
す。ご清聴ありがとうございました。

【村上】坂本先生、ありがとうございました。

ただいまの坂本先生の御発表に何か御質問が

あればと思いますけど。

坂本先生、経営形態という大変御苦労されて、

組合立から独法になられたということですの

で、これからまだまだ大変なことがあると思い

ますが、ぜひ頑張っていただきたいと思います。

それでは、引き続きまして、宮城県涌谷町町

長、安部周治様から「公立病院改革プランと東

日本大震災～開設２５年目を迎えて～」御発表を

よろしくお願いいたします。

【安部】

1

ただいま紹介いただきました宮城県涌谷町町

長の安部周治でございます。この涌谷町は国診

協会長であります青沼孝徳先生が事業管理を

行っている病院、医療福祉センターがございま

す。私は町長に就任してまだ２年ちょっとでご

ざいまして、そういった面で皆さん方には物足

りないところがあろうかと思いますが、御清聴

のほどよろしくお願い申し上げたいと思いま

す。

表題であります「公立病院改革プランと東日

本大震災」につきましては、公立病院改革を計

画した途端に、一昨年３月１１日に発生しました

東日本大震災の影響もあって、この経営そのも

のが若干今においても基本どおりにいってない

ところがございます。その辺もあわせて皆さん

からの御意見等々も伺いながら勉強させていた

だきたいと考えております。
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まず宮城県涌谷町の位置でございますが、ご

覧のとおりでございます。仙台からおおむね５０

キロメートル北東寄りに涌谷町が所在します。

この涌谷町は平成１６年の大合併のときに、住民

投票によりまして単独立町を選択した町でござ

います。
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涌谷町の面積は８２．０８平方キロメートルでござ

います。人口は現在１万７，３８８名、５，８７９世帯、

高齢化率が年々増加しておりまして、本年３月

時点で２８．５％になっております。基幹産業は農

業が中心で、仙台小ネギや軟弱野菜のほうれん

草などの生産も徐々に増えており、自然も豊か

―１４３５―



な町であります。ただ、今、米の価格が下がっ

てきておりますので、なお一層の複合経営等々

について取り組まなければならない大きな課題

があります。
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涌谷町の歴史を若干紹介させていただきます

が、西暦７４９年、天平２１年に日本で初めて砂金が

産出し、その砂金が、奈良東大寺の大仏殿建立

の際にこの金を塗金として献上した歴史がござ

います。当時４５代の聖武天皇が大変喜びになり

まして、この天平という年号を天平感宝という

４つの年号に変えたぐらい大きな事件であった

ということでございます。この歴史の大事件に

万葉集の代表歌人である大伴家持（おおともの

やかもち）は「陸奥（むつ）の国より金（くが

ね）を出（いだ）せる詔書（みことのりしょ）

を賀（ことほ）ぐ歌」として詠んでいます。「す

めらぎの御代栄えむと東なる陸奥山に黄金花咲

く」ということで、万葉北限の地としても今観

光 PRの題材として頑張らせていただいている

ところでございます。
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また、中世には仙台伊達藩の一門、「寛文事件」

で知られている伊達安芸宗重公２万３千石の城

下町でもあり、古代から近代まで歴史と文化を

育むロマン薫るまちであります。

この写真は、毎年４月の第３日曜日に城下河

川敷で桜まつりに併せて行われている、ばんば

馬（うま）の力自慢の大会です。ちょうど花見

にぶつけて開催をしているということで、相当

多くの観光客が来ております。
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これは町民医療福祉センターの全景でありま

すが、涌谷町は昭和６１年、当時自治省のリーデ

ィングプロジェクト事業として長寿社会対策事

業の第１号として「健康と福祉の丘のあるまち

づくり」事業が採択されたわけであります。そ

のときに、先ほど話しました保健・医療・福祉・

介護を包括した地域ケアの基軸である涌谷町町

民医療福祉センターを建設した次第でございま

す。そのほかに平成７年には、老健施設、ある

いは平成１２年の介護保険事業がスタートした時

点で“特別養護老人ホームゆうらいふ”という

名称で開設をしております。
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このセンターの基本理念といたしましては、

「安らかに生まれ」「健やかに育ち」「朗らかに働

き」「和やかに老いる」ことを通して、その人ら
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しいかけがえのない人生を送ることを目指して

