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愛知県支部ニュースへの 

ご寄稿のお願い 

 愛知県支部ニュースは、会員の

皆様の意見交換の場として会員の

皆様からの情報発信をお待ちして

おります。テーマ、字数の制限は

特にありませんので、ご寄稿よろし

くお願いします。 

（年６回発行予定の支部ニュース

に随時掲載します。） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東北大震災被災地の医療の今後 

                理事 塚田 勝比古 

 未曽有の地震と津波が、平成 23年 3月 11日、宮城県を中心に東北地方

に大地震と福島原発事故の発生を引き起こした。震災当初の地域への援助、

関わりは日本全国に渡り、労働の援助と資金、物資の援助が行われた。 

 果たして、この大地震の復興が、人目に見えるほど進行しているのであ

ろうか。私にはとても復興の様子が感じられない。特に、その現状が深刻

な分野は、医療の復興と思われる。被災した医療機関の復旧の遅れ、仮設

住宅での生活などの激変した生活環境の変化で、入院を余儀なくされる住

民の増加、また入院した病院での入院の長期化、在宅への坦人の困難な状

況、そのための転院先の病院の不足、また退院先の施設などの確保の困難

さが巡りめぐって悪循環を来しているのが現状であると思われる。 

 大震災の前に、すでに日本の医療崩壊が進行していることは明白であっ

た。地域医療の再生はどのようにあるべきか、盛んに討論されてきた。そ

の中でも特に地方自治体の病院の存亡は深刻であった。元来、地方自治体

の病院は、その地区存在の生命線（ライフライン）の主体をなしてきた。

しかし、地方自治体病院の存続を脅かす幾つかのことが明確になりつつあ

った。その一つは、地方自治体病院の深刻な医師不足の現状である。その

とき述べられる最大の原因は、自治体病院の経営戦略の誤りであり、自治

体病院の救済の解決の要点は、隣接する病院の合併であり、また、民間の

力を借りて病院の民営化により活性化を図るようにとの提言がいたる所で

なされた。提言に基づき幾つかの病院の合併、統廃合がなされてきた。し

かし、今回のような大地震を経験し、またその復興を考えると、地域の医

療を守ることを第一義とされている地方自治体病院は、地域住民が少なく

ても、また不採算であっても成さなければならない医療があり、地域復興

のために欠くべからざる要である。 

平成 23年 3月 11日、東北大震災、引き続きの福島原発事故、地方自治

体の崩壊を伴い、また、この地域の医療状況を震災前の医師不足の状況か

ら考えると、この地域の医療の再生は極めて困難な状況に置かれているこ

とを考えざるを得ない。（２頁に続く） 
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医療の再生が困難なことは、地域の真の復興が困難

