランドデザインの必要性がある。

ところで、この「求人情報」に西北五医療圏域の核である西

北中央病院がない。医師が足りているというのだろうか、まさ

かそんなはずはないと思うのだが・・・。

西北中央病院の施設は老朽化しているという。増設や改造が
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何度もおこなわれてきたと記憶するが、一部５０年以上もたつ

部分があるという。そして、そのことが関係者によって妙に強

調されている。それほど長いとはいえない病院の歴史からいっ

てその部分はどの部分なのか。

どこでも市中心部は「過疎化」しているおりから、現在の病

院を最大限に利用することによって市の活性化が計られるのは

明らかだ。

密かに進められている水道問題と並んで、新中核病院構想が

市民の理解を得ないまま進められることに大きな危惧を感じ

る。
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2007・07・17（火）

十和田中央病院の産科休止

患者でごった返す十和田中央病院の中で、さびしげな空間が

あった。「産婦人科」と記された掲示の電気は消え、ひっそり

としていた。・・（略）・・東北大の医師引き揚げによって病

院の産科は休止のままになっている。・・（略）・・国の医師

不足対策では勤務医の過重労働軽減、女性医師支援などが並

ぶ。目新しいものはない。

・・（略）・・

医療問題に詳しい自治労連県本部の金川佳弘さんは指摘す

る。「数値目標がなく、努力目標になっている。緊迫感がな

い。このままだと公立病院はバタバタと倒れる」「参院選の直

前になって出てきた”お題目”ばかりのひどい内容。末梢

（まっしょう）の対策でなく、抜本的な医師不足対策が必要。

医師の絶対数を増やすべき」と露骨にいらだちを見せる医療関

係者もいる。

七万人都市・十和田市で分娩（ぶんべん）を扱うのは現在、

開業医一軒となっている。・・（略）・・

同病院は、来年春、現在の建物の隣に新病院が完成する。分

娩施設を備えた産婦人科も整備される。

市民の中には、新病院ができれば、産科が再開する―と思っ

ている人もいる。「それを思うと胸が痛む」（佐々木事務局
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長）。妊婦や新生児でにぎやかだった”かつて”を知っている

職員は言う。「涙が出るほどつらい。今が一番苦しい時。へこ

たれてしまうと上十三の医療はどうなるのか。是が非でも生き

抜く」

今年初め、蘆野吉和院長は医療スタッフに言った。「地域医

療の崩壊はこの二年で確実に起こる。混沌とした医療情勢の中

で、足元を固めよう。地域との対話を進めよう。医師不足を補

うため、チーム医療を進めよう。各自考えて仕事をしよう」

それは、病院生き残りの時代を迎えて、発せられた”非常事

態宣言”でもあった。（社会部・菊谷賢）

『東奥日報』　'07　あおもり岐路・進路　国政を問う▼５

▼

医師確保　緊急対策　実効性乏しく失望　「絶対数を増やす

べき」　から

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

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

＞市民の中には、新病院ができれば、産科が再開する―と

思っている人もいる。「それを思うと胸が痛む」（佐々木事務

局長）。

このくだりには、だれしもが「胸が痛む」。医師のいない新

病院ほど悲劇的な風景はない。西北五医療圏域の１９９億円新
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中核病院建設計画を否定するものではない。ただし譲れない条

件が２つある。ひとつは医師５５人を招聘する目途であり、も

うひとつは地域に現在ある医療機関を維持する中で計画がすす

められなければならないということだ。

ところで昨日、五所川原市で交通事故がありドライバーが亡

くなった。事故現場から西北中央病院はほんの２キロ。救急車

搬送時間はものの５分もかかるまい。それが３０キロ離れた弘

前市まで搬送された。もちろんダメージの程度の問題はあるの

だが、地域の救急体制がしっかりしていれば結果は変わったか

もしれないと思うとやりきれないものがある。

コメント

ある医師

感想

五所川原市で交通事故がありドライバーが亡くなった。事故現

場から西北中央病院はほんの２キロ。救急車搬送時間はものの

５分もかかるまい。それが３０キロ離れた弘前市まで搬送され

た。もちろんダメージの程度の問題はあるのだが、地域の救急

体制がしっかりしていれば結果は変わったかもしれないと思う

とやりきれないものがある。

について。

おそらく交通事故でなくなられるケースでは多発外傷が予想さ

れるので、より高次医療が望まれるので弘前への搬送は間違っ

てはいないような印象です。
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ただ、ご家族の心情を考えると、お悔やみ申し上げます。

ただ、今この場でがんばっている医師の頑張りが足りないと

か、ここで西北でなんで受けなかったといって責めるとかはし

ないでいただきたい。

これをやると奈良の大淀病院の産科のお話と同じで、医師がリ

スクのある症例を診たがらなくなります。また、今いる医師が

逃げ出します。

あくまでも、政府や行政に対し、しっかりとした体制を作って

欲しいという視点で活動して欲しいです。

さて、やりきれない部分ですが、おそらく多発外傷を管理人さ

んの地域で診るならば麻酔科、ICU、外科、整形外科、脳神経

外科等のチームが必要となってしまうため、集約された病院に

行ったほうが結果的に助かる率が高くなるので西北中央病院に

は多数の科と多数の医師が必要になると考えます。

しかし、県内２７の自治体病院に勤務する常勤医は５月現在４

８１人で、施設の運営上必要な数には１４５人足りないという

現状ではそれもままならないでしょう。（西北中央に集めれば

他の地域はいなくなります。）

医師を増やすか？（その場合医療費も上がるので、財源、自己

負担等についての議論が必須です。）

病院を集約化するか？

医師以外に権限を与え、医師以外が軽い風邪等を診察するか？

（法律の改正が必要ですが、助産所とかはこの考えでしょう）

やはり、何らかの国民からのアクションが必要でしょう。

ただし、今の政権下では絶対にこの流れは変わりません。（だ
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からといって某M党が政権を握っても変わらないかもしれませ

んが・・。）

やはり、国民が選挙の際に年金だけでなく、医療についても争

点にしていくことをしないと・・・。政治家は国民の声には敏

感ですが、票に直結しないと本気にはしません。

管理者

示唆に富むご意見ありがとうございました。

＞あくまでも、政府や行政に対し、しっかりとした体制を作っ

て欲しいという視点で活動して欲しいです。

わたしどもも、そのつもりでおります。金木病院の救急復活

は、この国の医療取り組み姿勢にかかわる問題だと承知しま

す。
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2007・07・18（水）

搬送先決まらず死亡

トリアージの難しさ　病院が二転三転、女性死亡

 

「救急車が来られない」「受け入れる病院がない」。柏崎市

に隣接する刈羽村の倒壊した家屋から救助された五十嵐キヨさ

ん（７９）は、受け入れ先の病院が二転三転し、ひん死の状態

で救助されてから約１時間後に病院に収容されたが、死亡し

た。災害時にどの患者を優先的に病院に収容するかという「ト

リアージ」の難しさを突き付けた。

地震で五十嵐さん方２階建て家屋は１階部分が完全に押しつ

ぶされた。「キヨさんがいない」。近所の人たちは五十嵐さん

がよく行く畑などを探したが見当たらず、近所の約３０人が

チェーンソーなどで倒壊家屋をかき分け、１６日正午ごろに五

十嵐さんを助け出した。

五十嵐さんはうっすらと目を開けるが、どんどん意識が遠の

く。救急車を要請したが、来られないとの回答。村には常駐す

る救急車はなかった。急きょ、消防団の消防車に先導された軽

トラックで搬送することになった。地震で隆起し、亀裂が走る

道は思うように進めない。刈羽郡総合病院に向かったが「医者

が足りない。受け入れられない」との無線連絡が入った。同病

院は負傷者であふれかえっていた。

次に長岡赤十字病院に転進したが、ここも「いっぱいでだ
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め」。反対側から来た救急車を強引に呼び止め、すでに乗って

いたけがの患者と乗せ替えてもらい、最終的に柏崎中央病院に

収容されたが、間もなく息を引き取ったという。

近所の男性は「道の状態がよく、搬送先が二転三転しなけれ

ば間に合ったかもしれないのに…」と肩を落とした。

五十嵐さんを搬送したトラックの男性は「いつもにこやかな

いい人だった。もっと早く運んであげられれば助かったかもし

れないのに…」と肩を落とした。

『産経新聞』(2007/07/17 11:04)

http://www.sankei.co.jp/shakai/jiko/070717/

jko070717013.htm

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

患者の優先順位「トリアージ」の難しさと括っているが、実

際は医療費削減策によって生じた救急体制の脆弱さを指摘すべ

きだろう。

新潟も他と同様に医師不足に変わりは無い。また緊急医療を

担った赤十字病院も先の報道で医師不足に苦しんでいる。

「たらいまわし」によって患者が亡くなる。こんな悲劇はく

り返してはならない。
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因みに、中越沖地震で放射能漏れを起こした柏崎原発だが、

住民の強い不安・要請にもかかわらず、「活断層は無い」（御

用学者による調査）と押し切って運転されてきた。いま世界最

大規模のこの原発施設の直下に活断層があることが明らかに

なったが、いったいどう言い訳をするのだろうか。また、ここ

で発電された電力は首都圏に送られているという。地元に不安

を押し付け、利益は中央がいただくという構図はまさに地域住

民を無視したものだ。

新潟県中越沖地震は、そのひび割れから、利益優先・住民軽

視というこの国の実態をいみじくも明らかにしたと言える。人

災は避けることができるはずだ。

コメント

ssd

いや

これは「黒タグ」です。

もしこの惨事が医師不足など普段は全くない東京都下で発生し

ても、おそらくこの方は医療を施されずにお亡くなりになった

でしょう。

その道理がわからないうちは、救急医療を語る資格はありませ

ん。

アンディ

>「医者が足りない。受け入れられない」
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>患者の優先順位「トリアージ」の難しさと括っているが、実

際は医療費削減策によって生じた救急体制の脆弱さを指摘すべ

きだろう。

実際にトリアージの難しさの問題ですから。

災害医療と救急医療は別物と考えるべきだと思います。

災害医療では限られたりソースのもといかに効率よく救命する

かが問題となるわけで、お金があればどうにかなるというもの

ではありません。

お金の問題というなら

>救急車を要請したが、来られないとの回答。村には常駐する

救急車はなかった。急きょ、消防団の消防車に先導された軽ト

ラックで搬送することになった。

というような状態なら改善できたでしょう。

村民が金銭的な負担をしてでも災害時に向けて救急車を常駐さ

せていたならこの方は助かったのかもしれませんね。

村に常駐させれば金銭的負担は大きくなるでしょうけれど。

導入･ 維持にコストはかかっても災害時などでの使用でコスト

に見合ったベネフィットが期待できるのであれば導入する、と

いう合理的な判断をする自治体が増えてくれることを期待しま

す。
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医療機関が金で解決できるのは「医師が足りない」部分をどれ

だけ改善できるかという点のみですが、医師が全国的に足りな

い以上、かならずどこかの地域でこのような問題は起こりま

す。

どちらかというと、平時から複数の自治体間で大規模災害時の

患者搬送・災害医療に関するシミュレーションができていたか

どうか、また現場で行われていたトリアージが適切であったか

どうかということを事後に検討し、次にどこかで起きるであろ

う災害に対して反省点を生かしていくことの方が大切だろうと

思います。

勿論、このとき反省点があったからといって責任を追及される

べきではないということは言うまでもありません。

記事だけ見ると幾つか思い浮かぶ運用上の問題点はなくもなさ

そうですし、検討することは必要でしょう。

なお、私の価値観においては、現実的な問題点の検討のためな

らともかく、災害を己の政治的な主張とからめるような行為は

今回の政治家たちの行動と重なりますが、非常に醜い、下劣な

行為だと位置づけられます。

被災者に対して失礼だと思いませんか？

内科医12年目

他人の努力に敬意を払ってこそ、自分の主張にも説得力がでる

だろう

医師不足による救急停止と、大災害によるトリアージを混合し



金木病院救急再開物語（下）

366

ているように思える。大都会でも田舎でもこのような災害が起

こったら、足りない医療スタッフを総動員してトリアージ・治

療に当たるし、当然トリアージではじかれる人が出てくる。

少なくとも７９歳の老女のトリアージとしては、救助後の社会

復帰を考えても後回しにならざるを得ないだろう。79歳女性

の処置を後回しにしようとした医師（病院）の判断は正しいと

思うが。79歳女性を後回しにしたからこそ、もっと若い命が

助かったのかもしれない。でもそれは報道されない。

ところで、被災地の病院に出勤してきている医療スタッフの家

も崩壊して、心配この上ない状況だと思います。そのことを我

慢しながら働いていると言う事も思いやっていただけますか。

医師も看護婦も被災者なのですよ。

やぶ内科医

スレ主は、「亀裂が走る道は思うように進めない。」という簡

単な一文すら読めないようだ。

災害の起きそうな場所には、自衛隊の大隊でもあらかじめ常駐

してもらえばいい。費用は自分で負担してね。

 