おります。そういう面からしますと、まず経営

という姿ではなく、町民全体がこの医療福祉セ

ンターを健康づくり、あるいは福祉政策の大き

な支えにしていこうと、全町を上げて総合的な

健康づくり、地域包括医療・ケアに取り組んで

きたところです。
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これは医療福祉センターの外観であります。

保健は、行政が担い、健康推進員の協力のもと、

地域の健康づくりや介護予防の事業を展開して

おります。医療は、国保直診である涌谷町国民

健康保険病院が担い、一般病棟１００床、平成１２年

度療養病棟を増設し、現在は一般病床８０床、療

養病棟４１床の計１２１床で、救急告示病院。町内か

らの救急要請（救急車）の７割は、国保病院で

受入を行っているところであります。また、へ

き地医療拠点病院としても涌谷町はもちろんの

こと、近隣市町村の地域医療にとっても不可欠

な病院となっており、その存在は不動のものと

なっているところです。町民は、欲深いもので

建設当初から、全科対応、３６５日診察を望んでお

り、医師初め、看護師などのコメディカルの負

担も大きいものがあります。「福祉」は現在は

「介護」も含めた事業で、行政では措置や扶助を

実施し、地域包括支援センターは、介護・福祉

の萬（よろず）相談所として位置づけておりま

す。
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これが病院の後ろにあります老人保健施設で

ございます。この事業としては特別養護老人施

設、グループホームなど高齢者福祉複合施設の

運営を実施しております。超高齢化を迎えて今

後は、老人世帯、老人のひとり世帯の増加を見

据え、住居の問題は大きいものがあると危惧し

ております。今年の４月に町内に民間ではあり

ますが、１００床規模の特別養護老人ホームも建設

しまして、ある程度高齢者対策等々については

充実が図られてきたのかなというふうに考えて

おります。

11
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さて、本題の公立病院改革プランに移ります

が、ご案内のとおり、平成１９年１２月に総務省か

ら「公立病院改革ガイドライン」が示され、平

成２０年度に「経営効率化」、「経営形態の見直し」

「再編・ネットワーク化」に係る実施計画を策定

し、平成２１年度から全体計画５カ年、経営効率

化３カ年を目標に、改革プランを策定して実践

しているところであります。実践に当たっては、

医師の数によって、収支に大きな影響がありま

すことから、前提条件として現医師数及び医療

従事者等のスタッフが継続的に確保できている
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こととしたものです。この改革プラン策定の中

で、特に議論された事は、一般会計負担の考え、

そして経営形態の見直しに議論が集中したとこ

ろであります。
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一般会計負担については、病院開設以降、収

支状況を見ながら、その都度判断をし、繰り出

してきたところです。実質的には、町の財政面

も厳しいことから平成１５年からは、地方交付税

の交付額のみの繰出とさせていただいているこ

ろです。町の事業も病院事業も町民サービスに

は変わりありませんので、運営面での支障が出

た場合は、最優先に全面にバックアップするこ

とには変わりありません。また、改革プラン実

施後の平成２１年から病院に対する地方交付税の

交付基準の変更により、不採算地区の基準の緩

和により交付額が増額なったことにより、当町

といたしましても大変助かっているところであ

ります。中小自治体病院の役割を理解して頂き、

診療報酬の面なども考慮していただければ非常

に有り難いものであります。
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経営形態の見直しについては、計画当時の公

営企業法一部適用から全部適用に計画目標を掲

げ、平成２２年４月から実施いたしました。国診

協会長である青沼センター長を事業管理者に推

挙し、議会でも全員の同意を受けたものであり

ます。
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いよいよ改革プランの目標達成のための実践

に本腰を入れようとしたその最中、平成２３年３

月１１日午後２時４６分、東北地方太平洋沖地震マ

グニチュード９．０、震度６強の地震が襲来しまし

た。本町を含む東北地方の広範囲にわたり甚大

な被害をもたらしました。いわゆる、東日本大

震災であります。本町でも１名の尊い命が奪わ

れました。負傷者も多数生じ、かつて例を見な

い規模での物的損害が生じたところであります。

153v�0�#��

住家の全壊、大規模半壊、半壊は９００棟弱あり

ました。

また、この際に御礼を申し上げますけれども、

この震災によりまして、全国の皆様方から涌谷

町に５億円を超える支援金をいただいておりま

す。改めまして、この場をお借りしまして支援

をいただいた皆様方に深く御礼をさせていただ

きます。本当にありがとうございました。
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病院のある医療福祉センターの場所は、昭和