であることを推察させる。病院の再生復興には、病

院の再建、医師を始めとする医療スタッフの採用、

医療機器の改修、導入などを図る必要があり、医療

の抱える問題が震災前の数倍の問題として地域の負

担となっている。 

国の地域医療再生臨時特例交付金の拡充は、都道

府県単位（３次医療圏）が策定する地域医療再生計

画に基づく事業を支援するもので、被災３県（岩手、

宮城、福島）交付金の上限１２０億円が決定されて

いるとのことであるが、医療者の確保が行われない

限り復興は困難と言わざるを得ない。国家的見地か

ら、金銭の補助のみならず、医師を始めとする医療

者の派遣体制を早急に行うべき政策が必要な時であ

ることを確信する。そのためには、現在考えられて

いる地域医療支援センターなどの実質的活動の充実

を早急に実現期待したい。 

一方、被災地では、被災住民は失われた住まい、

頼れる医療の無いなか、また、近隣の多くの人が出

て行く中で、わが生まれ故郷として離れることがで

きず、またその地区での再興を願う人々の現状が最

近は明らかになっている。地域の現状の報告を見る

と病院のベッド不足による入院が出来ない、入院患

者さんの転院先の病院がない、被災者で独居の人の

孤独死、また、飲酒の関連問題も顕在化しつつある

ことなど必要な医療提供が困難になっていることが

報告されている。地域の復興を一日でも早くと望む

なら、地域の医療を守り維持することが先決である。

今こそ、今後顕在化する地域の医療崩壊の抑止のた

めに、大胆な国家的施策を実行し、被災地域の医療

の再生を可能とし、地域の復興の兆しが見えたとき

本当に盛大な桜まつりが地域全体で行われることを

期待したい。 

また、被災地以外の多くの病院も、自治体病院な

らず地域の医療に貢献する病院としての存続を真剣

に考えるときではないでしょうか。 

【地球上でもっとも豊かな自然を有しているのが、

日本の東北の地である】と世界の海洋学者、農学者、

エコロジストが口を揃えて話をしてきたその場所を

復興するために、新たに医療政策が提起され、実行

されるべき時と思います。同時に、一日も早い被災

地の医療の復興は、我々の医療のこととして考える

必要があると思われる。 

（ＮＴＴ西日本東海病院 病院長） 

 

 

 

 

 

日本病院会 定期常任理事会報告 

平成２４年度第１回（H24.4.28） 

副支部長 末 永 裕 之 

 

１ 承認事項 

(1)一般社団法人化に伴う定款の見直し 

① 監事の職務及び権限、理事会の権限、常任理

事会の権限、社員総会の権限 

② 平成 24 年度第１回理事会、社員総会（代議

員会）を 5月 19日に開催 

(2)診療情報管理士認定試験受験指定専門学校、人間

ドック検診施設機能評価認定施設 

 

２ 報告事項 

(1)第１８回医療の安全確保推進委員会 

・死因究明制度のあるべき姿について：今まで討

論されてきた問題点を木村委員長が取りまとめ

「診療行為に関わる死亡・事故の原因究明制度

のあるべき姿を考える」として厚生労働省に提

出。 

・医療事故の原因究明の優先と再発防止策の策定、

検証の実効性担保のためには第三者かつ公的な

組織の関与が必要と説明。死因究明制度が医療

者・患者どちら側にも公正中立であるべき。 

・事故調査委員会は、「院内」「外部」「中央」の３

部として、「外部」では「院内委員会報告」を外

部の医療専門家として分析、評価し、「中央」で

は医療関係者以外の意見も加え、最終的な分

析・評価を行う。 

・本制度に届出、調査・評価を受けることで、医

師法第 21 条に縛られることはない。故意、隠蔽

等の悪質事例を警察に届ける道は残す。 

(2)第 19回医療の安全確保推進委員会 

・死因究明制度の他病院団体との比較、実現化の

ための手法について等検討。 

(3)第 4回病院診療の質向上検討委員会 

・平成 23 年度は病院におけるチーム医療のあり方

等を検討し、多職種から見たチーム医療、チー

ム医療に向けた戦略等に関するシンポジウムを

開催。 

・平成 24 年度は 9 月 24 日に地域医療、診療報酬

改定を結びつけたシンポジウムを予定。薬剤師

の病棟は配置もテーマに。 

(4)栄養管理委員会 

・東口委員長（日本静脈経腸栄養学会会長）は

NST に関する教育を基本としてメディカルスタ

ッフのレベルを底上げすることを目指す。10 月

26 日、27 日に 10 時間、1 日半コースで NST セ
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ミナーを予定（日病、日本静脈経腸栄養学会共

