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　本年４月より新たな地域医療を支える仕組みとし
て県北西部地域医療センターを立ち上げたのでその
経過を報告する。

県北西部地域医療センター設置前の
郡上市の公立医療機関の状況

郡上市

 平成16年3月7ヶ町村の対等合併により誕生

 合併時人口約48,000人⇒平成27年4月約44,000人
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広域連合
郡上中央病院

国保白鳥病院

国保美山診療所
(和良病院管轄)

国保高鷲診療所

国保小那比診療所
(中央病院管轄)

小川巡回診療
(中央病院管轄)

石徹白診療所
(白鳥病院管轄)

(白鳥町)

(白鳥町)

(八幡町、
大和町、
高鷲村、
美並村、
明宝村の
5町村広
域連合)

(高鷲村)

(八幡町)

(八幡町)

国保和良病院 (和良村)

郡上市民病院

国保白鳥病院

国保高鷲診療所

国保和良病院

国保美山診療所
(のち廃止)

国保小那比診療所

石徹白診療所
(白鳥病院管轄)

小川巡回診療
(市民病院管轄)

郡上市民病院

国保白鳥病院

郡上市地域医療
センター

国保和良診療所
国保高鷲診療所

国保小那比診療所

石徹白診療所
(センター支援)

小川巡回診療
(センター支援)

合併前 合併時 H19～26
病院機能＋健診・在宅ケア・

療養病床管理など

病院機能＋健診・在宅ケア・
介護予防事業など

へき地医療＋
郡上市内各種保健福祉支援

４名の自治医大卒業医師(義
務後2名、義務内2名)および
１名の歯科医師によって、複
数診療所を複数医師で支える

という仕組みの下で運営

　郡上市は平成16年３月郡上郡７日町村の対等合併
によりできた市であるが、合併当初の人口は48000
人であったものの本年４月には44000人となってお
り、少子高齢化の進む地方都市である。合併直後の
医療体制は、対等合併であったこともあり、全ての
医療機関が存続されたものの、へき地医療体制を維
持充実させるために、国保和良病院の診療所化に伴
い市内の複数の公的診療所を複数の医師で支える郡
上市地域医療センターを設置した。これにより２つ
の病院は病院医療＋αを、郡上市地域医療センター
はへき地医療＋市内保健福祉事業支援という役割分
担のもと地域医療を展開してきた。

県北西部地域医療センター設置前の
郡上市における地域医療の課題

医師不足

 特に内科系

 開業医の高齢化 在宅方針 vs 希薄な支える仕組み

国保白鳥病院の直面する課題

 院長の定年退職→後任不在(岐阜大学からの後任困難)

 他の常勤医師の年齢も60歳前後

 存続方針→どういった体制で取り組むか検討が必要

社会的背景の変化：人口減少、インフラ整備、医療の高度化

医師確保、民間医療機関との共存、医療政策との整合性

郡上市地域医療センターの課題

 支えている地域の著しい人口減少

→需要供給関係や費用対効果関係から、医師数を含め

現状規模を維持することが困難である可能性
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　昨年度までの郡上市における地域医療の課題とし

ては、内科系を主とする医師不足、開業医の高齢化、
国保白鳥病院としては院長定年退職に伴う後任不
在、常勤医の高齢化と医師確保、近くにある151床
の民間病院や他の医療機関との相互補完的共存、病
院完結型から地域完結型へ移行する中での医療政策
に合わせた事業展開、また、郡上市地域医療センター
としては、対象地域の人口減少に伴う、適正規模の
模索といった項目が挙げられていた。

岐阜県におけるへき地医療の課題
１人の医師に対する依存性大

 精神的肉体的負担大
長期献身的勤務への期待

マスコミなどによる美徳化

多様な役割への期待

相談もできない、振り返り もで
きない、責任だけはある

赴任期間によるメリット、
デメリット
 長期赴任：地域は喜ぶが…

長くいれば長くいるだけの軋轢も、そしていつかは辞める！

 短期赴任：１・２年前後の循環型医師派遣システム
地域に適した保健医療福祉体制の構築あるいは継続が困難

派遣医師の興味に左右される
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宮川診療所河合診療所

白川診療所

平瀬診療所

清見診療所

高根診療所

朝日診療所

久々野診療所

小坂病院→診療所

東白川病院→診療所

上矢作病院

高鷲診療所

和良病院→診療所

藤橋診療所

坂内診療所

久瀬診療所

義務内医師

荘川診療所

一人診療所

自治医大卒業生赴任診療所

　一方、岐阜県におけるへき地医療は、自治医大卒
業生の赴任先を見てみても１人赴任診療所も多く、
こうした診療所では、一人の医師に対する依存性が
大きく、長期的献身的勤務を期待されたり、自身の
診療の質を保証することが難しかったりと精神的肉
体的負担も大きいとともに、長期に赴任しても短期
に赴任しても一長一短があるという課題が認められ
ていた。