５３年に発生したマグニチュード７．４の宮城県沖地

震の経験から、建設の条件として地震対策を考

え、地盤の固い地理的条件を満たすところを選

定し建設いたしました。
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しかし、壊滅的な被害は逃れましたが、震度

６強という地震は、建物へのダメージは大きい

ものでありました。幸い、内陸に位置する当町

は津波被害はありませんでしたので、センター

では沿岸市町からの被災地患者の受け入れを積

極的に行い、病院では一般病床で定員の１２０％、

老人保健施設でも１２０％を越える受け入れをしま

した。また、生活支援ハウスも大変役に立ちま

した。

18kè¡ Î+¡

他に、被災地支援団体の方々の活動拠点施設

として、医療福祉センター内の研修館、世代館

を提供し、長期にわたり沿岸部の支援をして頂

きました。
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当センターの顧問であり、日本プライマリ・

ケア連合学会理事長の前沢先生率いる PCAT

（ピーキャット）の支援団体、そして諏訪中央病

院の鎌田 實（みのる）先生率いる「日本イラ

ク医療支援ネットワーク」の皆さん、その他多

くのボランテイアの方々が支援に来ていただ

き、町としては側面から支援を行ったところで

す。町独自としては、被災市町へ保健師の派遣

を行い、被災者、避難者の健康調査の支援活動

を行いました。
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また、やはり震災の影響を受けて壁面等々に

クラックが入ったということで病棟の改修が

入ったところであります。今年の３月までに病

棟等々も一部閉鎖をしまして、改修を行いまし

た。この病棟閉鎖により入院患者数、あるいは

入院の入院費収入が相当減ったわけであります

けれども、減った分については一般会計から全

額繰り入れております。
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わが町の震災後の復興・復旧に向けたまちづ

くりは、当町がこれまで推進してきた「健康と

福祉の丘のあるまちづくり」理念の更なる進化

と拡大を目指し「涌谷町復興まちづくりマス

ター・プラン」を昨年３月に作成いたしました。
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４つの柱でありますけれども、「被災者・住

民のいのちと健康を守るまちづくり」を基本理

念とし、産業振興を含むあらゆる分野で被災者・

住民の健康増進を図る復興まちづくりに着手す

るものでございます。とにかくこの復興、ある

いは被災者の苦難を乗り越える意気込みという

ものは、健康がまず最初に来るだろうというこ

とで、それを行動に移そうとこうした柱をつくっ

たわけであります。私どもといたしましても、

行動しなければ前に進まないという考えで今取

り組んでいるところでございます。
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これが連携した構図でございます。これらの

項目はそれぞれが被災者と地域住民の健康に資

するものであるとともに、相互の連携を通じて

相乗効果を生むことも期待されるものです。
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さて、震災後の町の状況としてはインフラの

復旧工事も概ね終了し、仮設住宅にお住まいの

被災者向けに、災害公営住宅の建設に取り組ん

でおり、復興に向け現在も全力で取り組んでい

るところであります。

涌谷町町民医療福祉センターも来月１１月２２日

を以て、開設２６年目を迎えます。
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当町の豊かな自然、歴史遺産のある町として、

町の資産を多いに有効活用し、被災者及び住民

の健康、心も、身体も、町も、環境も、全てが

健康となるよう、当町がこれまで重点的に取り

組んできたテーマである「地域包括医療・ケア」

の推進を図っていくことは勿論、時代相応のニー

ズも考慮しつつ、現国診協会長であります涌谷

町町民医療福祉センター長の青沼孝徳先生のお

力添えを頂きながら共に、多面的で重層的な健

康まちづくりを進めて参りたいと決意を新たに

しております。
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以上でございます。御清聴ありがとうござい

