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令和元年度久慈地域県立病院運営協議会

会 議 録

日 時 令和元年12月16日（月）

１５時００分～１６時５５分

場 所 岩手県立久慈病院大会議室

出席者（敬称略）

（１）委員

岩城 元 遠藤 譲一

水上 信宏 小田 祐士

柾屋 伸夫 鈴木 宏俊

関合 正行（久慈歯科医師会長代理） 大粒来 輝行

日當 光男 佐々木 伊久子

障子上 文義（久慈青年会議所理事長代理） 横田 マサ子

大沢 リツ子 大湊 功二子

岩﨑 弘子 向川 泰司

高畑 利子 以上17名出席

（２）事務局

①医療局

医療局長 熊谷 泰樹 医療局次長 三田地 好文

経営管理課総括課長 吉田 陽悦 医事企画課総括課長 菊地 健治

経営管理課主任主査 佐藤 宏昭

②久慈病院

院長 吉田 徹 副院長 白石 直人 副院長 柴田 俊秀

第２整形外科長 近江 礼 事務局長 盛合 健 総看護師長 稲見 敬子

事務局次長 杤澤 健一 医事経営課長 西川 栄樹 総務課長 玉舘 信雄
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１ 開 会

〇杤澤事務局次長

委員の皆様には年末のお忙しい中、お集まりいただきましてまことにありがとうございます。

それではただいまから令和元年度久慈地域県立病院運営協議会を開催いたします。本日の進行

を務めます久慈病院事務局次長の杤澤でございます。

それでは、お配りしております次第に沿って進めて参ります。

２ 委員及び職員紹介

〇杤澤事務局次長

委員及び職員の紹介をいたします。はじめに委員の方々の紹介をします。

（委員及び職員の紹介）

なお、本日は、岩手県議会議員 中平 均委員、県北広域振興局長 南 敏幸委員、久慈医

師会長 齊藤 裕委員 は欠席でございます。

昨年度の県立病院運営協議会におきまして、会長に久慈市長、遠藤譲一委員を、副会長に久

慈医師会長、齊藤裕委員を選出しております。本年度も引き続きよろしくお願いいたします。

３ 会長挨拶

〇杤澤事務局次長

要綱によりまして会長が会議の議長となりますので、遠藤会長には議長席へお移りいただき、

ご挨拶をお願いいたします。

〇遠藤譲一会長

会長職を仰せ付かっております久慈市長の遠藤でございます。本日は12月半ばの何かと忙し

いところご出席賜りありがとうございます。久慈病院の吉田院長先生をはじめ医師の皆様、看

護師の皆様、事務の皆様方には大変お世話になっております。久慈市議会におきましては12月

議会の一般質問の中で久慈病院の正規医師の充足状況の質問が出ました。私自身、普段から院

長先生とお話をさせていただいておりますが、院長先生を始めとした懸命の努力により久慈広

域の医療を守っていただいています。市民からは全部の診療科に常勤の医師を充てて欲しいと

いう要望をいつもされております。医師の確保は開業医も含め簡単ではないという事は皆分か

っているとは思いますが、生活の基盤として医療体制がしっかりしている事は基本的なことと

思います。今日は運営協議会ですので普段考えていらっしゃるご意見を率直にお話いただき、

院長先生、医療局長さんに直接お答えいただく場としたいと思いますのでよろしくお願いいた

します。
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４ 岩手県立久慈病院長挨拶

〇杤澤事務局次長

ありがとございました。次に、吉田病院長よりご挨拶をお願いします。

〇吉田久慈病院長

本日は12月のお忙しい時期にお集まりいただきまして、本当にありがとうございます。

また本日お集まりの皆様には、それぞれの立場で日頃県立病院の運営を支えていただき本当

に感謝しております。