金木病院救急再開物語（下）

367

2007・07・19（木）

新潟県中越沖地震

地震で被災した部品メーカー・リケンからエンジン部品供給

が途絶え、自動車メーカー各社が工場生産を休止した。

トヨタは全１２工場を含む３０工場、日産なども４日間休止

するという。

この背景には、在庫圧縮・効率化を優先させるいわゆる「ト

ヨタ生産方式」「トヨタかんばん方式」がある。最小限の在庫

で利益を追求してきたこの方式は、いまやこの国のバイブルと

もなっているが、各方面で軋みが指摘されている問題でもあ

る。いったん事おこればこれほど脆弱な方式であることも露呈

した形だ。

アンディ氏からの批判にめげずあえて言うが、医療も同じ道

をたどっているように思えてならない。医療費削減によって地

域医療は集約化という「在庫圧縮・効率化」をよぎなくされて

いる。

救急医療はまさに緊急の問題で命に即直結する。リスク・マ

ネージメントが強く要請される部門である。

リスクを回避するにはリスク分散が必要だ。医療を集約化す

ればすれほど、緊急の事態に対応することが困難になるのは自

明だ。
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原発のみならず国はこの地震から多くを学ばなければならな

い。同じ悲劇をくり返してはならない。

コメント

アンディ

救急医療と災害医療を混同するな。

救急医療はあくまで平時における突発的な個人の急変に対応す

るもの。

災害医療は都市・地域単位が巻き込まれる混乱状態に対応する

もの。

性質の異なるものを同列に並べて語るのでは主張に正当性を失

う。

>医療を集約化すればすれほど、緊急の事態に対応することが

困難になるのは自明だ。

救急は患者にとっては非日常であるが医療機関にとっては日常

であり、24時間365日休まることはない（忙しさに波はあっ

たとしても）。

集約化されスタッフが十分に揃っている医療機関ならば個々の

医療従事者に休養をとらせることができるため、労働量として

は個人間では分散される。
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逆にスタッフが少なければ（極論するなら一人医長産科）すべ

ての業務がたった一人に負わされるためノンストップの業務に

耐えられなくなるのは自明だ。一人医長なんてリスクを集約化

してるようなもの。

それこそありえない話。

医療は病院が行っているのではなく、医療従事者が、人が行っ

ているということを忘れてはいけない。

アンディ

以下は災害医療について述べるが、そもそも、一つの都市の中

では分散といっても大規模災害時にはどちらも被災地域となる

ためすべての病院は本来の機能を発揮できなくなる。

また、隣接した地域が被災したのであれば中途半端な病院がい

くつもあるよりは機能分化させて重症・中等症・軽症の患者を

割り振っていく方が効率的であろう。

アンディ

>リスク・マネージメントが強く要請される部門である。

出産リスクのマネジメントが社会から強く要請された産科はリ

スクを軽減するために施設の集約化を進めましたよね。

何で1つのエントリ内で矛盾した内容が出てくるんですか？
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今までにも何度かありましたしその度に指摘しましたけど。

アンディ

>医療費削減によって地域医療は集約化という「在庫圧縮・効

率化」をよぎなくされている。

どこにもお金がないから大変なんです。

でも国は医療費削減路線を変えるつもりはありません。

仮に路線を変更したとしてそれが実を結ぶまでどれだけかかる

でしょう?

でもそれまで待てないんでしょう？

事態は急を要するから。

だからそれを前提とした上で私は常々

「金木病院に救急を！」というのであれば署名じゃなくて「市

民が金を出して」解決すればいいだけの話じゃないかといって

いるわけです。

雨が降るまで雨乞いを続ければ必ず雨は降るでしょうが、その

前に死んでは元も子もありませんからね。井戸を掘ったほうが
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建設的でしょうね。

同様にお国から金がもらえるまで署名や嘆願を続ければいつか

必ずもらえるでしょうが、それをいつまで待ち続けるのか。

デスマーチ

心が折れました

「十和田中央病院の産科休止」「搬送先決まらず死亡」「新潟

県中越沖地震」の管理人さんの見解を読んで唖然としました。

これでは、とても救急医療はできません。ましてや、災害医療

なんてもってのほかです。

アンディさんらのコメントが全てを説明しているので詳しくは

述べませんが、管理人さんは

　①災害医療は救急医療の延長であり、患者人数が多くなるの

で、医療者も多ければ対応できる。

　②医師を分散させれば、リスクも分散される

と考えているようですね。お願いですから、勉強してくださ

い。「トリアージのしくみ」「トラウマバイパス」「高エネル

ギー事故」などの意味がわかりますか。

まずは、救命救急２４時の東京大震災編をみることからおすす

めします。

西北病院の老朽化についての見解も矛盾したことをいっている

ことをおわかりでしょうか。
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つまり、西北病院が老朽化していると言っても、増築を重ねて

いるので、全部が古いわけではないから、今の施設の使える部

分は利用し、古い部分を改築すればよく、何も別に１９９億も

使って建て替える必要はないということをいいたいのだと思い

ます。

しかし、空調、水道、下水などは、感染対策等も考慮すると、

そこだけを直せばよいというものではありません。また、動線

も複雑化し、患者にとっても複数の科を受診したり、検査をう

ける際は、端から端へ移動したりしなければならなくなりま

す。

したがって、４、５０年たつとだいたい病院をたてかえない

と、維持費ばかりがえらくかかります。水道の配管が一部ぼろ

ぼろになると、内視鏡などの精密機器の洗浄にも何万もする

フィルターをしょっちゅう各部署でとっかえなければならなく

なります。

つまり、現在の建物に増築することは、金木地区と旧五所川原

地区の水道を一緒にするようなものです。

だから、論理的に、現実的に考えると、西北地区の医療を充実

する（これ以上悪くしない）ためには、新しい病院は必要であ

るが、１９９億円も必要があるのかという議論になると思いま

す。

管理人さんはことあるごとに行政にグランドデザインをしめせ

といいますが、管理人さんの考えはどうなんでしょうか。今ま

でのブログからは、金木病院はある程度の救急のできる病院に

といっているだけで、抽象的でよくわかりません。１度ブログ
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で具体的な提言をお願いします。

管理者

グランドデザイン

それを具体的に示すためには、行政、病院、住民の３者が同じ

テーブルについて議論することが不可欠です。

金木病院の場合、行政と病院がどう取り組んでいるのか一切住

民に知らされていません。なにがなんだかわからないまま、な

にかをしているといった状況です。事実、報道の取材拒否もお

こなわれています。

また、金木病院の運営を担う「病院議会」に請願を出していま

すが、会議は秘密会議。どのような議論がなされたのかも一切

知らされませんし、いまどのような問題を協議しているのかも

闇の中です。

このような秘密主義をまずは撤廃し、情報を住民に公開するこ

とが地域医療を守る第一歩となるはずです。

水道疑惑問題、１９９億中核病院建設・・市の大規模事業が住

民の理解を得ないまま進められようとしています。平山市長は

当選にあたり「わかりやすい市政、情報公開」を約束しまし

た。いまとなっては、空しいことです。

住民が声をあげ続けなければならない大きな理由がここにあり

ます。

TM

金木病院の救急とは？

病院でどのような救急体制をとるか考える場合，受け入れる疾

患，外傷によりそれに必要な医師の数や専門科が変わります．

金木病院の救急を「早急に」復活させるのであれば，今の医師

不足という現状を考えれば扱う疾患をかなり制限しなければな
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らないでしょうし，多発外傷のような非常にマンパワーを必要

とする患者も地域で診るのであれば，救急の復活は困難という

ことになります．管理人さんは具体的にどのような患者さんを

金木病院の救急で受け入れてほしいのですか？私も一度お聞き

したい．五所川原市の救急体制を考える上で金木病院の救急に

何を求めるのか，住民が行政に訴えるために必要なことだと思

います．

管理者

請願書では「救急復活」しか要請していません。なぜなら、ど

の程度の救急体制が金木病院で実現可能なのかという大きな問

題があるからです。

基本的には救急停止前の状態に戻すことです。高度な救急医療

体制を求めているものではありません。
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2007・07・21（土）

五所川原市赤字に

県内市町村の二〇〇六年度普通会計決算（見込み）は、黒石

市、五所川原市、むつ市、深浦町の四団体で実質収支の赤字が

見込まれることが二十日、県の調査でわかった。・・（略）・

・

〇五年度決算が赤字だった野辺地町は黒字転換した一方、新

たに五所川原市が赤字に転落。同市は〇五年度から三年連続

で、一般会計予算に収入の見通しが立たないカラ財源を計上。

〇五年度は黒字化したが、〇六年度では一億円程度の赤字とな

る見込み。

『陸奥新報』

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

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

昨年の冬は記録的少雪だった。除雪費が大幅に節約されたに

もかかわらず一億円の赤字。平年並みに雪が降っていれば赤字

はこれに数億円加算されたことだろう。

市の財政難は市民を直撃している。金木町のトレーニングセ

ンターおよび老人の憩いの場である温泉施設は修理費を捻出で

きず閉鎖されている。温泉施設はボイラー修理費のたった２５

０万円を出せないがために利用できず、風呂のない住宅施設で
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暮らす人たちは多大な不便を強いられている。夏祭りも予算が

ないということで今年から中止となった。住民税はいきなり２

～３倍となり衝撃を与えている。

市民の「暮らしにくさ」を理解しているのだろうか。１９９

億円の１％でも福祉に向ければ多くの問題が解決される。ケイ

ンズ経済学というか、公共事業投資（ハコモノ）によって地域

を活性化する手法はもう古い。オルタナティブな取り組みがい

ま求められている。暮らしやすい地域を実現するために新しい

視点が必要だろう。
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2007・07・22（日）

医療界よ団結せよ

日医NEWS　　勤務医のページ　　第1099号（平成19年

6月20日）

勤務医の過重労働が医療崩壊を加速！医療界は大同団結せよ

！

　済生会栗橋病院副院長，医療制度研究会代表理事　本田　

宏

＜抜粋＞

「医療は命の安全保障」，医療崩壊で最も被害を受けるのは，

罪のない国民だ．しかし，国民は正しい情報なしに的確な判断

を下すことは不可能である．

　私たちには，「現場の真実」を国民に伝え，専門家集団と

して日本の医療崩壊を阻止し，新たな日本の医療制度を提言

し，再構築する社会的責任がある．今こそ，日医，各病院団

体，大学や学会等を越えて，大同団結すべきだ．そのうえで，

看護師，薬剤師，歯科医師，医療事務，その他各医療専門職に

も呼び掛け，医療崩壊阻止の大きなうねりをつくらなければな

らない．日本がいくら世界の経済大国を目指しても，自殺大国

と格差社会を放置し，国民が不幸なままでは，国の永続的な繁

栄はないのだから．
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http://www.med.or.jp/nichinews/n190620n.html

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

医師は分裂支配にさらされていながら、そのことを自覚でき

ずにいる。理不尽な国策に不満を呈しながらも追従している。

わたしは何度か「医師の組合」の必要性を述べた。医師の勤

務状況の改善だけでなく、この国の医療のありかたに医師は

もっと発言する機会が与えられなければならないと考えるから

である。

「立ち去り型サポタージュ」・・なんと哀しい言葉だ。

この国の非正規労働者は３割にのぼり、彼らは厳しい労働と

低賃金に喘いでいる。かれらは声をあげはじめた。個人労働組

合「ユニオン」に加入したり、あるいは「ガテン系」といわれ

る労働組合が結成されつつある。

団結と連帯・・言葉は古いがめざすものは常に新しい。

全国の医師よ団結せよ。医療界よ団結せよ。

コメント

内科医12年目

医局を壊して後悔してませんか？

医師の唯一の組合的組織『医局制度』を国民総出でぶっ壊した
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のでは？？？名義貸しや盆暮れのお歳暮にまでメスを入れ、医

局と地方自治体病院とのパイプを完全に破壊して喜んだのは国

民自身ではないですか？

ネーベン先や派遣先に文句言ったり待遇改善を要求するのも医

師派遣要求も、医局制度が生きていた時代にできていた。地域

医療も地元の要望を聞いた医局が、嫌がる医局員を無理やり派

遣してきていた。

いまさら医師の組合をつくるのですか？すでに壊したのです

よ。あなた達国民が。

何度も言われたことですが、医師は先輩や同輩、同僚、後輩な

どの医者仲間の言うことしか聞きません。ましてやユニオン？

医師をバカにしてませんか？医師は就職には不自由していませ

ん。困ってるのはあなた方僻地の住民の方でしょ。

今後、医師を招聘するためには医局や教授を説得すればよい時

代は終わったのです。医師個人個人（20万人以上）に打診し

て、来てもらえるかどうか、聞いて回る時代になったのです。

そういうふうにしたのは国民自身です。

団結と連帯が必要なのはあなた方であって、医師ではありませ

ん。

管理者

なるほど。

おなじ医師仲間であろう本田宏氏の意見には真っ向から反対と

いうわけですね。

当然のことですが、医師にもいろいろあるというわけですね。
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ところで、医局制度が廃止になるとき、国民の対応ばかり責め