ました。

【村上】安部町長様、どうもありがとうございま

した。

もう時間が押し迫っております。早速全体討

議に入っていきたいと思います。

荻野先生、よろしく。

【荻野】全体討議、何か御質問がありますでしょ

うか。

はい、どうぞ。

【質問者】安部町長さんにお伺いしたいんですけ

ども、こういう震災を御経験されて、今後、例

えば免震の構造とかもうそういうものはお考え

なんでしょうか。

【安部】今、とりあえず震災によって被害があり

ました病棟、あるいは診療棟等々について、応

急的な姿で改装をいたしました。もう開設２６年

目を迎えたということでございますので、いず

れ行く行くは全面改修というような姿になるの

かなと。その際は、やはり病院の持ち出し、病

院からのお金というよりも町からの投入、いわ

ゆる繰り入れというふうな姿で４条予算に入れ

た取り組みをしなければならないと考えており

ます。

【質問者】あともう１点だけすみません。医療福

祉センターでございますので、当然在宅医療に

向けてやってらっしゃると思うんですが、そう

すると、非常に不採算な部分も多くなると思う

んですが、経常収支とかはどれぐらいになるん

でしょうか。

【安部】医業収益につきましては、やはり病院運

営を先生方に頑張ってもらっていまして、医業

収支とんとんというような姿。それ以外の行政

にかかわる健康問題、あるいはこの施策の問題

等々でぜひ病院でお手伝いをしてもらわなけれ

ばならないというようなことにつきましては、

一般会計繰り入れというようなことも考えてお

ります。

【質問者】ありがとうございます。

【荻野】ありがとうございました。ほかに御質問

はありませんでしょうか。

【質問者】質問ではないんですけども、今回、公

立病院改革ガイドラインということで、これが

黒字化を求めているということがありますけれ

ども、私はもう公平性にすごく大きな問題があ

ると思っております。というのは、大きな団体、

例えば政令指定都市とか県の病院に対しては多

額な繰入金が入ってるんですね。そこと我々み

たいな小さなところを同じ土俵で論じてほしく

ないと。やはりそういうところを明らかにした

上で、公正な競争ができるような形でやってい

ただきたいと。そうしないと、このままでは、
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特に白川先生のところみたいに北海道とか、我々

のところもそうかもしれませんけど、どんどん

地域医療が衰退していくんじゃないかという気

がいたします。ですから、ぜひ地域にもっと等

しくお金が行き渡るように考えていただきたい

ということを国診協でもプッシュしていただけ

ればと思いますね。

【荻野】ぜひともその話は上層部にお伝えいたし

ます。

大変時間が押していますので、最後に私なり

のまとめ方をさせていただきます。

平成２０年から始まりました公立病院改革ガイ

ドライン。公立化をして病院を残そう、人材が

不足しているからネットワークを再編しよう、

経営形態の見直しをして少しお役所的な経営形

態をやめて管理者を一つに、それから独法になっ

て理事長にその責任を負わそうというふうな話

で公立病院改革ガイドラインが始まりました。

その結果、３割から５割の病院が黒字になっ

た。その黒字の中でもその半分の１割強は基準

外のお金で黒字になっていると。これは、公立

病院改革ガイドラインが起こって黒字の病院が

３割から５割に増えたのではなく、むしろ診療

報酬改定で黒字になったんだろうと言われてお

ります。また、そのときに行われました公立病

院ガイドラインの達成率ですが、まだ１割しか

できていないというのが現状だそうでございま

す。そのために、岡山県でも国保病院が１６あり

ましたが、今１１ですね。独法になって、それか

ら民間移譲、それから指定管理者。そういうふ

うにして、地域住民の病院が無くなっていく。

そういうふうな大きな不利益を被っているのが

このガイドラインだと思います。決して公立病

院ガイドラインはその効果を上げていなかった

ということです。しかし、その効果はないんで

すけども、これから少子高齢化、そういうこと

から社会保障改革、いろんなことでまだ効率化

は避けて通れない問題であろうと思っておりま

す。

先日の総務省の公営企業室長のお話を聞きま

すと、５年前の公立病院改革ガイドラインとい

うのは、皆黒字にするというものではなくて、

再建団体にならないような病院をつくりなさい

ということで出されたということでした。一般

会計からいっぱい引き出しても、少なくとも赤

字にしないようにというふうにトーンが少し変

わったように思います。国診協といたしまして

も、国保直診の経営状態、それからどこに問題

があるのかをもう少し深く検討して、それを診

療報酬改定だけではなく、むしろ交付税をどう

いうふうに持ってくるかとか、そういうふうな

議論をさらに進めて、地域の住民に「ああ、あ

の病院でよかったな。」と言ってもらえるような

病院をつくったら、決して潰されることはない

と、そういうふうに思っています。

簡単ですけども、もっと議論が欲しかったん

ですけども、このセッションを終わりたいと思

います。皆さん、御清聴ありがとうございまし

た。

【進行】荻野健次様と村上竜平様には座長を務め

ていただき、ありがとうございました。会場の

皆様、いま一度盛大に拍手をお願いいたします。

以上をもちまして公立病院改革のワーク

ショップを終了いたします。
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