この後お話いたしますが、この平成の30年間で医療を取り巻く環境は大きく変わりまして、

我々医療に関わる者に求められる事も非常に変わってきております。それに対して我々は日夜

変化に対応する努力をしておりますが、その事を地域の方々と共有して理解して頂きながら前

に進む事が非常に大切な事だと思っております。

そういった意味で、遠藤市長がおっしゃった通り、直接お話をお聞かせいただける貴重な機

会と思っておりますので是非忌憚のない意見をたくさんお話いただき有意義な時間にしたいと

思っておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。

５ 医療局長挨拶

〇杤澤事務局次長

続きまして、熊谷医療局長からご挨拶をお願いします。

〇熊谷医療局長

医療局長の熊谷でございます。

まずもって今般の台風19号災害で犠牲になられた方々に哀悼の意を表しますとともに、被害

に遭われた全ての皆様にお見舞いを申し上げます。

また、運営協議会委員の皆様方には日頃から県立病院の運営に対しまして様々なご支援、ご

協力を賜り、この場をお借りして改めて感謝申し上げます。

医療局の組織は昭和25年11月の発足となっており、今の形で経営を行ってきて69年目であり、

来年70年という節目の年となりました。「県下にあまねく良質な医療の均てんを」という創業

の精神を受け継ぎながら、県立病院が県民に信頼され良質な医療を持続的に提供できるよう取

り組んでいるところでございます。

久慈病院におきましては圏域の基幹病院、救命救急センターとしての機能を担っており、三

次救急医療、がん医療等の高度専門医療から回復期リハビリテーションまでの医療を提供する

など、地域の医療を支える役割を果たしているところでございます。

医療局としても医師不足の限られた医療資源の中で今後も地域医療を守るため、県立病院間
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のネットワークを活用した応援体制の強化や、地域の医療・福祉・介護施設等との役割分担、

連携を一層推進して参りたいと考えております。

本日の運営協議会で委員の皆様方から頂戴したご意見・ご提言を今後の県立病院全体の運営

に反映させて参りたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

６ 議 事

（１）久慈病院の運営について

（２）久慈病院の現状と課題について

（３）質疑応答

（４）その他

〇杤澤事務局次長

それでは、議事に移ります。議事進行につきましては、遠藤会長にお願いいたします。

〇遠藤譲一会長

それでは、早速議事に入らせていただきます。

まず、6の（1）久慈病院の運営について事務局から説明をお願いいたします。

〇盛合事務局長

（資料により説明）

〇遠藤譲一会長

ありがとうございます。

質疑応答については次の説明をいただいた後に一括で頂戴したいと思います。

それでは、（2）の久慈病院の現状と課題について、吉田院長からお願いいたします。

〇吉田久慈病院長

（スライドにより説明）

〇遠藤譲一会長

院長先生ありがとうございました。それではここから質疑応答に入ります。委員の皆様いか

がでしょうか。

〇岩城元委員

今日はありがとうございます。

医師不足という事で私も議会で質問させていただいております。鋭意確保に取り組んでいる

という事、研修医も戻って来ているという現状を説明いただきましてありがとうございます。

それと合わせて看護師の方々の確保について、先程の説明で中学生との交流も行っていると
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のことで、今後看護師を目指す方も増えるのかなという思いもありますが、現状として看護師