ていますが、あなたは何をしたのですか？是非ともお伺いした

いものです。因みに、わたしはその当時は関心がありませんで

した。偽らざるところを申し上げます。

管理者

追加

話が医局問題に意図的に流されましたが、内科医12年目さん

は医療界の団結に関してはどう考えますか？

内科医12年目

医師に組合なんて必要ない。あなた方が壊したんでしょ。医局

と言う組合を。

＞あなたは何をしたのですか？是非ともお伺いしたいものです

何をしていたか述べると個人が特定されかねないので要約しま

すが、研修医制度によりまる2年入局者がいなくあり、たまに

回ってくるローテート研修医もまともに消化器内科を手伝う気

も無くなりました。

夜中も明け方もひたすら大学病院で消化器内科（止血や

PTCD)やってました。かつてならカメラの準備やあと片づけ、

洗浄、検査室に飛び散った血液の掃除など消化器内科専属の研

修医がてつだってくれましたが、ローテート組がまったく手伝

わない。彼らにすれば「よけいなことをしてカメラを壊したら

申し訳ない。」「私ら研修医は9時５時なんです」とのこと。

結局、指導医たる私が１人で止血し、カメラを洗浄し、検査室

を掃除し（午前2時とか3時）、待たせてある軽症患者（風邪

など）に「いつまで待たせるんだ」と罵声を浴びながら夜間の

診療が明け方まで続きます。緊急内視鏡が夜中に2件あること
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もあり、それを私１人で対応するのです。研修医の手助けな

く。そして、内視鏡の洗浄の仕方が悪いと看護婦から非難言わ

れ、それが上司に伝わり、「お前の内視鏡は一体なんだ」と小

言を言われます。

前日からの続きの深夜業務であるものの、つらくて患者のため

と思ってやっても、病院内からは文句こそいただいても、だれ

も良くやったといってくれない。数年して辞めました。これが

いわゆる立ち去り型サボタージュなのでしょう。その後、私の

抜けた穴埋めによその市中病院から補充されますたが。引き抜

かれた市中病院は困ったでしょうが。ちなみに今の大学研修医

の給料の方が、10年目の私の給料より多かったのは事実です。

青森なんて田舎のお話ではなくではなく、都会での話です。

今はまったり田舎の病院で仕事してますが。職探しには全く苦

労しませんでしたよ。

＞医療界の団結に関してはどう考えますか？

診療報酬の改定と自治体職員出向による人件費の重さにたえか

ねてあと4-5年で目ぼしい自治体病院を除いてほとんどすべて

倒産（行政が病院運営を放棄する）でしょう。その時こそ、自

分たちが培ってきた技術を「自費診療」という形で民間病院な

り、開業なりして発揮いこうと思ってます。ですから、団結な

んて想像外です。頼れるのは自分と自分の才覚だけです。

管理者

タイトルに違和感がありますが、ご丁寧に回答いただきありが

とうございます。
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医局＝組合かどうかは異論ありますが、それはさておき、医局

が医師配置に大きな役割をになっていたことは了解します。た

だ、現場での運用が「不透明」だったことも指摘されなければ

なりません。

某自治体病院では、医局の有力教授に毎年「カニ」を贈ってい

ました。ある病院は「商品券」を贈っていました。一種のワイ

ロが公然とおこなわれていました。医局が廃止になりパイプが

失われ「カニをどこに届ければいいのか」といった笑えない自

治体病院も出たわけです。

医局廃止が発展的解消として、それに変わるシステムをもてな

かったことが今の医師偏在、地方の極端な医師不足を引き起こ

したことはよく理解できます。あらたなシステムの構築が求め

られているのかも知れません。

医療をまもるために、現場の医師がはたすべき役割は非常に大

きいものがあると思います。（医療崩壊は自分には関係ないと

言いたい気持ちもよくわかります）。医師の連帯、行政・病院

・住民の連帯なくしてこの国の医療崩壊を防ぐことはできない

と考えます。わたしのこのスタンスは決して変わることがない

でしょう。

内科医12年目

医師の連帯、行政・病院・住民の連帯以前に、金木病院（周辺

住民も含め）は医師側からすでに聖地認定を受けたDQN病院

扱いであることには?br> そんなに青森が、特に金木病院が

困ってるなら、そしてこの国　に職業選択の自由があるのな
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ら、どーか、管理人自身が医者になって、青森の僻地医療のた

めに頑張ってください。でも、医者と言う名の奴隷に過ぎませ

んがね。

誰か医者がきてくれないか待っていても誰もきませんよ。

お医者の皆さんは、私が上記で述べたようなつらい経験を大な

り小なりお持ちのはずです。だからきつい病院からは逃げ出し

たいのです。病院に殺される前に。

それなのに「職業選択の自由」などと呑気なことをおっしゃっ

て、「自分は医者にならないからだれか奴隷医者来い」という

態度は傲慢に見えます。医師を部品扱いしてませんか？あなた

が部品に志願すればいいでしょう。職業は自由なんだから。奴

隷を他人に強要するものではありませんよ。

長さん

連携して文句ばかり言う住民の所には、医者は赴任しないモノ

ですよ。金木病院もそう言う病院だと言う風評を得ています

ね。そして、厳しいようですが、ブログ主さんこそが「連携し

て文句ばかり言う住民」の代表として理解せられていると言う

訳です。

特に以前のブログにあったコメント、

>職業選択の自由です。

これが良くなかった。権利ばかりを主張して、自覚の乏しい人

間だと言う強い印象を与えていました。大変残念な事です。

ネットを見れる人間が金木病院に赴任しようとする場合、確実

に検索サイトでこの病院の評判を調べようとするでしょう。検

索サイトで「金木病院」を調べると、このブログが上位に来ま
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す。そしてブログ主の上記のコメントを見る、どう思うでしょ

うか？

管理者

わたしたちの主張に誤りがあるとは思いません。医師招聘問題

は医師不足という社会問題ですから施策の批判もおこないま

す。

へつらい、媚びて医師に来ていただくのでは無意味ですし、そ

れはまた医師を侮辱することにもなりますからそのつもりもあ

りません。金木病院問題はそう言う意味を孕んでいます。

ある医師

この言い方は

＞わたしたちの主張に誤りがあるとは思いません。医師招聘問

題は医師不足という社会問題ですから施策の批判もおこないま

す。

＞へつらい、媚びて医師に来ていただくのでは無意味ですし、

それはまた医師を侮辱することにもなりますからそのつもりも

ありません。金木病院問題はそう言う意味を孕んでいます。

確かに本質をついているのかもしれません。

ただし、その言い方が医師を傷つけ、医師を侮辱しているよう

に捕らえられかねないことも事実です。

国がどんな政策を取ろうとも勤務する医師に対し、きちんとし

た待遇や地域の後押しをしてあげないと来た医師も去ってしま

います。
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まあ、きっと今の政権はこのままの医療政策を変えないので、

金木問題は管理人さんの望む方向には解決しないと思います。

また、医師サイドの意見として、署名だけして行政や今いる医

師にプレッシャーを与えるのみで、自分たちはどれだけの負担

をしてもいいとか夜間の不必要な受診を控えるようにするとか

といった今いる医師の負担を減らすための運動をされていない

のは片手落ちの印象です。

管理者

掛川病院が出した「救急診療についてのお願い 」を参考に、

救急利用について住民の認識を深めるキャンペーンをおこなう

予定でいます。それは救急復活が現実味をおびたときに展開す

る計画です。

Unknown

>団結と連帯・・言葉は古いがめざすものは常に新しい。

>全国の医師よ団結せよ。医療界よ団結せよ。

団結してユニオンを作って、交渉力を高める、ということです

ね。

で、交渉の武器としては、昔医師会がやった「保険医総辞退」

とかですかね。

でもその方法は当時ずいぶん叩かれて、医師会＝悪者というイ

メージが世間に定着しちゃったからなあ。

ドイツなんかは医者がストライキしましたけどね。

でもこのご時世でストなんかやっても国民は味方についてくれ

ないでしょ。

マスコミは一斉に叩くだろうし、患者さんに申し訳ないし。
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もっと個々人に負担がかからなくて、世の中にインパクトを与

えるような闘争方法無いのかしら。

って考えたらあるじゃん。「一身上の都合で」辞めちゃうの。

病院から合法的にいなくなるの。

どうだろう。

って考えたらもう始まってるじゃん。「立ち去り型サボター

ジュ」。

哀しい言葉だっておっしゃるけど、「サボタージュ」というの

は立派な闘争手段なんですよね、労働争議。

本田先生もこのブログの管理人さんも「団結と連帯」とおっ

しゃいますけど、実はもう医者は「団結と連帯」をはじめてい

るのかも知れません。

これまでとは違った形での「団結と連帯」。

どこにも本部はない、意思決定機関もない、個々人が自立した

ままなんだけど、結びつき支えあうようになってきているん

じゃないだろうか。

いいか悪いかは別として、医者というのはやっぱり他の仲間の

医者の評判が一番気になる生き物で、それが行動を律していた

ところがあった。

ちょっと前までは、後任も決まってないのに辞めるなんて無責

任なことだと、医者は思っていた。

いや、正確には「無責任だと仲間の医者に言われるんじゃない

か」と医者は思っていた。

でもそうじゃなかった。たとえ地域の住民が迷惑しても、辞め

る決断を責める医者はいない、むしろ「ご苦労様」と労ってく

れる。
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どこで協議したわけでもないけれど、医者の意思の集合体が、

「サボタージュ」を是とした。

そういうことなんだろうと思います。

さらには、仲間を酷い扱いにしたところは行かない。誰かが行

こうとしたら止める。そういう病院や自治体の情報は、仲間で

共有する。

ほら、そう考えたらもう「団結と連帯」は、始まっているんで

すよ。

ある医師

うーん

＞掛川病院が出した「救急診療についてのお願い 」を参考に、

救急利用について住民の認識を深めるキャンペーンをおこなう

予定でいます。それは救急復活が現実味をおびたときに展開す

る計画です

このキャンペーンを先に行うべきです。（医師に来て欲しいと

いう前に）

それが今いる医師を減らさないために真っ先にすべきことであ

り、スタート地点です。

また、救急利用の住民認識のみならず、今の最低限の体制を維

持するためにどの程度地元で負担すべきか、そのための増税や

他の部分への出費の削減をどうするかといった財源への言及も

必要です。

それは住民に痛みを伴うものになると思います。

何でも行政がやってくれる時代は終わりました。

自分たちがどうしたいか？そのためにどんな負担を受け入れら
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れるか？この論議が大事と考えます。

黙っていれば（ただ救急をやって欲しい、医師に来て欲しいと

いうのみ、署名するのみ）、今の体制を保つことすらままなら

なくなるでしょう。

ある医師

うーん

＞掛川病院が出した「救急診療についてのお願い 」を参考に、

救急利用について住民の認識を深めるキャンペーンをおこなう

予定でいます。それは救急復活が現実味をおびたときに展開す

る計画です

このキャンペーンを先に行うべきです。（医師に来て欲しいと

いう前に）

それが今いる医師を減らさないために真っ先にすべきことであ

り、スタート地点です。

また、救急利用の住民認識のみならず、今の最低限の体制を維

持するためにどの程度地元で負担すべきか、そのための増税や

他の部分への出費の削減をどうするかといった財源への言及も

必要です。

それは住民に痛みを伴うものになると思います。

何でも行政がやってくれる時代は終わりました。

自分たちがどうしたいか？そのためにどんな負担を受け入れら

れるか？この論議が大事と考えます。

黙っていれば（ただ救急をやって欲しい、医師に来て欲しいと
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いうのみ、署名するのみ）、今の体制を保つことすらままなら

なくなるでしょう。

デスマーチ

議論が白熱してきましたが

　このエントリーに関しては、管理人さんは医師の本田先生も

いっているように、国や行政のいいなりになっていないで、団

結してもっと自分の立場を主張すればいいんじゃないですかと

いったスタンスだと思います。

まさか、こんなに反論がくるとは思わなかったでしょう。内科

医１２年目さんのいうことはまさに実感していますが、この問

題に関しては私は管理人さんの立場に近い考え方です。

私は、医局がもっと労働基準法の遵守を病院に強くはたらきか

けてほしいと思っています。たとえば、救急患者を診た場合

は、いまはただ働きですが、きちんと時間外労働として認め、

次の日の休めをきちんと認めてほしいのですが。個人で言って

も変人扱いされてしまいます。

さて、名義貸しや盆暮れの付け届けについてメスをいれたこと

で、医局制度がくずれ、今日の状態をまねいたことは明らかで

すが、だからといってそれが容認される時代でないでしょう。

結果として、民間の派遣会社に１０倍以上のコストをかけても

派遣される医師の質が補償されず、契約料だけむしりとられる

現状をみれば、バカなことをしたものだと思うのは当然でしょ

う。

しかしながら、医局のしばりが緩くなったおかげで、実力のあ

る医局員は、なにも金木病院のような僻地の病院や、理不尽な

勤務をしいられる大学病院に無理にいかなくても、どんどん自

分を必要とする病院にいくチャンスが増えてよかったと思いま
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す。それが、ちょっと皮肉混じりではありますが、内科医１２

