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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。）

「院長さん」

副支部長 渋谷正人

現役の院長は「院長さん」と呼ばれたとき、どんな印象を持たれるでし

ょうか？ 私ははっきり言って、その一言で頭に来て、その人とは口も聞

く気になれず、直ちに耳も心も閉ざしてしまいます。これは単なるエゴで

しょうか。

先日、全国社会保険病院の院長を集めた新機構の説明会で厚労省の若手

担当官が我々に向かって盛んに“院長さん”を繰り返していました。私は

その人とは前から面識があり、“人となり”も聞いていましたから、また

かという感じでしたが、あまり、皆の前で“院長さん“をくりかえされる

と、当人は一生懸命説明している積もりでも、もうその担当官の話に真摯

に耳を傾ける人は殆どいませんでした。ましてや国から補助金を一切ださ

ずに、規則だけ押しつけて来るという話の内容でしたから、なおさらです。

以前、ある方のお子さんの治療を頼まれた時、その患者さんの祖父にあ

たり、先輩と称する方から電話が掛かって来て、「院長さん、宜しくお願

いしますよ！」といわれたときも、この人は横柄な人だなあと率直に思い

ました。

同じような話が先日の日経新聞に載っていました。職業は違って作家で

す。

その作家先生いわく、某大学で教えていたときに、若い女学生から「先

生は作家さんだから・・・」と呼ばれた時には非常な違和感があったと。

著者自身、もともと自分ははぐれ者の作家でたいしたことはない、と思っ

ていたので、「裏返しの矜持もある」（このところのニュアンスが必ずしも

明確ではありませんが）と。彼によれば、そもそも、「作家さん」という

呼称は若い漫画家を指して年上の担当編集者が最初に使った言葉らしい。

我々が「院長さん｣と呼ばれたときに得る感触は些かも間違ってはいない

のである。但し、その作家は本心からかどうか、太っ腹にも、「作家さ

ん」と呼ばれてもヨシとしようではないか結んでいました。

さて、立場を変えて患者の場合はどうだろうか。昨今、一時もてはやさ

れた「患者様」はさすがに、行き過ぎとしても、医療者側から「患者さ

ん」と呼ばれて頭に来る人もいるのではなかろうか。例えば、年齢的にも

社会的にもはるかに目上の方を指して、若い医者が「患者さん」と呼んだ

ときなど。おかしくないと勝手に思うのは、我々が未だにパターナリズム

から抜け出せていないせいだろうか。  （社会保険中京病院 院長）
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人口オーナスと社会保障