催）。 

(5)ＱＩ委員会 

・ＱＩプロジェクトを医療の質改善に関して日病

の継続事業として拡大していく。 

(6)第 20回医療制度委員会 

・医療基本法について、日医案では患者と医師関

係に主眼が置かれている。日病は病院、そこに

働く勤務医、医療を提供する立場から提言を。 

(7)第 1回病院経営の質推進委員会 

・診療報酬改定に伴う影響度調査を 6 月の前年同

月と比較する調査。7 月中にデータを収集、9 月

には中間報告をしたい。精緻化のためには提出

病院数を前回から大幅に増やしたい。医療機関

群、係数も調査項目に。 

(8)平成 24年度厚生労働省科学研究費補助金 

・「死亡診断書の精度向上に関する診療情報管理士

の介入による記載適正化の研究」報告 

(9)福島県病院協会報告 

・相変わらず震災前に比べ医療職の離脱が多い。 

(10)日本病院団体協議会□第 80回診療報酬実務者会

議 

・中医協報告。診療報酬における消費税の取り扱

いについて：4月 11日唐沢審議官が 10％への引

き上げ時までの 2 回分は非課税のまま診療報酬

等で手当てされるとの見解を示したことに対し、

診療側委員は、10％へ引き上げの際は課税の在

り方を含めて議論されるものと認識していたと

して紛糾。 

(11)急性期医療に関する作業グループ第 6 回会合資

料（急性期病床群に関して） 

 

３ 協議事項 

(1)診療報酬における消費税の取り扱いの検討につい 

 て 

(2)急性期病床について 

・昨年 12 月 22 日、社会保障審議会・医療部会に

設置された「急性期医療に関する作業グループ」

（田中滋座長）で、医療法での位置づけを目指

す「急性病床群」の議論が始まった。 

 ・B3 シナリオを意識した急性期の機能分類の一環

であろうが、都道府県が一定の条件を充たした

「急性病床群」を認定し、国民や患者に対して

病床の機能を分かり易くして、大切な医療アセ

スにつなげることを目指したようである。しか

し、医療法の中での認定制度・法制化には診療

側から種々批判が出た。 

 ・精神、結核、感染症以外の病床は全て「その他

の一般病床」となっている中で急性期病床を一

般病床から区分することは自然なことではある

が問題も孕んでいる。日医は機能分化の法制化

をすると運用が硬直化する、急性期だけで財源

を使い果たしてしまう等、強く反対を表明し、

現状のままで良いとしている。 

 ・ワーキンググループの会合も 6 回を超えたが、

議論百出で、なかなかゴールが見えてこない。

その中で、厚生労働省も医療機能の類型や基準

については法律ではなく省令等で定める等の修

正案を出してきている。今回の「急性期病床

群」がどのような着地点となるのかは分からな

いが、2025 年の団塊の世代が後期高齢者を迎え

るころの医療提供体制について我々医療提供側

も現状維持だけでなく意見を出していく必要が

あるのではないかと感じている。 

（小牧市民病院 病院長） 

   

総会開催のご案内 

１期日 平成 24年 7月 17日（火） 

２場所 名古屋観光ホテル 桂の間 

３日程 15:00～定例理事会 

    16:00～定例総会 

    17:00～特別講演 

（講師：愛知県健康福祉部健康担当局長 

加藤欽一先生） 

    18:00～懇親会 

 

日本病院会 定期常任理事会報告 

平成２４年度第２回（H24.5.19） 

支部長 松 本 隆 利 

 一般社団法人に移行しての第１回定期理事会、社

員総会（代議員会）が開催された。引き続いて、特

別講演に移り、“国民経済、民主主義、そして皆保

険”と題して、慶応義塾大学商学部権丈善一教授が

講演された。 

 

１ 承認事項 

(1)一般社団法人に日本病院会定款第 37 条（理事会

の権限）の規定に関わらず、下記事項について

常任理事会に委任。承認事項は直近の理事会へ

報告する。①国、地方公共団体、関連団体が開

催、実施する会議、行事に関する後援、共催等、

②国、地方公共団体、関係団体設置機関への役

員、委員の派遣、推薦等、③その他緊急に処理

を必要とする事項。承認された。 

(2)平成 23 年事業報告、収支決算、理事・監事・社

員（代議員）選任。顧問・参与の移植に関する

件について承認された。 

 