年目さんの主張だと思います。したがって、金木病院の常勤医

を増やすためには、魅力ある勤務体制がとれるかにかかってい

ます。

管理人さんを代表とする住民のみなさんもどうやって、住民の

立場から魅力ある勤務体制を実現できるかを考えてほしいので

すが、その方法の１つがコンビニ受診をひかえることを呼びか

けることです。

＞掛川病院が出した「救急診療についてのお願い 」を参考に、

救急利用について住民の認識を深めるキャンペーンをおこなう

予定でいます。それは救急復活が現実味をおびたときに展開す

る計画です。

したがって、こんなのんきなことをいっている場合ではないと

思います。今すぐできる方法です。

また、医師の緊急派遣にしても、管理人さんは良い方法と思っ

ておられるようですが、今までの医局にかわり国が強制して同

じコトをするにすぎないので、医師にとってはふざけるなとい

う気持ちです。この辺の機微が管理人さんにはわからないと思

うので、議論になってしまうのでしょう。

さて、そこで、グランドデザインですが、管理人さんは

＞請願書では「救急復活」しか要請していません。なぜなら、

どの程度の救急体制が金木病院で実現可能なのかという大きな

問題があるからです。
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基本的には救急停止前の状態に戻すことです。高度な救急医療

体制を求めているものではありません。

といっていますが、平成１２年と現在では救急医療にもとめら

れているレベルが格段にちがいます。また、高度な救急体制を

求めないなら、なおさら、高次病院との連携が不可欠になるの

で、交通事故などでは、１秒でも早く根治的な治療のできる病

院に搬送することが大切で、「トラウマバイパス」という概念

です。これが、ドクターヘリにつながってきます。すると多発

外傷では、救急隊が電話で状況を各病院の医師に連絡をして、

金木が無理なら、西北に、西北で対応がむりなら、弘前に搬送

するという対応が１％でも助かる可能性を追求するのであれば

正しい対応になります。それをマスコミのいうことをいうのみ

にして「たらいまわし」と表現されるのは、中傷、侮辱であ

り、患者さんを助けようとしてやっていることがそういわれる

のであれば、やはり金木病院では救急はやりたくありません。

金木病院で断って他の病院にダイレクトでいけば助かったかも

しれない患者を、金木病院で診て、「もう手のほどこしようが

ありませんでした」と「言うほうが確かに住民の皆さんからみ

れば、一生懸命やっているようにみえるし、そういう高度でな

い救急体制を求めているのでしょうか。

長さん

誰しも見たくないモノがある

>わたしたちの主張に誤りがあるとは思いません。

誰にとっても自分の誤りを認めるのは大変なことです。ならば

よろしい、ブログ主さんは自分を信じて進まれる権利がある。

一方、医師の側も自分の意見をいろいろ決める際に参考にしよ
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うとする事項が必ずあるものです。そして、このブログこそ、

最大のマイナス要因になっているという事実を、見たくなけれ

ば見ないで結構なのではないでしょうか？ただし、とても嫌な

結果だけが付いてくる事になるでしょうな。残念です。

管理者

地域に有効な金木病院の救急体制のありかたを検討すること

や、コンビニ救急の防止などの住民の啓発はわたしたち「維持

する会」の取り組むべき大きな課題であると認識しています。

金木病院の救急実績年間７００件の中身を精査すればもっと効

率化できる可能性もありますから医師の負担を軽減することも

できそうです。

いずれにしろ、金木病院救急体制のありかたを三者（行政・病

院・住民）で煮詰めることが喫緊の課題だと思いますし、また

その構想が無理なく「持続可能」なものでなければ元の木阿弥

となってしまいますから特に留意が必要だと認識しています。

れい

大学病院はおかしいよ。

内科医１２年目さんは一所懸命やっていたと自負されている

が、無駄な仕事が多い。内視鏡の準備をするくらい暇があれ

ば、時間外外来に来ている患者さん１人か２人くらいは診察可

能なのである。

内視鏡であれば、医者は内視鏡を操作することだけに専念する

べきなので（医師が不足しているのであればなおさら）、それ

以外のことを医師がするのはもってのことである。内視鏡を準

備したり・洗ったりする時間や、床に落ちている血液を拭く時

間があれば、１分でも多く患者さんのところに行くべきだし、

また、カルテ作成に費やすべきである。もし、深夜であれば、
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１分でも多く睡眠時間に当てないといけないだろう。寝不足で

翌日診療することは、まともな時間に診察に来ていただいて長

時間お待ちである患者さんに失礼である。

当然するべきことは、医局の医師が団結して、純粋な医業以外

のことをすべて医師以外にアウトソーシングする、そういう運

動が必要なのに、大学病院の先生方はそれをしない。医者には

大声あげる癖に、医局長や教授は看護師や放射線技師には一言

も自分の主張を言えないのである。内弁慶なのである。おまけ

に限界いっぱいの市中病院から吸収するからたちが悪い。地域

住民の方にも大迷惑なのである。医師が足りないから、医師が

いろいろ仕事（雑用）をすると、患者さんの診察がおろそかに

なるし、また夜遅くなってからしか診察できないため、患者さ

んにも迷惑がかかるという立派な理由があるのにだ。そりゃ当

然、研修医からも見限られる。医師不足といわれるが、普通の

市中病院の感覚だとまだまだ余裕があるようにしか見えない。

内科医12年目

れいさんへ

よくご理解いただけたようで嬉しく思います。

このような僻地医療の崩壊、地域の基幹病院さえ崩壊しようと

している元凶が一体何なのか、あなたならお分かりいただける

かと思います。研修医制度のせいかも知れないし、内弁慶の医

局長や教授先生も原因かも知れません。

大学病院に救急車で夜中に運ばれてきた場合、ルートを取り、

挿管し、IVHを入れ、採血し、採血した検体を検査室に持って

いき、検査機にセットし、結果を処置室に持って帰り、ＣＴ室

へ患者を搬送し、（そのCTをとるのすら、夜勤の技師さんに
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平身低頭してお願いしてやっと撮影していただけるのですが造

影剤を使うことすら何だかんだと文句を言われ・・・）必要に

応じ専門医を呼ぶか自分で何とか処置する・・・・これすべ

て、国立大学病院ならば医者がやるんです。私立なら多少、看

護婦も手伝いますが、基本的に看護婦は傍観者にすぎません。

そして、処置をした後に血液やなんやらが散乱した後をきちん

と清掃しないと翌日の朝、看護婦さんが医者を叱るかその医師

をパージ・無視し、仕事が非常にやりにくくなるのです。看護

婦さんにとって、目の前の患者をとりあえず助けることより、

医師がコンピューターに打ち出す薬品投与指示シール（と言っ

ても実際に患者に投与するのも医者ですが）が手順に乗っ取っ

てカルテに貼られているかのほうが大事なのです。だって、医

者には患者に対する責任がありますが、看護婦にはそんな責

任ってほとんどないでしょ。コンピューターが停止している夜

間に出した点滴・投薬指示を、翌日の朝５時に稼働し始めるコ

ンピューターに正式に打ち出し、きちんとカルテに貼るよう看

護婦から言われるのが大学の医師です。医師は、一晩寝ずに良

く働いた、とは褒めてもらえないんです。責任があるから寝ず

に働いて当然だと思われているのです。

看護婦さんが夜中も気安く処置を手伝ってくれたら・・・技師

さんも気持ち良くCTを取ってくれたら・・医療崩壊もなかっ

たのかも。

こんな具合ですから、大学の医師には団体で声をあげる元気は

残っていませんし、元気のあるうちに技術や資格をゲットして

逃げ出すことを普通は考えます。また、看護婦に改善提案して

逆に恨まれたら業務に差し支え、最終的に患者に害があれば責

任は医者が取らねばなりません。だから、患者を人質にとった
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看護婦やコメディカルに対し、医師は物を言えないのです。そ

んなわけで、ブランド力すらないような大学病院には研修医は

近づきません。れいさんのおっしゃる通り大学病院はおかしい

のです。もしかしたら、看護婦などの職員のために存在してい

るのかもしれません。

でも、医局内での徒弟制度、仲間意識、これらも捨てがたい物

があるのも事実です。ほんとに悩ましい問題です。少なくと

も、私がもし夜間に意識不明になって患者として運ばれるとし

たら、国立大学病院よりは私立大、また、私立大よりは大手の

民間病院がいいです。その方が効率的に処置されるはずです。

長文失礼しました。

Unknown

内科医12年目さまへ

内科医12年目さまは弘大にいらっしゃった方ですか？

弘前大学の上層部の方達のお話では「弘大も昔は医者に色んな

雑務が押しつけられていたけれども、今ではそんなことは全く

ないので、研修医の先生方も心配しないできて下さい」とおっ

しゃっているようですよ。

れい

ご返事

そうですか。働きやすい病院にお勤めになったことがなくてそ

れは気の毒です。

うちは、小さい田舎の公立病院ですが、末梢ルートは看護師さ

んが取りますし、採血や測定もしていただけます。呼び出しに

なりますが、レントゲンやＣＴも放射線技師さんが可能な限り

待機してくださりますし、緊急内視鏡もその後片付けも看護師

さんが（別に１，２人呼び出していただくのですが）していた
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だけます。ただ、看護師さんは時間外外来に１人しかいなく、

仕事量が多くなりどうしても効率が悪くなるので、その分は医

師が手伝ったり、救急隊の方が５－１０分くらいいてくださ

り、患者さんのお手伝い（法律でできる範囲で）をお願いして

います。近隣の大きい病院でも、同じようにしてくださりま

す。

造影のＣＴが必要な場合は、その理由（造影ＣＴをとらないと

患者さんの生命予後が変わること）を話すれば放射線技師さん

が受けていただけます。理由を話しないで造影ＣＴを注文する

のはよくないと思いますね。

これは、先人の先生方がコメディカルの方の教育をきちんと

行ったこと、コメディカルの方が仕事をしてくださることで、

患者さんが助かっていることに医師が絶えず感謝すること、こ

ういうことで成り立つものだと思います。恐怖政治みたいに話

をつけようとしても、それは無理な話だと思います。

自分自身、僻地の病院にいますので、医療崩壊の実態は心に染

み入るような感じで理解させられます。働きやすい病院なので

すが、仕事量が加速度的に増えてきている実感がしています。

通常診察＋時間外診察ではもはや疲れてしまうのです。昔は、

雪が降った日なんて患者さん誰も来ないから、職員と一緒に雪

景色を眺める余裕くらいはありましたが、、、これは今の金木

病院と同じ状況なのだと思います。

医師が毛嫌いしている厚生省の役人の方も、大学病院・国立病

院の不毛さはよくご存知なのかもしれません。学生運動が盛ん

だったころの大学生が役人になられている世代ですので、もし

かしたら、３０年かけて不毛な権力をようやくつぶすことがで

きると、考えているのかもしれないし、国立病院の給与体系の
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おかしさにもきづき、つぶすしかないと考えているのかもしれ

ませんね。まあ、公立病院も給与体系は国のものを少しアレン

ジしているだけですのでその影響は受けると思いますが。

内科医１２年目

お返事

私も最近まで壁地に勤めていたのですが、看護婦不足から発生

した病棟閉鎖や検査業務縮小のため診療がしにくくなったた

め、実家の病院に移りました。

この僻地病院は、看護師不足が表面化する前までは、非常にコ

メディカルの対応もよく、勤めやすい病院だったのですが、病

棟がない、という状態で公立病院に勤務するというのは、医師

としてはかなり厳しい（危険）ものがあるため、辞職しまし

た。三ヶ月も前から辞職を予告していたのに、町は、代わりの

医師の募集を最近になってやっと始めたらしく、まだ後任のめ

どはたってません。

テレビではそのためこの地域の医療が崩壊し、関連基幹病院ま

でドミノ現象を起こして崩壊しかかっている、と報道されたよ

うです。

大学病院勤務はこりごりです。コメの協力的な（僻地の）病院

は勤務しやすかった。それは実感します。
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2007・07・24（火）