の充足状況はどのようになっているのかお聞きしたいです。

〇稲見総看護師長

ご質問いただきありがとうございます。

当院では必要な看護師数は確保されている状況にはありますが、育児をしながら働く職員も

多く、短時間勤務や休暇の制度を活用している職員が非常に多くなっております。その点につ

きましては看護科としても支援しているところですが、フルタイムで働き夜勤ができる看護師

の数がギリギリの状況であるというところが実際のところです。

〇岩城元委員

ありがとうございます。

それとは別の話になりますが、院長先生が一生懸命、国保種市病院や山形診療所に診療応援

行かれ頑張っていると資料を見て感じましたが、他の病院から応援に来ている先生方の数と広

域連携、八戸赤十字病院などからの応援状況をお知らせ下さい。

〇吉田久慈病院長

事務局長からの説明にもありましたが、非常勤臨時医師として、例えば呼吸器内科の常勤医

はいませんので、毎日診療応援頂いていて月曜日から金曜日まで呼吸器の外来診療は出来るよ

うになっておりますし、外科等の人数が足りているところに関しましても、例えば大学で行う

レベルの診療が必要な症例については、大学から術者を派遣して頂いて当院で執刀するという

事も行っております。そのほか循環器のカテーテル治療、消化器内科の内視鏡治療も、スペシ

ャリストに来院頂いて日常的に治療が行われている現状です。

〇遠藤譲一会長

他にはいかがでしょうか。

〇大沢リツ子委員

病院祭を拝見させていただきました。ありがとうございました。小児科の先生の講演を聴き

ましたが、子供の発熱時に頭を冷やす事は間違いで、首の後ろや脇の下を冷やす事が良いと知

り目からウロコで大変ためになりました。

私は今病院にかかっておらず薬も飲んでなく自慢の一つですが、紹介状がなければ大きい病

院で診てもらう場合に診療代のほかに５千円程かかり、それがまた値上がりすると新聞の記事

で見ました。病院にかかっていない人は最初から大きい病院を受診できないのかお聞きしたい

と思います。

それから蘇生についてですが、普段私は延命治療をしないで欲しいと家族に話していますが、

例えば私のような病院にかかっていない人が救急車で運ばれて意識の無い場合、意思の確認は
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どうなるのかスライドを見て不安になりました。どうなのでしょうかよろしくお願いします。

〇吉田久慈病院長

まず後段の件ですが、典型的な例として昔であれば天寿を全うするような方が最後まで家庭

で過ごされ、近所の開業医の先生から看取りをしていただくということことが日常的に行われ

ていましたが、今では難しくなっています。先程のお話の場合、救急隊は心肺停止の方の心肺

蘇生をしながら病院に運ぶ事が使命なので、今の法律上ではそれをしなければいけない事にな

っていて、このことは度々問題視されています。ただ、患者さんの情報が無ければ救急隊が到

着した時にその方がどのような意思を持った方なのか判断できないと困るわけで、先ほどの説

明で新聞の記事を紹介しましたが、救急車で搬送しながらかかりつけ医等からその方の意思の

確認が何かの形で出来れば、望まない蘇生をせずに病院に運ぶ事ができます。日常的にその方

の意思確認が世の中で行われていないと難しいわけで、今その取り掛かりのところにいるとい

うふうに理解して頂ければと思います。十分に話をした上で、私はこういう時にはこうしてほ

しい、例えば一時的に家で暮らしたいが何かあった時には静かに病院に搬送してください、と

書面で交わされ、病院と開業医と救急隊で共有するという事を実践している方も少しずつ増え

ています。非常にデリケートな問題を含んでおり、分かりにくかったかもしれません。

〇遠藤譲一会長

普段病院にかかっていない人がそうなった時に、かかりつけ医がない人はどうなりますか。

〇吉田久慈病院長

それについてはご家族で集まる時、例えば年末年始などみんなで集まる時などに今の話題を

話して、家族の意思を確認し合う所から積み上げていけば良いのではないでしょうか。

〇大沢リツ子委員

常日頃という事ですね。その事についてはこの間、院長先生が講演した際にも話を聞き、す

ごくためになりました。これからの事で大変良いお話でした。

〇吉田久慈病院長

もう一つ前段の紹介状が無い場合の負担の話ですが 考え方は機能分担できるような数多く

の病院が揃っているような地域については、例えば風邪の症状で大学病院を直接受診しないよ

うにしてください、というような意味での措置でして、この前新聞に出ていた内容については

地域支援病院に対しての措置ですので、久慈病院に関しては対象にはなりません。

〇熊谷医療局長

考え方をご説明申し上げますと、大きい病院というのはそれだけ高度の医療を行います。そ

ういった所で、例えば風邪など軽傷な方を外来で診るとなりますと医師が外来の一般診療まで

行うことになり、本当に高度な医療を提供しなければならない時に医師が疲弊して対応できな
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い、患者の命の危険も高まるという考えがあります。初期診療はかかりつけ医で診て頂いて、