地域の医療確保のためにどうするか？
「おらが村の、おらが先生」から「私たちの地域

を、身近なところで、仕組みを持って支えてくれ
る先生たち」へ⇒国保白鳥病院を基幹医療機関と
する2市1村による医療広域連携の提案
 複数の診療所を複数の医師で支える仕組み

郡上市地域医療センターのノウハウの利用

教育、人材育成

一人で頑張らせない

質の保証
 現に提供している医療の質：相互の診療への参加、相談、振り返り

 継続される医療の質：途切れることのないスムーズな移行

継続的な医療確保、継続的な地域に適した保健医療福祉への取
り組み

 基幹医療機関の必要性
診療所数より多い医師がいないとバッファー機能が働かない

人口減少、財政的課題、経営課題などにより診療所に医師を複
数雇用することは困難
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　こうした背景のもと、郡上市のみならず近隣自治
体とも連携し、複数診療所を複数医師で支える郡上
市地域医療センターの運営ノウハウを拡大利用し、
へき地医療に携わる医師の人材育成や教育、一人で
頑張らせず、質の保障を図り、合わせて地域の継続
した保健福祉システムに取り組むことと、医師確保、
機能分担を目指しつつ医師のバッファー機能を持ち
ながらこうした仕組みを支えるための基幹医療機関
設置を考慮した、国保白鳥病院を基幹医療機関とす
る２市１村による医療広域連携を郡上市より県に提
案した。

県北西部地域医療センターの概要

郡上市、高山市、白川村の2市1村による連携

 県の市町村域を超えた医療広域連携構想案に基づく

 国保白鳥病院をその基幹医療機関とする

 対象地域の地域医療を確保し支える

連携する医療機関
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　県からも、将来にわたる岐阜県のへき地医療体制
を支えるために、市町村域を超えた医療広域連携構
想案が２市１村に提示され、国保白鳥病院を基幹医
療機関とし対象地域の地域医療を確保し支える県北
西部地域医療センターに取り組んでいくこととし
た。構成医療機関は、郡上市４診療所、１歯科診療
所、１介護老人施設、白川村の２診療所、高山市荘
川地区の１診療所である。

県北西部地域医療センターの特徴
へき地医療と在宅ケアをその主目的の一つとす

るセンターであり、役割が明確化
 各地域の住民の生活の質の保証と向上を図る（地域包

括ケア）

へき地医療を立体として支える
 自助努力(点)、代診支援(線)、以上にネット―ワーク

(面)を形成、更に人材育成などの時間軸を伴った継続
的ネットワーク(立体)へ

基幹病院の設置
 複数診療所を支える人員確保、診療所1.5人配置など

の自由度の高い運営、在宅医療の後方病院確保、メ
ディカルスタッフの広域的支援

 専門医のバックアップ

地域医療を目指す学生・医師の研修教育、ある
いは勤務の受け皿
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　県北西部地域医療センターの特徴としてはへき地
医療と在宅ケアをその主目的の一つとするセンター
であり、役割が明確化されること、へき地医療を時

間軸も伴うネットワークとして立体的に支えるこ
と、基幹病院を設置することで単に医師を派遣する
支援ではなく、人員確保をしながら自由度を持って
地域医療を支えること、地域医療を目指す学生・医
師の研修教育、あるいは勤務の受け皿となることな
どがあげられる。

県北西部地域医療センターの特徴

新たなへき地医療を支えるモデルとして情報
発信

 基幹病院と診療所群とのネットワーク化により広
域的に地域医療を支えるモデル

 小規模病院の在り方として、臓器専門医を集めが
へき地医療を支援するモデルではなく、へき地を
支えることができる総合診療医が臓器専門医の支
援を受けながら活動し、臓器専門医との連携に
よって支えるというモデル

 少子高齢化人口減少時代における取組の一つと考
えられている基礎自治体の枠組みを超えた連携に
よる住民サービス提供のモデル 7

　我々のセンターは、こうした特徴の元、基幹病院
と診療所群とのネットワークにより広域的に地域医
療をさせるモデル、いわゆる総合診療医を中心とし
て小規模病院を運営するモデル、役割に基づいて基
礎自治体の枠組みを超えた連携による住民サービス
モデルといった新たなへき地医療をさせるモデルと
して情報発信可能と考えている。

運営
組織

 県北西部地域医療センターは当面基礎自治体を超えた一
体化した組織としては存在しない

相互支援、機能的連携にて運営を行う

郡上市は白鳥病院と地域医療センターの一体化を図る⇒条例化

郡上市白川村は連携協定締結（平成27年3月）

 郡上市、白川村は平成27年4月より共通冠名をつけ運営

高山市国保荘川診療所は平成27年度は代診支援が主

会計

 国保白鳥病院 病院事業会計(地方公営企業会計)