点検・マニフェスト

深刻な医師不足対策は与野党ともに力を入れる。とくに民主

党は早くからこの問題を取り上げ、対策でも先手を打ってき

た。昨年の通常国会で、政府の医療制度改革関連法案の対策と

して小児科医の偏在解消のための法案を提出した。今回のマニ

フェストでは「約１０万人不足」として、診療科ごとに必要な

医師の数を示し、地域別に数値目標を定めて不足解消を図るこ

となどを提唱。女医や看護師が出産後に復帰しやすいような環

境整備を進めるとした。

自民党は今春の統一地方選で地方の要望が強かったことか

ら、公約の目玉に据えた。首相は１８日の大分県日田市での講

演で、医師不足地域への医師の緊急派遣システムを構築する考

えを説明。「確実に安心と安全に対するみなさんの要求にこた

えていく」と訴えた。

公明党も拠点病院から不足地域へ医師を派遣する体制の整備

や、不足している産科・小児科などの診療報酬引き上げを記し

た「命のマニフェスト」を前面に打ち出す。

一方、国民新党は女医の就労環境改善や山間地や離島の診療

体制の充実などを提示。新党日本はいじめ自殺が問題化してい

ることを踏まえ、子どもの「心の専門医」の拡充を訴えてい

る。
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『朝日新聞』

http://www.asahi.com/

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

選挙イヤーのオオトリ「参議院選挙」が熱い。保守王国青森

県でもこのたびだけは関心が高く、政策を判断材料にしている

有権者が増えたようだ。

「踏まれても蹴られてもついていく下駄の雪」

踏まれたら、蹴られたら「抵抗する自由」（鎌田慧）をとり

もどし、それを投票行動に結び付けたい。世の中はわたしたち

市民のものであって、市民の力で変えることができるのだとい

う当たり前のことを実現したい。

コメント

蝶さん

踏まれて蹴られて、医者は金木病院を辞めて行きました。医者

は雪ではなくて人間ですから、「抵抗する自由」を行使したと

言う事です。やっと来てくれた医者が続くかどうか、それは市

民の良識に掛かってますな。

とは言え、いかに良識に基づいて行動しても、絶対的な医師数

がまだ不足気味なのは否めない事。今後は地域が良い評判を取

るように、よりよい活動を展開してください。
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管理者

鎌田慧氏のいう「抵抗する自由」は、組合を結成して闘う自由

を指しています。

ご指摘のとおりです。わたしの知る民間病院は金木病院と同規

模で医師数は２５人ですから。

医師の補充とともに、金木病院の救急体制が持続可能なものに

するにはどうしたらよいかは大きなテーマだと思います。

 



金木病院救急再開物語（下）

401

2007・07・25（水）

救急再開！！！

金木病院　救急秋にも再開　常勤医７人体制復帰でめど

『東奥日報』

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

20070725135900.asp

深刻な医師不足のため一月に救急車受け入れを休止した公立

金木病院（五所川原市）が、今年秋をめどに受入れを再開する

方針を固めたことが二十四日、分かった。二十六日に同病院で

開かれる病院議会議員との懇談会や定例議会で、議会側の理解

が得られれば、病院を運営する一部事務組合管理者の平山誠敏

市長らが同日、再開方針を公表する。

金木病院は、二〇〇六年十二月末で常勤内科医二人が退職し

たことから常勤内科医が一人だけになり、〇七年一月一日付け

で救急告示を取り下げた。

一月時点では、常勤医が内科医一人、外科二人、婦人科一

人、嘱託一人の計五人となった。

その後、病院側が医師確保に努めたことなどから、二月と六

月にそれぞれ一人ずつ常勤内科医を採用。常勤医に関しては〇

六年一月時点と同じ七人体制となった。

依然として医師不足ではあるものの、病院側は救急車受け入

れ再開に向けて院内の諸条件を検討してきた結果、再開が可能

と判断したとみられる。

金木病院をめぐっては〇六年八月、救急告示撤回の可能性が
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表面化。同年十一月には、住民団体「金木病院の救急体制を維

持する会」が救急告示の維持を求めて二万筆余の署名を集める

など、住民の大きな関心を呼んだ。

維持する会は、救急車受け入れ再開が実現した際には、住民

に救急車の適正利用を呼び掛けることも検討している。

・・・・・・・・・・・

金木病院　今秋にも救急再開　常勤医確保で体制整う

『陸奥新報』

http://www.mutusinpou.co.jp/news/07072502.html

医師不足で今年一月から救急車受入れを休止している公立金

木病院（五所川原市金木町）が、今年秋から救急を再開する予

定であることが二十四日までに分かった。昨年末に常勤内科医

二人が退職したが、その後、新たに二人が勤務したことによ

り、体制がおおむね整ったためで、同病院を運営する公立金木

病院組合（管理者・平山誠敏五所川原市長）が、二十六日に同

組合議会に説明した上で方針が固まる見通し。

同病院では、昨年末に常勤内科医三人のうち二人が開業など

で退職し、今年一月から救急車受け入れを休止。その後、医師

確保に努め、同月中に新たな内科医一人の勤務が決まり、六月

から新たに一人の内科医が加わった。現在の常勤医の人数は七

人体制（内科医三人、外科二人、婦人科一人、嘱託医一人）と

なっており、昨年末に比べると一人増加した。

関係者によると、今月中旬に院内各部署の管理職らで構成す
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る運営委員会で、救急が再開の方向にあり、近く対外的に発表

することが説明されていた。現時点では救急体制復活に向けて

看護師の必要人員の確保に努めていることなどから、九月から

の再開は微妙とみられる。県への再開申し出は、今月二十六日

に開かれる同組合議会の定例総会を経て行う見通し。

平山市長は二十四日までの取材に対し、「再開のめどは立っ

たようだ。二十六日には（公立金木病院組合の）議会から同意

を得たい」と語っていた。

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

金木病院物語がいよいよ終わりに近づいたようだ。ロング＆

ワインディングロード。ロング・ストーリーだった。登場人物

は市、病院、医師そして老若男女と多数多岐にわたった。すべ

ての方々に満腔の感謝と敬意を表したい。

「住民運動は大抵が意思表明レベルに終わる。結果をもたら

すことは稀。住民の声が具体的な形をもつこともあるというこ

とを金木病院に学んだ」と認識が変わったと知人は語る。

さて、金木病院物語を完結するにはあと二つやらなければな

らないことがある。

一つは、今度は住民に投げかけられたボール「救急の適正利

用」を住民が果たすことである。「維持する会」は住民啓発の

ために病院と協議しながらチラシを制作し地域住民に配布す

る。
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もう一つは、昨年あえて閉会の辞を言わなかった救急維持を

求めた住民コンサートの完結である。コンサートはまだ終わっ

ていなかったのだ。涙のコンサートを笑顔のコンサートで終わ

らせる・・わたしたち「維持する会」の悲願だった。

底をついた医師不足時代に本州北端の名もない病院がもちな

おしたことは奇蹟に近い。状況はあいかわらず厳しい。貴重な

財産「金木病院」が今後崩壊することのないよう、住民は常に

心にかけ親身になってまもっていかなければならない。また、

この取り組みを次世代に伝えなければならない。

風雪に晒され、街のホワイトリボンが黒くなってしまった。

薄汚いボロ切れにしか見えないが実は誇り高きリボンたちだ。

お疲れ様でした。

コメント

内科医12年目

おめでとうございます

救急復活おめでとうございます。

でも、勤務される先生方は、当直・夜勤後も通常の外来や検査

・手術が待っていることでしょう。激務です。ゆめゆめ、これ

以上の要望を医師側に突きつけないことですよ。

まずはおめでとうございます。

ps.今度来られる先生はよほど変わったお人なのですね。聖地
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認定された金木にあえて赴任しようというのですから・・・

ある医師

複雑です。

まずはおめでとうございますなんでしょうか？

常勤医の人数は七人体制なんですよね。

正直いって本当にこの人数で再開するんですか？というのが感

想です。

７人ということは１人平均月に４－５回の当直が当たるんで

す。当直後も普通の勤務でしょうから（早退や代休は無理で

しょう。）、医師の負担は察するに余りあります。

どこかで強い（救急再開への）圧力が医師にかかったと考える

ほうが妥当でしょう。

よほど負担を減らすようにしてあげないと、すぐに医師が燃え

尽きて今度は取り返しがつかなくなるような気がします。

単純に喜ぶのではなく、適切な利用の呼びかけ、新たに医師が

来てくれるような体制作りが望まれます。

正直、単純に喜んではいけないと思います。

通りすがりの大学院生医師

ある医師さんの意見に全く同意です。

この決定が病院閉鎖への引き金にならないことを祈るのみです

が、

現実は厳しいんではないでしょうか…？
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救急当直月５回って、俺ならすぐ病院辞めます。

Unknown

本当にこれで終わりなんですか？

>金木病院物語がいよいよ終わりに近づいたようだ。ロング＆

ワインディングロード。ロング・ストーリーだった。登場人物

は市、病院、医師そして老若男女と多数多岐にわたった。すべ

ての方々に満腔の感謝と敬意を表したい。

管理人さん、本気でこれで住民運動を終わらせるおつもりです

か？

これで終わりにされてしまっては、今まで金木病院を守ってく

れた先生方や、今回新たに来てくれた先生方があまりに可哀想

だと思います。せめて夜間救急当直明けの代休確保できる人員

に達するまでは運動を続けていただきたいです。

それとも取りあえず自分達が救急で受診できるようにさえなれ

ば、あとはどうでも良いと言うことなのでしょうか？そんなこ

とをしていたら、また誰もいなくなってしまいますよ。

青森県人

お互いに矛先が違うのでは。

検索してひっかかったのでいくつかのスレッドとコメントを読

ませていただきました。ちなみに医療者ではありませんが医療

の現場はある程度知っています。

>管理人さん。

地域の拠点病院の救急が無くなったことに危機感を覚え、その

ことを訴えるためにブログを作ったことは、何もしないよりは
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ずっといいと思います。私が言わずともご存知なのだと思うの

ですが、金木病院が救急をやめたのは病院のせいでも医師のせ

いでも自治体のせいでもなく、ずっと続いてきた国の政策のせ

いです。医療の問題を取り上げるのはとても難しくて、どうし

ても目先の問題を取り上げてしまいがちなのですが（災害時の

トリアージの問題など）現場の医師の疲弊は管理人さんの想像

以上であること、「医療界よ団結せよ」などと軽々しく言うと

医療者の反感を買うことは理解してください。勤務医は寝るこ

とすらままならず団結どころじゃないのですよ。それは医療者

のせいではありません。

そしてこのスレッドの医療者の方のコメントは、とても大事な

ことなので心に留めておいてください。７人で２４時間の救急

のシフトを回せるかどうか、回すとしたら一人あたりの勤務時

間がどうなるか、紙に書いて一度やってみたらいいと思いま

す。ちなみに救急の場合、１人いれば間に合うというものでは

ありません。

問題は終わっていないし、笑顔のコンサートなんてやっている

場合じゃないのです。管理人さんを責めているんじゃありませ

ん。現実は厳しいということをご理解ください。医療者の皆さ

んはどうしても口調が厳しくなってしまいますが、それは現状

が管理人さんが考えているよりもずっとずっと厳しいからなの

です。

>医療者の皆さん
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私は医療者ではありませんが、かなりの数の、そしていろんな