理事 梶田正文

間もなく東日本大震災から１年が経とうとしてい

ます。被災者の皆さまには心よりお見舞い申し上げ

ます。大震災・福島第１原子力発電所の事故・それ

による風評被害と３重苦の中で奮闘されている関係

者の皆様に心より敬意を表します。この間多くの医

療関係者が被災地に入り、継続的に支援をされてき

ましたが、一度破壊された医療は以前の姿を取り戻

すのがいかに困難であるかを思い知らされた１年で

あったように思います。

さて、日本は第二次世界大戦後の急激な出産の増

加により人口は増加を続け、これにより目覚ましい

経済成長を遂げました。この人口の増加が経済にプ

ラスに作用する状態を人口ボーナスといいます。

昭和６０年には１億２千万人まで増加しましたが、

その後の変化はわずかです。日本の人口ボーナスは

１９９０年代初頭で終了したといわれています。

人口ボーナスがあればそれに続いて人口オーナス

の状態になります。オーナス（onus）というのは

「重荷」という意味です。高齢人口は激増し、一方

で生産年齢人口（１５歳から６４歳までの人口）の

減少により、内需は縮小することになります。

今年 1 月末に、２０１２年の将来推計人口が発表

されました。これによれば、今後わが国では人口減

少が進み、平成７２（２０６０）年には８，６７４

万人になるものと推計されています。平成２２（２

０１０）年国勢調査によると人口は１億２，８０６

万人ですから、今後５０年間で、人口は４，１３２

万人の減少が見込まれています。単純に計算して毎

年約８２万人ずつ減少することになります。現在の

福井県の人口が約８０万人ですから毎年これぐらい

の規模で人口が減少すると予測しているわけです。

また人口の高齢化が進み、平成７２（２０７０）年

の６５歳以上割合は３９．９％に増加するとも予測

しています。

この日本の人口構造の変化は日本だけの特殊な問

題ではなく、現在人口ボーナスの時代にあるアジア

諸国もいずれは人口オーナスの時代を迎えることに

なります。日本に続くのは韓国、シンガポール、タ

イ、中国などで、これらの国々ではすでに出生率が

低下しており、今後急速に高齢化が進むと予測され

ています。

ところで、この将来人口推計は厚生労働省に所属

する国立社会保障・人口問題研究所から発表された

ものです。この研究所は昭和１４（１９３９）年に

設立された人口問題研究所と昭和４０（１９６５）

年に設立された社会保障研究所とが平成８（１９９

６）年に統合して設立されたものです。人口構成や

世帯数は経済のみならず国家そのものに大きな影響

を及ぼすことは言うまでもありません。国の社会保

障制度の中・長期計画ならびに各種施策立案の基礎

資料として、人口と世帯に関する推計を全国と地域

単位で実施し、「日本の将来推計人口」などを公表

しています。

厚生労働省のホームページを見ると、平成２１

（２００９）年に年金の「財政検証」（国民年金及び

厚生年金に係る財政の現況及び見通し）が発表され

ています。この概要をみると平成１７（２００５）

年の国勢調査から将来人口推計を行い、さらに経済

の見通しなどから年金の財政検証がされているよう

です。５年に一度国勢調査を行い、その結果に基づ

いて人口の長期推計が行われ、それを用いて年金の

財政検証を実施するという流れです。人口予測は不

確実性が少ないためこのような作業が可能なのでし

ょう。

しかしそうはいっても５０年後の予測などいくら

コンピュータが発達したとしてもできるわけはあり

ません。ですから５年毎に一度検証をしていくこと

が必要なのでしょう。私たち国民にとって重要なの

は、この検証に基づいて年金制度に対してどのよう

な修正をしていくかということです。残念ながら、

年金は政争の具とされ、真剣な議論が行われてきま

せんでした。このまま時期を逸すれば年金に対する

信頼が揺らぎかねません。各政党が国民の、そして

国の将来を見据えて国政の場で建設的な議論を始め

ることを願っています。

一方で医療制度は複雑に利害関係が絡まっており、

不確実性が高く、長期的な展望を描くことは困難と

思います。厚労省は中医協に提出する資料のなかで、

団塊の世代がすべて７５歳以上となる平成３７（２

０２５）年の姿を提示し、また今回の診療報酬・介

護報酬の同時改定で在宅医療の重視というメッセー

ジを出していると思いますが、現実とはかけ離れて

いると感じるのは私だけでしょうか？世界に誇る日

本の医療制度を守りつつ、これから人口オーナスの

時代に入るアジアの手本となる医療福祉の姿を提示

するため、叡智を絞りだすことが必要と感じます。

（碧南市民病院 病院長）
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日本病院会 定期常任理事会報告

平成 23 年度第 11 回 (H24. 2.25)

副支部長 末永裕之

報告事項

＊平成 24 年度診療報酬改定

全 体改 定率 ＋ 0.004 ％ 診療 報酬 ( 本 体 )    

＋1.38％(約 5500 億円)
医科＋1.55％(約 4700 億円) 歯科＋1.70％(約
500 億円) 調剤＋0.46％(約 300 億円) 薬価等

－1.38％(約 5500 億円)