難しく対応できない場合には紹介状を持参した上で大きい病院を受診して頂く、病院と診療所

の連携で患者さんを上手く診ていくという役割分担を進めるために、診療報酬上、軽傷の場合

には大病院を受診しない仕組みを作っていくという事でございます。

〇鈴木宏俊委員

今の補足ですが、先程吉田院長が言ったように、まず大学病院のような特定機能病院は全国

で数か所しかないですが、もう一つの地域医療支援病院はどこのことか住民の方々は分からな

いですよね。新聞に地域医療支援病院の200床以上は初診で5,000円、再診で2,500円取られると

載っても、県内で地域医療支援病院がどこかという事がまだまだ皆さんに伝わっていないとい

う事も、１つの混乱の原因ではないかと思っております。

久慈病院が該当するのかしないのか、隣の病院が該当するのかしないのか、まだまだ住民の

皆さん、患者さんにも伝わっていないという今の状況で、保健所にも何件か照会が来ていまし

た。

〇西川医事経営課長

当院では初診の患者で紹介状の無い場合、2,200円を現在頂いております。来年の点数改正で

地域医療支援病院は5,000円になるというような事が出ており、それについて当院は該当にはな

りませんが今までどおりの2,200円は頂く事になっております。

〇遠藤譲一会長

蘇生のことに関して、救急隊員の現場はどうなっていますでしょうか。

〇大粒来輝行委員

蘇生を望まない件数ですが最近は結構ありまして、平成30年度は対象例11件中蘇生を止めた

事例が10件、蘇生を続けた事例が1件でした。様々なプロトコルを改正して取り決めを行ってい

ますが、いくら決めていても家族からどうしてもやって欲しいという声があったり、様々なケ

ースがあります。本人の意思、家族の意思、お医者さんの意見、様々なルールがありまして、

同意についても例えばケア的な治療をしていて搬送しても家族からかわいそうだということも

あったり、ケースバイケースですが、該当する方で書面をいただいて情報共有しております。

ちなみに令和元年度については11月までで８名に書面を明示していただきまして、７件は蘇生

中止、１件は家族がどうしても続けて欲しいという事で続けたケースがございます。だいたい

年間10件程度になっています。

〇遠藤譲一会長

ありがとうございます。他にご意見ご質問はございませんか。
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〇小田祐士委員