診療科の方と話す機会がこれまでにありました。もちろん個人

差はありますが、全体的に言えるのは「医療の現状を一般の人

はまったく知らない」ということを、知っているつもりでもわ

かっていない方が多いということです。

忙しい中、地方の病院を維持しようというブログにコメントを

するのですから、皆さん真面目な医療者だと思うのです。で

も、そもそも相手は医療に関しては素人なんだから「こんなこ

ともわからないのですか!?」というような口調で物を言って

も仕方がない、というより、せっかく医療に関心を持ってくれ

た人に対し、医療に対する不信感を与えてしまうことになりか

ねません。

医療者が書いた本を読んでいると、往々にしてマスコミ批判が

見られますが、これも同じだと思います。マスコミだって医療

者じゃないのだから、現状は「教えてあげないと」わからない

のです。「なんでわからないんだ！」と怒っていても何も始ま

りません。

医療者の方のコメントは、科学者ということもあるのでしょう

が大抵批判から始まります。この例えがいいのかわかりません

が、自分の病状に不安を覚えた患者が民間療法を試したことが

わかったときに、患者が何故それを試したのかを聞く前に「な

んでそんなものを飲んだんですか！」と叱るような感じに私に

は見えます。正論だし間違ってはいないのだけれど、何も知ら

ないしわからない人にとっては、怒られているようにしか思え



金木病院救急再開物語（下）

409

ないのです。民間療法を試した人にも、このブログを立ち上げ

た管理人さんにも、それぞれに理由はあるのですから。そして

医療者の皆さんも、相手の気持ちを汲み取らない限りこちらの

本位は伝わらないということを今一度考えていただけたらと思

います。手間がかかると思われるかもしれませんが、それが現

実です。

医療の現状について理解してもらう一つの方法には、医療者で

はない人に「お医者さんも大変なんだねぇ」と思ってもらう、

というのがあると思っています。物事は必要以上に論理的に書

くとどうしてもトゲがあるように読めてしまうので、同じこと

をやさしい言葉で伝えられないか考えていただけたらと思いま

す。「何故自分がそこまでしなければならないんだ」と思う方

は、こういうブログにコメントするのをやめたらよいでしょ

う。書く方も読む方もイライラしたり怒ったりして、何も伝わ

らないしむしろ損です。

管理人さんも医療者の皆さんも、怒りの矛先をお互いに向けて

いたら何も始まらないのではないですか？悪いのは国の政策

で、今度の日曜は選挙なのです。ここでいがみあっているよ

り、お互いに少しでも物事が進むように対話が進んだらよいの

ではないでしょうか。私見ですが、それぞれにご検討いただけ

たら幸いです。

管理者

ご辛言ありがとうございます。気をつけます。

Unknown

おめでとうございます！



金木病院救急再開物語（下）

410

おそらく現在の日本で、救急が再開する、という病院は稀有奈

存在で、しかも僻地（失礼！）で、というとほとんど奇跡だと

思います。

いろいろ医者の辛辣な意見もたくさん出ていましたが、あれも

医者のホンネ、一方、地域医療を頑張りたいというのも医者の

ホンネ、です。

>金木病院物語がいよいよ終わりに近づいたようだ。

などと言わず、是非これから「奇跡の金木病院物語」を続けて

下さい。

上にもありましたが、７人で救急を廻すというのは、至難の業

です。しかし住民の協力があれば、できないことではないと思

います。

ご健闘をお祈りいたします。

みみちゃん

金木病院を守ろう！！

金木病院救急車受け入れ再開のため頑張って運動してくた守る

会の皆様、ありがとうございます。問題はこれからと思いま

す。これからも、見守っていただきたいと思います。管理人さ

ん、辛口コメントもありましたが、金木病院のためブログを休

まず続けてくださったことに感謝しています。これからもよろ

しくお願いいます。ありがとうございました。

デスマーチ

終わりのはじまり

とうとう救急車受け入れがきましましたか。管理人さんの運動

がみのったものと考えますが、

解決法は、結局医師個人がもっと働くしかないということが露

呈しましたね。
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２つの新聞の記事がのっていますが、あいかわらず

　救急車受け入れ再開　＝　救急再開

と混同しています。時間外に直接病院に来た人は救急患者では

ないのでしょうか。

言葉を仕事としている新聞のレベルはこの程度のもので、毎日

新聞の医療記事はもっとひどいですね。

　さて、管理人さんは、金木病院物語がいよいよ終わりにちか

づいたとかいてあるようですが、本当にそう思っているのです

か。

これからが、住民全体で病院をささえていかなければならない

はずですよ。むしろ、金木病院物語の第1章が始まったばかり

だと思います。

もし、本気で終わったと思っているのならば、結局、既得権益

を失いたくないだけの運動で、病院で働いている医師や職員に

圧力をかけただけにすぎません。さらに、金木病院の維持、発

展のために、今後も活動をつづけてください。

　医師7人で当直は、明らかに労働基準法違反です。

救急車を受け入れることは、その後の重症患者の治療もみるの

で、通常勤務も大変厳しくなります。今は、救急外来を完全に

閉鎖してでも、病院の体力を蓄え、もっと常勤医をよびこむべ

きだと思います。
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医師7人で救急車の受け入れ復活し、内科の先生が体調をくず

し、退職しないことを祈ります。

また、同じように救急車受け入れ停止になったときは、いく

ら、住民運動をおこしても、さすがに、もう医師は誰もこない

でしょう。

太平洋戦争で、兵力の逐次投入が失敗であるということはわ

かっているはずですが、同じ過ちを繰り返してしまうのでしょ

うか。

歴史に学ぶということは、戦争反対というだけではないと思う

のですが。

P.S, 　八戸市民病院の裁判で最高裁が上告を破棄しましたね。

これが結果がわるければすべて医師の責任になるという典型的

な裁判例です。

整形外科医が処置しても負けてしまうので、救急で内科の先生

がとりあえず処置して、専門医へということはできません。農

作業で怪我した人は、金木病院ではなく、整形外科の常勤医が

いる病院にいきましょう。専門の先生が処置しても、傷の状態

がどんなにひどくても、もとどおり治らないのは医療ミスで、

賠償金がもらえるそうです。これは意地悪ないいかたではなく

て、裁判所がきめたことです。

ちゃぺ

ブログから

医師不足：五所川原の公立金木病院 １０月から救急受け入れ

再開　／青森
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（7月27日11時1分配信 毎日新聞）

公立金木病院（五所川原市）は、

医師不足を理由に今年１月から、

救急車の受け入れを休止していたが、その後、医師を増員でき

た。

同病院では、

昨年１２月末に内科医３人中２人が退職し、

同病院の医師は、一時４人にまで減った。

しかし、今年に入って婦人科１人、

内科２人の医師を確保し、０６年１月当時の体制に戻った。

一方で、受け入れ休止を受けて、

今年３月末に退職した看護職員がいることから、

同病院は再開までに、

新たに７～８人の看護職員を確保する方針という。
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医師の確保に関して、

関係者はかなりのご苦労であったと思う

3名も医師を増員できたなんて、それも青森の山間部で・・・

・

大学からの派遣ではないような気がするのだが・・・

ノウハウを逆に聞きたいものである

ブログ「看護師転職コンサルタント日記　　　　　　　　　　

看護師転職★看護師募集★看護師求人」

http://kmedical1.exblog.jp/5923651

☆　☆　☆

救急対応再開

常勤医不足から救急指定を取り下げ、救急車の受け入れを昨年

１２月から休止していた公立金木病院（五所川原市）は、１０

月から救急車の受け入れを再開することを決めた。病院管理者

の平山誠敏市長が２６日に明らかにした。
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　同病院は昨年末、常勤医６人のうち２人が退職。新たな医師

補充が見込めないため、救急車の受け入れを休止していた。

　地元有志でつくる「金木病院の救急体制を維持する会」の署

名活動など、住民の強い要望を受けて同病院が医師確保に努め

た結果、６月までに３人の医師を新たに迎えることができた。

救急対応が可能な常勤医７人体制に改善されたとして、再開に

踏み切ることにした。

　平山市長は、「関係者の努力で、救急再開のめどがついた。

できれば、さらに医師を増員し、負担を減らして体制を維持で

きるようにしたい」と述べた。

　同病院は五所川原市北部に位置し、かつては年間約７００台

の救急車を受け入れてきた実績がある。

（2007年7月27日 読売新聞）

　救急受け入れてくれるところは多いほうが良いもんね。

ブログ「電気の流れ方」

http://blog.oricon.co.jp/muneoka2/archive/23/0
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2007・08・09（木）

救急再開記念コンサート開催！

　日　時　　１０月５日（金）午後６時３０分～

　会　場　　金木中央公民館ホール

　出　演　　女性ボーカルグループ「サエラ」

　入　場　　無料（先着２００名まで）

詳細は後日チラシ・ポスターなどでお知らせします。多数の

ご来場を

お待ちしております。

037-0202

五所川原市金木町朝日山４３３　雲祥寺内

　金木病院の救急体制を維持する会事務局
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2007・08・10（金）

救急適正利用啓発チラシ

金木病院の救急体制を維持する会は、金木病院の救急体制を

持続可能なものとするために、このたび救急車の適正利用を地

域住民に訴えるチラシを作成することになった。一目でわかる

ように文字は最小限に抑え、イラストを多用する。

軽度の患者の救急車利用やコンビニ救急利用を抑制し、医師

の負担を軽減することは住民の義務とも言える。

各世帯１部として、合計１０，０００枚を作成。関係団体と

配布方法を検討、交渉中。９月末日までに刷り上げ、１０月５

日開催の救急再開コンサート参加者にも配布する。

コメント

僻地医

頑張ってください！！！！！

とりあえず救急受入れ再開の見通しがたってよかったですね。

啓蒙活動も全国のお手本になるような活動に発展するよう遠く

から祈願しております。
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2007・08・11（土）

救急再開コンサートポスター

１０月５日開催する「救急再開コンサート」のポスターが完

成。盆明けにも町内などに貼り出す。また、同じデザインでA

４サイズのチラシも完成。配布してPRする。

チラシはこちらからダウンロードできます（doc）↓

救急再開コンサートチラシ
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救急の適正利用を呼びかけるチラシ

救急の適正利用を呼びかける意識啓発チラシのデザインが決

定。９月末までに１２，０００枚作成し、地域に配布する。

啓発チラシはこちらからダウンロードできます(doc)↓

救急の適正利用を呼びかけるチラシ

コメント

おしっこのお医者さん＠

このポスターは最終版？

ポスターをダウンロードして見てみましたが、これは地域の住

民や医療関係者に評価を受けた上でのものですか？

『一目でわかるように文字は最小限に抑え、イラストを多用す

る。』とのことでしたので、「救急の適正使用」を「イラスト

で分かりやすく訴える」ものと予想していた私のイメージとは
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随分違いましたので。

管理者

救急の適正利用というテーマだけに絞りました。つまり、安易

な救急利用はしてはいけないということだけを伝えることにし

ました。

個々の問題を連ねれば煩雑にもなりますし、異論もでてくる可

能性もあります。

満足いくもととは考えておりませんが、まずは第一歩というと

ころでしょうか。

青森県人

今からでも修正した方が…

地域の救急を維持するために住民が動くケースは少ないので、

とてもいい試みだと思うのですが、このポスターでは残念なが

ら肝心なことが何も伝わらないと思います。

「救急車出動の主な対象」のうち、１と２は言わずもがなで本

人が呼ばなくても周囲が呼びますからどうでもいいのです。大

事なのは３のみで、そのことをもっとわかりやすく伝えなけれ

ば意味がありません。

もっと具体的に言えば「救急車はタクシーではありません」と

いうことが伝わればよいのです。

このポスターを身近な人に見せて「何が一番大事かわかる？」

と尋ねてみてください。おそらく全員がトンチンカンな答えを

すると思います。「せっかく作ったのに！」とか「私達の苦労
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も知らないで！」と思われるでしょうが、私が言いたいのは

「どうせ作るんだったら伝わるものを」ということです。ご検

討ください。

管理者

いろいろご意見いただきありがとうございます。

地域のひとたちに、まずは「救急の適正利用」という言葉をお

ぼえていただくことが第一と考えました。この言葉が地域に定

着すれば、そこから具体的なことがらを考えるきっかけになり

ます。

老若男女さまざまな方がおります。また、状況や事情によって

はすべてがタクシーを利用できるとも限りません。強制よりも

理解を培うことが大切です。

まるで不完全な啓蒙チラシですが、県内各地で救急適正利用を

啓発するさいの叩き台であってもよろしいかと思います。
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2007・08・12（日）

東奥日報「社説」

継続へ一層の医師確保を／金木病院救急体制

地域住民は、ほっとしていることだろう。

深刻な医師不足の影響で、今年一月から救急車の受け入れを

休止していた五所川原市の公立金木病院が、十月一日からの受

け入れ再開を正式決定した。

県内の自治体病院は医師不足にあえいでいる。金木病院も例

外ではない。同病院は二〇〇六年十二月に内科医二人が退職

し、常勤医が四人（うち内科医一人）に減少した。この影響

で、同病院は今年一月一日付で救急告示を取り下げ、救急車の

受け入れをやめた。

受け入れ休止の反響は大きかった。「万一の場合、死なずに

済む人が助からなくなる」「急に具合が悪くなったらどうすれ

ばいいのか」。救急医療崩壊の危機に直面し、住民は不安を口

にした。

「近くに身寄りがいない年寄りは、誰を頼ればいいのか」。

特に、持病を抱える高齢者の声は悲痛だった。

休止を受け、地域住民でつくる「金木病院の救急体制を維持

する会」は約二万人の署名を集め、行政を動かした。休止後、
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病院側も医師確保に努めた。

その結果、病院は一月に婦人科一人、二月と六月に内科医各

一人の常勤医を採用。常勤医七人体制（うち内科医三人）とな

り、ようやく救急再開のめどが立った。

今後は、救急休止に伴って減らした看護職員の増員を図り、

十月から再開する予定だが、一方で課題も山積している。

金木病院の医師充足率は七月一日現在、非常勤を含めても約

83％。医師が足りない状況は変わらない。救急体制を維持す

るには、一層の医師確保が求められる。ハードルは高いが、地

域住民の命を守るためにクリアしなければならない命題だ。

金木病院の救急車受け入れ休止に伴い、津軽半島北部の患者

は同病院から十キロ離れた西北中央病院（五所川原市）に搬送

しなければならなかった。搬送距離が長くなり、一刻を争う急

病の場合、大きなハンディとなっていた。

救急再開で長距離搬送は解消される。しかし同時に、金木病

院に重症患者がどんどん入院することになれば、常勤医の負担

もかなり増えてくる。

さらに、医師の充足率が不足している現実を考え合わせる

と、再開した救急車受け入れを再び休止しなければならない事

態が起きないとも限らない。
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常勤医七人体制は救急体制を維持するにはぎりぎりのライン