 郡上市内診療所 国保特別会計(直営診療所勘定)

 高山市、白川村診療所 各市村国保特別会計(直診勘定)
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　組織としては、広域議会を立ち上げずに緩やかな
ネットワーク形成の中で、会計は各自治体の会計に
基づき運営している。ただし、郡上市内は条例化に
より一体化を図っており、郡上市白川村間では連携
協定が締結され同じ冠名での運営を実施、高山市は、
市内の一地域のみ対象となることや住民への説明に
時間をかけたいとのことから、実質的には連携しな
がら取り組むものの、実績と積み重ねるうえでも代
診支援を主に運営している。
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医師確保
センター長兼病院長

 郡上市地域医療センター長が就任

自治医大卒県派遣医師２名
 広域連携を前提に国保白鳥病院に派遣

センター内医師
 相互支援・研修で4名が週1～1.5日国保白鳥病院

で診療従事

 白鳥病院の医師も各診療所へ週数回ずつ診療
白川村半日×5回/週、荘川町半日×1回/週

郡上市内和良町半日×2回/週+α 高鷲町半日×1回/週

国保白鳥病院の既存医師
 郡上市北部地域の専門医療および必要に応じて地

域の専門医療支援を担当
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　懸案の医師確保は、高知はへき地医療支援をその
役割の一つとしたことにより、自治医大からの派遣
医師を増員してもらうとともに、センター内医師の
相互支援・研修により運営可能な状況としている。

開始後確認できた利点
医師確保

在宅を中心とした支援

 バックベット機能

 診療所常勤医不在の時の看取りの対応

急な出来事への対応

 （医師のご家族にご不幸があった場合など）外来
診療・当直医不在への対応

夏休みの取得・学会講習会などへの参加
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　開始後確認できた利点として、医師確保ができた
こと、在宅のバックベット機能や、診療所の常勤医
不在の際の看取り、急な出来事への対応や長期休暇、
学会講習会への参加などができている。

課題
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センターとして
 一体感の醸成

 メディカルスタッフ
の交流・支援

 連携地域住民の理解

 経営的メリット

病院として
 経営的メリット

 スタッフの意識向上、
取り組みの拡大

 ハード面ソフト面で
の在宅医療体制の充
実

 地元地域住民の理解

 教育・人材育成体制
の構築

 継続的医師確保

　一方、課題もまだまだ山積している。将来的には
一体的組織として運営する方向ではあるものの、な

かなか一体感を醸成することが難しかったり、医師
以外のメディカルスタッフの交流支援がまだ十分で
はなかったり、地域住民への啓蒙もまだまだ不十分
であったりといったことが課題として挙げられる。
また、国保白鳥病院としても、経営的メリットの提
示が不十分であったり、今までの在宅体制の歴史か
ら在宅医療体制が十分機能していなかったり、地元
住民の理解、教育体制構築、長期継続的医師確保な
どが課題として考えられる。

おわりに
課題は多いが一つ一つ丁寧に取り組む
社会情勢が変化する中でも持続可能な地域医療が確保

できるよう明確なビジョンのもとでの運営を目指す
今後の小病院、地域医療の在り方に一石を投じるモデ

ルとなるよう取り組む
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広域連合
郡上中央病院

国保白鳥病院

国保美山診療所
(和良病院管轄)

国保高鷲診療所

国保小那比診療所
(中央病院管轄)

小川巡回診療
(中央病院管轄)

石徹白診療所
(白鳥病院管轄)

(白鳥町)

(白鳥町)

(八幡町、
大和町、
高鷲村、
美並村、
明宝村の
5町村広
域連合)

(高鷲村)

(八幡町)

(八幡町)

国保和良病院 (和良村)

郡上市民病院

国保白鳥病院

国保高鷲診療所

国保和良病院

国保美山診療所
(のち廃止)

国保小那比診療所

石徹白診療所
(白鳥病院管轄)

小川巡回診療
(市民病院管轄)

郡上市民病院

国保白鳥病院

郡上市地域医療
センター

国保和良診療所
国保高鷲診療所

国保小那比診療所

石徹白診療所
(センター支援)

小川巡回診療
(センター支援)

郡上市民病院

県北西部地域医療
センター

国保白鳥病院
国保和良診療所
国保高鷲診療所

国保小那比診療所
国保石徹白診療所

+
国保白川診療所
国保平瀬診療所

国保荘川診療所

小川巡回診療
(センター支援)

合併前 合併時 H19～26 H27～

　まだ開始したばかりで課題も多いものの一つ一つ
丁寧に取り組み、社会情勢が変化する中でも持続可
能な地域医療確保をめざし、明確なビジョンのもと
で運営していきたいと考えている。また、人口減少
に直面する地方都市の小病院の在り方に一石を投じ
るようなモデルとしても真摯に取り組んでいきたい
と考えている。