県立病院の運営にトータルで関わると思いますが、医師不足の中で全国的にはお医者さんが

もう間に合っているのではないかと、国ではそんな間違えた認識も持っている様ですけれども、

地域枠の奨学金をもらっている奨学生は当然卒業したら最初は岩手県に就職をするという条件

で、本人もそのつもりでお医者さんになるわけですけれども、残念ながらお医者さんになると

お金を返して他に行くという事が実態としてあると聞きます。実際に何割位が県内に就職して、

何割位が県外に出て行ったのかの数字を教えていただきたいです。

〇熊谷医療局長

残念ながら数字は持ち合わせていませんが、奨学金を借りて卒業して２年間初期研修という

形になり、その後後期研修となりますが、いわゆる義務履行をして頂くという事で県立病院や

県内の市町村立の病院に勤務して頂くわけですけれども、なかなか県立病院等で指導医がいな

い、あるいは大学で大学院に入り勉強したい、専門医の資格を取得したいという若い医者が多

く、初期研修修了後、すぐに県に来ていただける方が奨学金養成医師の中でも少なくなってき

ております。ただ、医療局の奨学金は６年間の義務履行猶予を含め12年間の義務履行期間がご

ざいますし、岩手医大の地域枠ですと15年となっています。その中で義務履行を６年あるいは

９年果たしていただくという事になりますので、すぐに来て頂かなくても近い将来には県で義

務履行して頂く形になっていますので、少し後ろ倒しになっているというところがございます。

中には、もう岩手県に勤務する考えが無いという事で奨学金を返還される方もおられますけれ

ど、今のところそのような方は少数と受け止めております。すぐに義務履行に入る方が大体４

割位、猶予を受けられる方が約６割というような状況です。

〇小田祐士委員

かなり希望的観測の話になっておりますが、現実的には１回出ていくと帰ってきませんよね。

岩手県の医師不足に対応しては様々な考えをもって実際やっていると思いますが、そこはもっ

と縛りを強くする事も考えるべきだと思っております。それだけの覚悟を持って、奨学生にな

って頂かなくてはならないと思います。

以前、住環境の問題があってなかなかお医者さんが来ないという事があって、それを解消し

ようと久慈地域でも住環境の整備をという事がありました。住環境以外にも様々な理由がある

と思うのですけれども、なかなかこちらに来ていただけない。今は院長先生の努力で増えてい

るようですけれども、こちらの方に根付いてもらうために何が必要かと、当然お医者さんご本

人のご希望もあると思います。我々も希望だけではなくて、そこをきちんと聞いて対応できる

事は県だけではなく市町村でも対応して行くという事をしていかなければ、理論だけではどう

にもならないと思っています。もう少し深く検討していければと思いますのでお願いします。
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もう１つ、特に産婦人科ですが、訴訟リスクや色々な問題があって難しいと思いますが、こ

の点もどの様なことしたらハードルを下げられるかという事を一緒になって考えていただくこ

とをお願いしたいと思います。

〇熊谷医療局長

ありがとうございます。やはり色々とお医者さんもお考えがあろうかと思いますので、こち

らに来ていただけるようにどういった事をお医者さんが求めているのか、個々に丁寧にあたる

という事が必要だと思っています。私どもの医師支援推進室では医師招へいの仕事をしており

ますが、全国を渡り歩いて、来てもらえそうな医師のところに足しげく通って、１度で決まる

という事ではありませんので、10年間アタックし続けてようやくタイミングをみて来て頂ける

というケースもございます。お医者さんによって、診療所で患者さんと直にやり取りができる

医療機関を希望方する方もいれば、大きい病院で診療科を持ちたい、あるいは入院は診たくな

いといった様なお医者さんもいます。そのような状況で、来て頂けそうな先生とはお話しなが

ら個別に対応して行く必要があると思いますし、ハード面等整備の関係等につきましては、市

町村の皆様方ともご相談しながら進めて参りたいと考えております。

それから産婦人科の関係でございますが、やはり医師が不足しているという中でも一番なり

手が少ない状況でございます。なかなかこれといった決定打は無いのですが、今、県の方でも

奨学金養成医師の中で産科婦人科を選んで頂く奨学生に関しては、もう少し義務履行の期間を

有利な形で扱う、要は周産期医療センターで勤務して頂く事をもって、本当は地域の病院で勤

務しないと義務履行を果たせないのですが、周産期医療センターで働く事で義務履行のカウン

トをして奨学金を返さなくても良い期間を実質的に短くするなどの様々な工夫を考えていると

ころです。そういった制度的な部分で出来ることも考えて、産婦人科医の確保に努めて参りた

いと考えております。

〇遠藤譲一会長

久慈病院の産科の体制について現状が不安だという声もありますが、実際どうなのでしょう

か。助産師さんも含め頑張っている事も聞きますが、いかがでしょうか。

〇吉田久慈病院長

ご存知のとおり産婦人科は二戸地区と集約化の体制になっておりまして、久慈地域ではリス

クの低い妊婦さんの分娩のみという事にしておりますけれども、分娩貢献率という指標があり

まして、これは地域での分娩の中でどれくらいこの病院で分娩が行われているかの指標ですが、

これは大体60％くらいです。その数値が100％に近くなればなるほど地域のためには良いのです

が、この産婦人科医師が少ない医療資源が限られている中で、より安全な分娩のために近隣の

専門医が複数いる病院と連携した今の体制は最善の状況でございまして、ノーリスクの方でも
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何か問題があった場合には、早期に連携先の病院に話をして分娩に備えるという体制ができて