だ。金木病院を運営する一部事務組合管理者の平山誠敏五所川

原市長も、内科医をあと一人確保したい考えを示している。

救急維持には医師の増員はもちろんのことだが、常勤医の負

担を軽減するため、非常勤医のサポートを含め医師の職場環境

の見直し・改善について具体的な方向性を打ち出していくこと

も必要だ。

そして、住民側も救急車の適正利用を心がけなくてはならな

い。軽微な症状にもかかわらず、タクシー代わりに救急車を呼

ぶケースもあると聞く。

救急体制の維持は、病院、行政の努力だけでは成り立たな

い。住民の協力も求められていることを忘れてはならない。

『東奥日報』社説

http://www.toonippo.co.jp/shasetsu/sha2007/

sha20070812.html
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2007・08・14（火）

チラシで救急の適正利用呼び掛ける

チラシで救急の適正利用呼び掛ける

金木病院の救急体制を維持する会

公立金木病院（五所川原市）の１０月１日からの救急車受け

入れ再開に伴い、住民団体「金木病院の救急体制を維持する

会」が計画していた救急の適正利用を呼び掛けるチラシのデザ

インが決まった。同会は９月中にも、同病院を主に利用する同

市金木町以北の地域に毎戸配布する方針だ。

チラシのデザインは同会事務局を務める同市金木町の一戸彰

晃さん＝雲祥寺住職＝が担当。イラスト入りで「救急の適正利

用にご協力下さい」と記載。さらに、救急車出動の主な対象は

（１）災害時（２）屋外や公衆の出入りする場所において生じ

た事故（３）生命にかかわる傷病者―などと記した。

同病院の常勤医師数七人は救急対応に必要最低限の体制で、

救急維持には医師の負担軽減が大きな課題となっている。全国
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的にもタクシー代わりの救急車利用などが問題となっており、

一戸さんは「チラシ配布を通じて地域に『救急の適正利用』と

いう考え方を定着させたい」と語る。

チラシは同市金木、市浦両地区、中泊町に計約１万枚を配る

方針で、配布方法は関係団体と交渉中。また、同会は１０月５

日午後６時３０分から、金木公民館で救急再開コンサートを開

く。音楽デュオ・サエラが出演する予定。入場無料。

『陸奥新報』

http://www.mutusinpou.co.jp/news/07081404.html

コメント

上九一色の彰晃

まさか実在するとは

麻原彰晃と言う有名人がいるので、まさか「一戸彰晃」と言う

人が実在してるとは。ネタだとばかり思ってたが....... 正直に言

えば驚きですなぁ。

でもまあ、たぶんあんまり有効ではないでしょう。そんな物が

効果を発するには、余りにも民度に問題があるのではないで

しょうかね。
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2007・08・17（金）

東奥日報「明鏡」から

同紙読者投稿欄「明鏡」から

救急体制の復活を喜ぶ

◇公立金木病院は医師不足のために一月から救急車の受入れ

を休止していたが、十月から受入れを再開するという。地域住

民として、うれしい限りである。救急車の受入れが休止となっ

てからの住民の不安がいかに大きかったかは言うまでもない

が、それが解消するのである。

◇地域住民でつくる「金木病院の救急体制を維持する会」は

昨年秋、救急車受入れを休止してほしくないと署名活動を行っ

た。また、休止決定後は救急体制復活への願いを示そうと、軒

先に白いリボンや布を掲げるホワイトリボン運動を展開してき

た。

◇今回の救急体制復活の決定で住民の願いはかなった。だ

が、楽観はできない。医師をはじめ、ぎりぎりのスタッフで運

営するのであって、決して余力はなく、一人の医師が過労で倒

れれば、再び救急停止となる可能性も否定できないだろう。

◇現在、救急車の利用の仕方に問題があったり、急病とは言

い難い症状で夜間救急外来を利用する患者もいるなど、患者の

モラルも問われている。われわれ住民も、救急車の適正利用を

心掛けたい。

（五所川原市・TN）
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コメント

アンディ

こう言っては失礼かもしれませんが、どうにもこうにも新聞を

使った自作自演としか見えません…。
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2007・08・22（水）

勤務医平均年収 青森県が全国3位

『東奥日報』

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

20070821091118.asp

本県の常勤医師の平均年収は約千六百万円で全国で三番目に

高いことが、医療・介護人材紹介サービスの「キャリアブレイ

ン」（本社・東京）の調査で分かった。医師経験五年目、十年

目の平均年収は全国トップで、医師不足を背景に、本県医療機

関が医師の雇用に向けて、多額の給料を提示している姿が浮き

彫りとなった。

キャリアブレイン社は今年七月、人材紹介サービスに求人登

録している医療機関（ほとんどが民間病院）の求人票（約千四

百件）を基に、常勤医師の平均年収を試算した。

それによると本県常勤医の平均年収は千六百七万円で、静岡

（千六百九十六万円）、新潟（千六百三十三万円）に続いて第

三位だった。

経験年数別の求人条件を見ると、本県の経験五年目の医師は

千四百九十八万円（全国平均千百五十九万円）、十年目が千六

百七十二万円（同千四百十九万円）でいずれもトップ。十五年

目は千七百八万円（千五百五十三万円）で全国四位。二十年目

では四十一位と急激に落ち込んだ。全国的に前年度に比べ、給
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料は若干減少傾向にあった。

同社によると本県医療機関からの求人で、常勤医の紹介が決

まった実績はなく、本年度は非常勤医の紹介実績もないとい

う。

同社は「青森県の医療機関は医師招聘（しょうへい）に苦労

しており、若い先生に対しても高額な給料を提示しているので

はないか」と分析。全国的に年収額が減っている理由について

「診療報酬のマイナス改定などもあり、全国的に病院経営が厳

しくなっていることも背景にある」と話している。

コメント

Unknown

ご参考までに

http://iseki77.blog65.fc2.com/blog-entry-3098.

html#comment

Unknown

誤解を受ける記事ですね。

あくまでも「求人票で提示されている金額」です！！！

それを「勤務医平均年収」と表現されると、あたかも実際の勤

務医の年収と受け取られるのが普通だと思います。新聞記事の

見出しとしては極めて不適切です。
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実際の勤務医、特に国公立では1670万円なんて貰えません・

・・

まあこれだけの年収を提示されても応募者がいないのは、それ

だけ青森県に魅力がないからでしょう。

アンディ

新聞記事ベタ張りだけとはまた手抜きな…

やはり救急再開が決まった後ではモチベーションも違います

ね。

勤務医

この記事を読んで

管理人様はどう思ったのですか？

元青森県勤務医

ブログ主の方がどういう考えでこの記事を取り上げたのかわか

りませんがこれはかなり恣意的な記事です。

この記事をよく考えないで読むと青森県の勤務医全体の平均年

収が全国で３番目に高いように取れてしまいますがあくまで

も、キャリアブレインという人材派遣をすることによってお金

を稼ぎ成り立っている会社の求人票だけを基にした分析です。

この記事みた青森県の方々はくれぐれも「なんだ青森の医者っ

てとんでもないくらい金もらっているんじゃないか」などと思

わないでください。思ったら態度に出ますし（高い金もらって

いるんだから24時間いつでも診て当然だろう等）、ますます

医療現場の雰囲気を悪くし、医師の逃散を招きます。私は以

前、青森県のいくつかの基幹病院で働いていましたが、とても
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こんな額の給料ではありませんでしたし、今もこんな額の給料

をそれらの病院で働いている医師がもらっているとは思えませ

ん。この記事を読んだ県民の方はくれぐれも冷静に判断してく

ださい。これだけお金を積んでも人を集められないくらい青森

県の医療現場は困窮しているということです。

（私は今は青森以外の場所で勤務していますが、青森での勤務

は過酷でした。でも学生時代や青森で勤務していた時にお世話

になった方が沢山いる青森は今でも好きです。それでも青森で

の勤務を続けることはできませんでした。）

のうげみならい

本当なんでしょうか？

よくこういう数字を目にするのですが、大学勤務では年収３０

０万にもならないため、他の病院に助けていただいてようやく

生活している状況です。

３５歳になってもボーナスゼロのため、家電製品で「ボーナス

一括払い」っていうのがどういうシステムなのか知りません。

今から１０年後にこういう数字に辿り着けるのか？それとも財

政きりつめのしわ寄せが我々にくるのか？私の周りでは上司も

こんな数字は見たことないといっているのですが。まぁ、使う

時間もないからいいですが。

Bugsy

本気にされないほうが

これはあくまでキャリアブレインに掲載された求人欄での平均

給与の提示額の平均です。今勤務されている医師の年棒を反映

したものではありません。医師不足なのでここまで年棒を上げ

てでも来てくださいという条件であって、その後実際に医師が

勤務されているのではないのです。年棒の実情を知りたければ
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県庁に問い合わせる方が余程実情がわかるでしょうね。

ブログ御主人さまにおかれましては　驚かれたようですが、報

道側の勉強不足、解析の底の浅さというのをご理解下さい。

医師側としては恣意的な決め付けかなとも受け取っています。
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2007・08・23（木）

心温まりました

竹田医師会病院：「志願医」が来月、着任　態勢手厚く　／

大分

内科医不足に悩む竹田医師会病院に「志願医」が着任するこ

とになった。福岡県大牟田市で親せきが経営する病院に勤めて

いた内科医（消化器専門）、小川浩平さん（４２）が２２日、

竹田市で会見した。

報道で窮状を知り「地域医療に資するなら」と病院側に声を

掛け、トントン拍子で話が決まった。一時期は４人いた常勤内

科医が１人に減った同院だが、小川さんが９月から勤務するこ

とで２人態勢に。このほか非常勤医師も来るようになり、態勢

は手厚くなる。

小川さんは大阪府豊中市出身。久留米大医学部を卒業し、大

牟田市立病院、同大学高度救命救急センターなどで勤務。医療

過疎地では、長崎県の池島炭坑の病院にわずかな間、赴任して

いたことも。

小川さんは家族５人で２１日に赴任。「せっかく医師になっ

た以上、必要とされている所で尽力したいと一念発起した。全

く知らない土地だが、自然豊かで子ども３人（小５～幼稚園）

も喜んでくれそうだ」とにっこり。消化器にこだわらず、内科
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全般に精力的に取り組みたいという。【梅山崇】

毎日新聞　2007年8月23日

http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/oita/news/

20070823ddlk44100605000c.html
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2007・08・25（土）

金木病院・常勤内科医１人増員！

金木病院　常勤内科医１人増員

来月から８人体制　救急持続へ充実図る

『陸奥新報』

http://www.mutusinpou.co.jp/news/07082504.html

五所川原市の公立金木病院に、新たな常勤内科医一人が九月

一日から赴任し、常勤医が八人体制となることが二十四日分

かった。同病院は十月一日から救急車受け入れを再開するが、

現在の七人体制では救急対応に必要最小限の状況であるため、

救急持続に向けて体制の充実を図った。

同病院事務局が、病院を運営する公立金木病院組合の議会議

員あてに、弘前大学医学部から新たな常勤内科医一人が赴任す

ることを通知した。診療科別では内科医四人、外科二人、婦人

科一人、嘱託医一人となる。

同病院は、昨年末に常勤内科医二人が退職し、常勤医が四人

に減ったため、今月一月から救急車受け入れを休止している。

しかし医師確保に努めた結果、六月までに常勤医七人体制とな

り、十月一日からの救急車受け入れ再開と、さらに医師確保に

努める方針を示していた。
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同組合副管理者の小野俊逸中泊町長は取材に対し、「住民に

とって良い知らせ。救急車受け入れ再開に向けて体制を充実さ

せることができ、一安心している」と語った。

コメント

一尊

おめでとうございます。

　お医者様が１人増えたとの事、思わず喜びで飛び跳ねまし

た。ブログの人気投票をプチッとクリックするだけしか出来ま

せんが、頑張ってください！！

のうげみならい

よかったです

内科４人は大きいと思います。外科３人いれば１日２人ペアで

休みをまわせるのでいいですね。(全麻手術は一人では難しい

ですので）

 