２ 報告事項 
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(1)東日本被災地支援について 

  ライオンズクラブ国際協会から約 3 億円の義援

金が送られることになった。追加申請もあり最

終 4 億 8 千万円の多額の支援が頂けることとな

り、日病では各県のニーズにあった活用、分配

が検討されている。 

(2)医療の安全確保推進委員会 

  死因究明制度を現実化するためにはステークス

ホルダー間での合意の前に医療界での合意が必

要との考えで一致。現時点での一致点は、①院

内医療事故調査委員会の設置、②3 段階の委員

会：院内、外部、中央。現時点での問題点（医

療側が一致していない点）は、a.原因究明と責

任の追及の混在 b.死亡症例のみ（とりあえず）

c.仲裁、和解、医療側の処罰となっている。日

病が守る原則は原因究明と再発防止が医療者の

責務であり、司法と行政の権限を集中するべき

ではなく、医療側としては原因究明を行い、有

責の判断は第三者に委ねるべき。 

(3)消費税調査 

  現在、消費税に関して 2.01％の持ち出しがあり

厚労省の主張する診療報酬上乗せ分を差し引い

ても 0.4％不足と考えられる。今回の調査はパ

イロットスタディであり、本格的な public な検

証（中医協など）が必要。 

 

３ 協議事項 

厚労省は一般病床の機能分化の推進を図るため、

一般病床の中から急性病床群のみを切り出し機能分

化を図ろうとした。意見が分かれ反対も多いことか

ら急性期病床群に限らない機能分化された病床群と

して位置づける方向に転換した。 

 日病の理事会では機能分化には概ね賛成意見が多

かったが、急性期病床群のみを位置付け、認定制と

することには強く反対する意見であった。機能や基

準等の定義付けも曖昧であり議論は進んでいない中

で決められるには問題が大きすぎると考えられる。 

 日病の理事会での主な意見は、 

① 厚労省は医療法に書き込むとしているが、医

療法には理念のみを書き込むべきである。変化

のある時代においては自由度が必要であり、厚

労省の認定とせず各々の医療機関の自由度（登

録制）とすべき。    

② 定義が曖昧。入院期間にすると癌は慢性期？ 

③ 医療法で縛るべきではない。診療報酬との整  

合性の問題であり、診療報酬を見て各病院が選

択すべき 

④ 機能分化は、既に診療報酬でなされている。

問題が多い中で今更改めなくてもこのままでよ

い。 

⑤ 病棟単位で考えないと病院単位では運営でき

ない。 

等であった。 

 （社会医療法人財団新和会八千代病院 病院長） 

 

愛知県支部 理事会 

平成 24年度第 1回定例理事会抄 

日時：平成 24年 5月 15日（火）15:00～ 

場所：愛知県医師会館 8階 801会議室 

 

（協議事項） 

１ 日本病院会愛知県支部規約の改正について 

  社団法人日本病院会が、平成 24年 4月 1日から

「一般社団法人日本病院会」と名称が変更された

こと、及びその定款施行細則第 13 条で支部のモデ

ル名称が示され、それに準拠したものとするため

支部規約を改正する。施行は、総会承認後とする

ことを承認。 

２ 定例総会の開催について 

  平成 24年 7月 17日（火）16:00から名古屋観 

光ホテル 3 階「桂の間」にて開催することを承認。 

３ 平成 23 年度収支報告及び平成 24 年度予算案に

ついて 

  平成 23 年度収支についてはホームページ作成を

含め承認。平成 24 年度予算についてはパソコン購

入費等について審議され、承認。 

 

（報告事項） 

１ 会員の退会について 

  独立行政法人国立長寿医療研究センターの退会

報告があった。 

２ 第 55 回日本病院・地域精神医学会総会の後援名

義使用について 

３ 日本病院会常任理事会報告について 

 ・平成 24年度第 1回定期常任理事会（4/28） 

  末永副支部長が出席した内容は、支部ニュース

で報告。  
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