おります。不満な点も多々あるかと思いますが、現状の医療資源の中で最善の体制で進めてい

るという事をご理解いただければと思っております。

〇遠藤譲一会長

久慈病院を受診すれば、後はどういう体制で行くべきかという事をアドバイスして頂いて適

切な治療が受けられる、そういう状況にあるという事ですね。

他にこの際聞いてみたいことはございませんか。

〇関合正行委員代理

久慈病院は、この地域の医療になくてはならない中核的な存在であります。私はそれに加え

て、連携の話を少しさせていただきます。

先程院長先生から北三陸ネットのお話がございました。私もその運営に関わっているのでそ

れを少し皆さんにお話させていただくと、参加者は久慈病院の他に医師会の開業医の先生方、

それから私ども歯科医師会のほとんどが参加しております。それから調剤薬局も大部分に参加

して頂いておりますし、数的には介護事業者の方が圧倒的に多いです。この参加者の皆さんが、

それぞれ会費を払って運営をしているという状況です。

患者さんの飲んでいる薬、例えば抜歯の時に注意しなければならない薬がありますので薬の

チェックをするのですが、一番このネットを利用している方は介護の事業者の方々でして、薬

のチェックも当然されると思うのですが、それ以外に、例えば食事にどのような事を注意した

ら良いのかとか、日常の介護で患者さんのために良いことを北三陸ネットを通じて色々入手し

ているのです。情報の入手にはお金がかかるという事がつきもので、私たちはこの参加者をも

っと増やしていきたいと思っています。まだ参加していない事業所もいっぱいありますので、

参加して頂いて患者さんや介護を受けている方のために有効に活用していきたいと思っていま

す。久慈病院へのお願いという事ではなく財布のひもを握っている医療局へのお願いになるか

もしれませんが、是非これまで以上にご支援をいただきたく思っておりますし、今日は自治体

の首長さんがご列席でございますので、北三陸ネットという組織を認識して頂いて、出来れば

財政的にも少しでも援助をいただければ、私たちももうすぐ介護の世話になるのですが、久慈

地域のより良い介護のために結び付くと思っております。よろしくお願いします。

〇吉田久慈病院長

関合先生どうもありがとうございました。

私の先程の説明にも入れるべきでしたが、歯科医師会との連携も非常に進んでおりまして、

関合先生がおっしゃった様に情報共有はもちろんですけれども、全身麻酔手術の上での口腔ケ

アのチェックについてもかなりの数を歯科医師会の先生方に連携し担当して頂いておりまして、
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これが術後の肺炎予防や高齢者の合併症予防に非常に貢献することが確認されているという事