＊DPC 対応 1300 病院を医療機関群３つに分類

Ⅰ群大学病院本院(80 病院) Ⅱ群高診療密度群(80
病院ぐらい) Ⅲ群そのほかの急性期病院

＊3 月 16 日日本病院会 創立 60 周年記念行事

会場 ホテルオークラ東京

＊日本病院会倫理綱領(H24.4.1 より施行)
我々は人格の陶冶に努め、社会正義を重んじ、よ

り良い医療を追及する組織を目指し、病院医療を

通じて、日本が生きがいのある健全な社会になる

よう病院人として実行すべき規範を定める。

１． 我々は知識と技術の習得に励み、温かな心

をもって医療の質の向上に努める。

２． 我々は患者の権利と自律性を尊重し、患者

の視点に立った医療を行う。また、権利に

は義務が伴うこと並びに医療の不確実性に

ついて患者に理解を求める。

３． 我々は診療情報を適正に記録・管理し、開

示請求には原則として応じる。

４． 我々は地域の医療・保健・介護・福祉を包

括的に推進するとともに、関係諸機関・施

設等との連携・協力関係を構築する。

５． 我々は人の自然な死に思いをいたし、緩和

医療を推進し、誰もが受容しうる終末期医

療を目指す。

日病 60 周年を機に倫理綱領を見直し 特に２．

権利には義務が伴うこと、医療の不確実性に触れ

ていること、５．終末期医療に関しての記述をし

たことが特筆される事項

＊医療制度委員会

病院病床の機能分化について 急性期病床群を医

療法で位置付ける議論を踏まえて： これまでの

診療報酬による誘導の手段とは異なる

総論：厚労省の意図がわからない 現実に行って

いることから乖離している 現在の体制・制度で

は高齢化社会に対応できないというところから急

性期医療の整理をしていくのか

地域医療の視点から：地域に密着した急性期から

慢性期まで行っている病院はどうするのか 質の

高い地域完結型医療体制が成り立たなくなる

病院経営の視点から：病棟単位なのか、患者単位

なのか、病室単位なのか 病院の中で傾斜配分す

ればいいが、病棟にすると問題がある 細かく分

ける必要があるのか

各論：高度急性期の 15～16 日は今の特定機能病

院の平均在院日数はそのままとしている 本来は

疾病ごとに認めればよい 疾病構造が違うのに平

均在院日数で比較するのはおかしい DRG/PDPS
の効率化係数の方が現状に近い 急性期医療をは

っきりさせるのは良いが、実態に応じて検討すべ

き 厚労省内で医政局と保険局の連携が取れてい

ない

＊四病協医業経営・税制委員会

医療に係る消費税について 改革素案に記載され

た「なお、医療に係る消費税の課税の在り方につ

いては、ひき続き検討する」の文言は、政治的な

働きかけにより盛り込まれたものであり、我々の

成果である旨の説明 四病協としては原則課税を

求める姿勢を堅持

＊福島第一原子力発電所事故に対する公費負担医療

制度の創設 趣意書 日病

日本は世界唯一の原子爆弾被曝国として、放射線

被曝の惨事が二度と起きないよう、国の責任にお

いて対策を講ずることを宣言すべき。不幸にして

被曝された方々が安心できる、後世に残る制度を

早期に示すべき。 事故の教訓を忘れないため、

公的制度を創設して国民と意識を共有すべき。

類似する既存の「原子爆弾被害者に対する法律」

をモデルとした公費負担医療制度の創設について、

国に要望を行い、被曝者に対する早期の援助を願

うものである  

日病の趣意書に対し四病協、日医も同調

今回の診療報酬・介護報酬同時改定は 2025 年 B3
シナリオを想定した改定の第一歩である。医療提

供体制の医療機能分化を推進する中で「急性期病

床群」が出てきており、さらに「急性期病床群」

の認定制度を医療法において導入しようとしてい

る。診療報酬による誘導ではなく医療法での認定

制度とはいささか乱暴にも思われる。「地域に密
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着した病床」も未だその姿は明らかにされておら

ず、「急性期病床群」もまだどのように進むのか

もはっきりしないが、今後の方向性を注意深くみ

ていく必要がある。感染症、結核を除いたその他

の病床から急性期病床を明確にするだけではなく、

療養病床化している一般病床の切り分けを目論ん

でいるのかもしれない。

(小牧市民病院長)                    

愛知県支部 理事会

平成 23年度第 5回定例理事会抄

日時：平成２4年 1 月 17日(火)１6：００～

場所：愛知県医師会館 8 階 8０１会議室

(協議事項)

１ 各県支部の強化について

  本部から、各県支部を強化していく方針が示さ

れた。現在、独立しているのは 14 支部だけである。

今回の震災で、日病の動きが悪かったのも、被災

３県に支部がなかったため。必ずしも単独の支部

でなくとも、既存団体と連携し、日病の会員にな

ってもらうことでもよい。

２ 中小病院分析試行について

支部長から、本部が昨年 11 月 18 日に作成した、

試行分析技術内容の紹介を行った。

（報告事項）

１ 医療貸付事業融資制度利用希望者に対する個別

融資相談

会の開催について

  独立行政法人福祉医療機構が開催する相談会の

案内があった。

２ 日本病院会定期理事会（1/12）について

  末永副支部長から説明があった。

３ その他

・支部ニュース第 7 号（2012.03 月号）の発行に

ついて、当日配付された。

  

愛知県支部 理事会

平成 23年度第 6回定例理事会抄

日時：平成２4年 3 月 14日(水)１5：００～

場所：愛知県医師会館 5 階 5０１会議室

(協議事項)

１ 第 38 回日本診療情報管理学会への支援について

平成 24 年 9 月 6 日(木)、7 日(金)に名古屋国際

会議場において開催される学会への積極的参加、

演題の提案、運営への参加、ブースの出店、寄付、

広告等の協力要請があった。支部としての寄付金

額は不足額等を勘案し、会長一任で承認。

２ 平成 24 年度定例総会・特別講演について

  7 月 17 日(火)午後 5 時から予定されている定例

総会後の特別講演の演目、講師について協議、今

後検討することとなった。

３ 支部ニュースの執筆について

平成 24 年度からの支部ニュースの執筆順につい

て決定した。

４ その他

  看護職の勤務体制等に関する問題について検討

した。

（報告事項）

１ 日本病院会常任理事会（2/25）について

  急性期病床群を医師法で位置づける議論、医療

に関する消費税問題等について報告があった。

２ 新事務局長について

  4 月から新たに池戸尚弘事務局長が就任する報

告があった。

事務局からのお知らせ

◎ 事務局長の異動について

・石井久夫事務局長が退任します。１年という短

い間でしたが、大変お世話になりました。４月か

らは池戸尚弘事務局長が就任いたします。今年の

３月まで、愛知県心身障害者コロニーに勤務して

おり、健康福祉分野のベテランでありますので、

どうぞよろしくお願いします。
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