金木病院救急再開物語（下）

438

2007・09・12（水）

来年から土曜休診へ／西北病院

来年から土曜休診へ／西北病院

医師や看護師の過重労働を緩和するため、五所川原市立西北

中央病院（相澤中院長）は、毎週土曜日の一般外来診療を二〇

〇八年一月から取りやめる方針を十日、明らかにした。同病院

は、西北五地域の深刻な医師不足などが原因で救急搬送患者が

増えるなど労働環境が悪化しており、病院側は「この地域では

西北病院が最後のとりで。医師が勤務しやすい魅力ある病院に

し、マンパワーを何とか確保したい」と話している。

病院事務局によると、土曜休診は既に院内ではほぼ了承され

ており、今後、外部の関係機関などと話し合った上で正式に決

める。平山誠敏市長は「医療サービス低下につながるが、（過

重労働で）医師がいなくなれば、それ以上の計り知れない影響

がある」と、市民らに理解を求めている。

同病院は現在、各診療科が隔週で土曜休診中。一般外来の一

日あたりの患者数は平日が九百人程度なのに対し、土曜日は二

百人弱。〇八年一月から土曜日休診となっても日当直体制は維

持し、救急診療を続ける。

『東奥日報』

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

20070911110333.asp
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コメント

Unknown

土曜日は隔週で開いている診療科が交換になる。

職員ですら金曜日に「明日は外来休みだっけ、あるんだっけ」

と確認しあう状態。ましてや患者で開けている診療科を把握し

ている人は少数で、土曜日を休診にしても困る患者はもともと

少ない。「市役所職員と学校の先生のために土曜日外来を開け

ている」と揶揄されています。だから談話も病院長ではなく市

長なのでしょう。

いかにも僻地公立病院らしい話でしょ？
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2007・09・20（木）

おめでとうございます！

ファイザー医学記事賞

本紙「霧の中の処方せん」

菊谷記者に優秀賞

第二十六回ファイザー医学記事賞優秀賞に、東奥日報社編集

局社会部・菊谷賢記者の医療連載「霧の中の処方せん～医師不

足にあえぐ県内」が選ばれ十九日、東京丸の内・パレスホテル

で贈呈式が行われた。

今回は昨年四月から今年三月までに掲載された全国の百十紙

・九十八点の医学医療関連記事の中から、（１）着眼点（２）

構成（３）的確でバランスの取れた情報―などの点で審査さ

れ、大賞一点、優秀賞五点が選ばれた。

「霧の中の処方せん」は、昨年七月から今年二月まで掲載。

医師不足の現状をリポートし、県内医療のあるべき姿を模索し

た。

贈呈式ではファイザー社の岩崎博充社長が菊谷記者に表彰

状、記念クリスタルなどを授与。審査員の高久史麿氏（自治医

科大学長）、松谷有希雄氏（前厚生労働省医政局長）、中川俊

男氏（日本医師会常任理事）、岸本葉子氏（エッセイスト）

が、「地域の医師不足の状況、原因の分析が的確に書かれてい
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る」「東京の役所の人には分からない地域医療の崩壊が丹念に

書かれている」などと講評した。

同賞は医学や医療の現実が、適切な報道によって一般の人々

に正しく理解されることを願い一九八二年、アップジョン医学

記事賞として設立。その後、名称を変え現在に至っている。

（以下略）

『東奥日報』

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

20070920091236.asp

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

受賞おめでとうございます！

菊谷氏には金木病院の救急問題で適切なアドバイスをいただ

きました。ありがとうございました。力作「霧の中の・・・」

が県内の深刻な医療問題を明らかにし、その霧の先をも示した

ことは大きな意義があります。今後、ますます鋭いペンで社会

問題に切り込んでいただきたいと思います。

コメント

ェロアムロ

アムロィきます!!!

ガンオタの性処理は今や此れ!!!
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http://87koala.net/q/x5Dkp/

ざーめん

ぶっかけるだけで…

ココぶっかけるだけで喜んでくれるって嬉しくね？ｗｗしかも

大量だったから今後も含めて５まんの上乗せｗｗｗ

http://kyarib.net/pao/RXiMg/
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2007・09・29（土）

新中核病院見直し決定

事業規模見直し決定

西北五広域連合新中核病院　非常勤顧問も承認

『東奥日報』

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

つがる西北五広域連合（連合長・平山誠敏五所川原市長）は

二十八日、西北五地域の自治体病院機能再編成計画の柱である

新たな中核病院建設の事業規模を見直すことを決めた。人口減

少や連合加盟六市町の財政状況悪化などを踏まえ、病床数など

の規模見直しや、事業費の圧縮を検討する。また、地域医療の

あり方や中核病院見直しなどについて医療の専門的見地から助

言してもらうため、非常勤の「顧問」ポスト設置を承認した。

同市役所で開いた正副連合長会議で決定した。中核病院見直

しは、地方自治体財政健全化法施行や、国が打ち出した公立病

院の経営改革なども踏まえた措置。中核病院は、二〇〇六年二

月に同連合が策定したマスタープランではベッド数四百九十

二、概算事業費約百九十九億円（用地取得費除く）としている

が、病院規模や建設コスト見直しによる事業費圧縮を検討し、

事業推進を図る。

顧問設置は、十二月の各市町村議会での決議などを経て正式
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決定し、〇八年一月をめどに医療専門家一人を招へいする。

平山市長は、中核病院について「財政規模に合った形にする

ため、事業規模を小さくする方向で検討していきたい」との考

えを表明。顧問設置については「この地域の医療全般を見ても

らい、再編成の方向性を定めたい」と話している。

中核病院は〇六年十一月、建設地を五所川原市の漆川工業団

地内と決定。しかし、病院再編成後に存続させる既存病院が未

決定であるほか、中核病院整備の財政負担問題などの解決も必

要になり、〇七年三月、設計者選定作業を中止した。マスター

プランで掲げた一一年度中の再編完了は、事実上不可能になっ

ている。
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2007・09・30（日）

救急車受け入れ再開

金木病院　救急車受け入れ再開

あすから　看護職員も増員へ

『陸奥新報』

http://www.mutusinpou.co.jp/news/07093002.html

医師不足になったことから今年一月一日に救急指定を取り下

げ、救急車受入れを休止している公立金木病院（五所川原市）

は、対応可能な医師・医療スタッフの体制が再び整い、十月一

日午前八時半から受入れを再開する。勤務医の過重労働が問題

となる中、同病院も体制存続には医師の負担軽減が大きな課題

となり、地元住民団体は二日から救急車の適正利用を呼び掛け

るチラシを地域に配る。

同病院は昨年末に常勤医が四人にまで減り、救急車受入れを

休止した。しかし医師確保に務める中で、六月までに常勤医を

七人にまで増やし、七月には病院を運営する事務組合・公立金

木病院が、十月からの再開を公表した。九月からはさらに一人

が加わり、現在は八人体制（内科四、外科二、婦人科一、嘱託

一）となっている。同病院事務局によると、休止に伴い減った

看護職員の増員もめどが付いた。

再開に向けて活動を続けている「金木病院の救急体制を維持
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する会」事務局の一戸彰晃さん＝雲祥寺住職＝は「救急はなく

なる可能性があると地域は学んだ。（再開に）住民は安堵（あ

んど）している」とする一方、「地域医療は行政、医師、住民

で育てるべき」と体制の維持・充実に向けて三者の連帯が必要

なことを強調する。チラシは地域の十七寺院が連携し、五所川

原市金木、市浦両地区、中泊町のあわせて約一万世帯に毎戸配

布を計画している。

事務組合管理者の平山誠敏五所川原市長は「関係者の協力で

再開にこぎつけた。ありがたい」とし、再開に伴い患者数の増

加が見込まれるため、医師以外の医療スタッフ充実に引き続き

努めていく考えを示した。

同病院から救急車受け入れ再開の申し出を受けている県は、

十月一日の県報で救急指定を告示する予定。

関連記事

『東奥日報』

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

20070930090343.asp
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2007・10・01（月）

金木病院の救急車受け入れ再開

金木病院の救急車受け入れ再開

 

五所川原市の公立金木病院は一日午前、救急車受け入れを再

開した。医師不足により今年一月に受け入れを休止して以来、

九カ月ぶりの再開。しかし、医師だけでなく看護師や技師もぎ

りぎりの数での再始動で、院内外からスタッフの充実を求める

声も上がっている。

救急車受け入れ態勢は、午前八時半の通常診療開始とともに

始まった。病院を訪れた、同市金木地区の主婦(72)は「もし

も急病になったらと考えると、再開は大変心強い」と話した。
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同病院の患者数は、救急休止や医師不足で一時減っていた

が、九月までに医師四人を採用したため一転して増加傾向にあ

る。このため、ある職員は「看護師などが不足し、大変な過労

状態。再開はぎりぎりの態勢でのスタート」と実情を打ち明け

る。

再開に伴って患者はさらに増加し、現場の負担も増すと予想

されるため、同病院組合管理者の平山誠敏五所川原市長は

「（医師以外の）医療スタッフも手当てする必要がある」と増

員を図る考えを示している。

『東奥日報』

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

20071001130905.asp
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2007・10・03（水）

救急車の適正利用を

救急車の適正利用を

金木病院再開受け　住民がチラシ配布

『陸奥新報』

http://www.mutusinpou.co.jp/news/07100305.html

一日から五所川原市の公立金木病院が救急車受け入れを再開

したことに伴い、地元住民団体「金木病院の救急体制を維持す

る会」は二日、五所川原市金木、市浦両地区と中泊町の寺院な

どに救急車の適正利用を呼び掛けるチラシを配った。十七寺院

が連携して地域の各戸に配る。

チラシはイラスト入りで、「救急の適正利用にご協力くださ

い」と記載。救急車が出動する主な対象に（１）災害時（２）

屋外や公衆の出入りする場所で生じた事故（３）生命にかかわ

る傷病―などと記した。

この日は同会事務局の一戸彰晃さん＝金木地区の雲祥寺住職

＝ら三人が各寺院や金木病院を回り計約一万枚を配った。

中泊町中里地区の弘法（ぐぼう）寺では、三浦泰昭住職に約

三百枚を手渡した。同寺はチラシを寺報に添付し、世話人を通

じて中里地区や金木地区に住む檀家（だんか）らに配るとい
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う。

一戸さんは「再開は大きな喜び」とする一方、同病院の常勤

医師数（八人）が本来の必要数に満たないことなどを踏まえ、

「救急車の適正利用を心掛けることが、住民に投げ掛けられた

義務だろう」と語った。同会は五日午後六時半から、金木公民

館で救急再開コンサート（入場無料）を開く。

コメント

宇宙

新聞記事にも著作権があるよ

ちょっとそのままコピペしすぎですよ。内容は大変素晴らしい

が、新聞社の著作権にも多少の配慮が必要です。

貴殿の文章力なら、もっともっと共感をよべるより良い内容で

書けるはず。コピペはよろしくありませんな。
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2007・10・07（日）

完結・金木病院物語

10月5日、金木中央公民館で金木病院の救急復活を記念し

て「救急再開コンサート」を開催、喜びに溢れる地域住民約

300人が女性音楽グループ「サエラ」の歌を楽しんだ。

「金木病院の救急体制を維持する会」の徳田氏の開会挨拶に

続き、公立金木病院病院管理者・平山誠敏五所川原市長のお祝

いメッセージが司会によって代読され、オープニング曲・松任

谷由実「ずっとそばに」が流れると、満席の会場の空気が一

変。9ヶ月にわたった救急停止の不安な日々を思い出すととも

に、再開にこぎつくまでの住民運動の取り組みと救急再開の喜

びに皆が感慨を禁じえなかった。

サエラの美しい歌声と軽妙なトークに会場は一体となり、曲
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ごとに盛大な拍手が会場に溢れた。花束贈呈後会場からアン

コールの声があがり、割れんばかりの拍手と熱気に押されて

「千の風になって」を熱唱。救急再開コンサートにふさわしい

エンディングだった。

二万人署名からはじまった金木病院物語が終わった。秋・冬

・春・夏・・短いようで長く、長いようで短かった。季節はめ

ぐりまた秋になっていた。この間住民は実に多くを学んだ。当

然のものとしていた救急はなくなる可能性がある脆弱なもので

あること。だから大切にしなければならないこと。地域医療は

住民が主体となってまもらねばならないこと。・・そして「願

いはかなう」ということ。

今後住民は常に金木病院を見守り、救急の適正利用に取り組

む。「ずっとそばに」居続ける。

本州北端の名もない一病院。気をかけていただいたみなさま

に満腔の感謝を表してブログ管理者の最後の言葉としたい。ま

たどこかの闘いの場でお会いしましょう。その日まで決して夢

を捨てずともに頑張りましょう。

「種を蒔く人が実を刈り取るとは限らない。だから、刈り取

る人より種を蒔く人になりたい」（むのたけじ）
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コメント

僻地医

おつかれさまです

金木病院自体存亡の危機だったと思いますが、救急受入れまで

改善されたとは驚きです。

住民がきちんと「医療体制整備はタダではない」「代わりの医

師はいくらでもいない」と気付いて、そのための行動を取った

ことにより、賛同していただける医師が集まりだしたというこ

とでしょうか。

ひとまず、お疲れ様。今後も医師、住民共々良好な関係が維持

できるよう、地域勉強会や広報活動を続けて下さいね。

みみちゃん

サエラのコンサートとてもよかったです！本当にありがとうご

ざいました。



金木病院救急再開物語（下）
http://blog.goo.ne.jp/kinbyou/
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