ですので、これからも歯科医師会の先生方とは連携を進めていきたいと思います。よろしくお

願いします

〇遠藤譲一会長

北三陸ネットは立ち上げの時から経過は承知いたしておりますので、大変重要なシステムだ

と思います。お話の趣旨は承りました。

〇柾屋伸夫委員

まずもって大変厳しい体制の中で久慈病院さん、そして医療局さんには応援診療等にご配慮

いただいておりますことに感謝をさせていただきながら1点だけお聞きしたいのですけれども、

院長先生のお話の中にかかりつけ医、開業医は久慈管内は少ないといったお話がありましたけ

れども、具体的な影響などを教えて頂ければ実感として把握できるかと思いますので、細かい

話ですけれども教えていただければと思います。

また、久慈地域の医療資源全体の充実に繋がっていく、そこに対する政策といったようなも

のが実際あるのか、これは医療局さんの分野ではなく県の政策分野かもしれませんけれども、

そういった例等がもしあれば医療局長さんに教えていただければと思いますので、よろしくお

願い致します。

〇吉田久慈病院長

先程お話しましたけれども、久慈地区は住民一人あたりの医師数も少ないのですが、その中

で久慈病院に約40名の医師がおり、その数を抜いた開業医の数で考えると更に数は少なくなり

ます。そうなるとどういう事が起こるかといいますと、当院の様な基幹病院は、本来高度な治

療、手術を行って、安定した患者さんは地域のかかりつけの先生に診ていただく、常に重症度

の高い方を中心に診るという事が病院の基本的な機能なのですけれども、その受け皿としての

開業医の先生の数が少ないという事になりますと、慢性期の方もある程度当院でも診なければ

いけないということになります。例えば、今日これからお話して下さいます近江先生は、この

地域に整形の開業医の先生が非常に少ないため、慢性的な整形の疾患を持っている方の外来診

療も診ている状況にあります。そうなると手術を始める時間が午後２時、３時と遅くなって、

医師の負担になっていくという悪循環になります。かかりつけ医の先生にもできる限りお願い

していますが、かかりつけ医の先生も限界状態という事です。紹介されて来ているのになんで

こんなに待たされるのか、と患者さんには言われることもありますが、こちらからとしてはも

っと開業医で診ていただけないかという思いもあり、お互いに厳しい状況をしっかり理解しな

がら、次の段階に行けるよう模索していかなければならないと思っております。
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〇熊谷医療局長

まず医師の絶対数を増やすという意味では、先程もご説明申し上げましたとおり、奨学金養

成医師に義務履行して頂いてそのまま県立病院に勤務して頂く、あるいは地元に定着して開業

なさる先生もいるかもしれませんので、出来るだけ県内定着を図るという事が一番重要だと思

っておりまして、そういった事で奨学金養成医師に毎年度確実に県内定着を図っていくという

事です。

それから、全国の中で岩手は医師少数県、吉田先生のスライドにもありましたとおり全国最

下位という状況です。これはやはり何とかしなければならないという事で、医師少数県の下位、

三分の一の県と連盟でネットワークを作りまして、国に対して医師の偏在是正を求める提言を

取りまとめていく知事の集まりを作るという事で、来年１月に発足する予定です。今まで達増

知事は、新しい法律の制定など国に提言して参りましたけれども、他県とも力を合わせながら、

全国的に医師の偏在を国の力によって少数県にも医師が配置されるように要請していく取組を

これから行っていく事としております。

〇小田祐士委員

柾屋村長のお話と関連して、実は野田村は残念ながら公的な病院・診療所がありません。以

前は開業医が２人おりましたが居なくなり無医村になったと、無医村の解消の一つの方法とし

て、村で建物を建ててお医者さんに来て頂いて経営してもらうということで、簡単ではありま

せんでしたが今は来て頂いています。そのお医者さんはそれなりにレベルは高いですけれども、

自分の役目の一つは仕分けであると話しています。ここで診れるのは診る、それ以上のことも

やろうと思えば出来るけども、器械も揃えなければならないし自分の手が回らなくなる、回ら

なくなる前に診てダメであれば久慈病院等に紹介する。その面では非常に助かっています。

今の柾屋村長のお話を聞いて思ったのですけれども、開業医は個人ですべてしなければなら

ない、確かに自分での診療になるわけですけれども、もしうちのような方式でどなたかがもう

一軒開業したいと言えば、野田ではその支援を考えると思います。そのような事を、県として

も考えても良いのではないかと思います。柾屋村長はそこまでは言いませんでしたけれども、

医師を増やすためにはそのようなやり方もあるのではないでしょうか。そうすると、都会に１

度出て行っても帰ってきて地域医療をしようか、と考える方が出る可能性も期待できると思い

ます。

〇熊谷医療局長

そのような支援について、産婦人科の関係は先程申しましたけれども、特に医師の絶対数が

不足している状況ですので、保健福祉部では開業や施設整備に関わる補助も行っております。

開業に対する支援に関してのご意見については、保健福祉部にも情報提供したいと思います。
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〇遠藤譲一会長

向川委員、介護の分野からご意見をいただけますでしょうか。

〇向川泰司委員

いつもお世話になっております。冒頭の説明で地域と病院ということをお話頂きましたけれ

ども、私どもの協議会でも研修会で緩和ケアの認定看護師さんからご協力をいただいたり、褥

瘡ケアについてや岩手医大と連携したテレビカンファレンス等、私どもの会の保険事業者にも

学ぶ機会をいただきありがとうございます。引き続き、久慈病院でお持ちの技術や専門性を私

どもにもご教示いただければと思います。

それから北三陸ネットの話が出ましたけれども、私どもの多くの事業所も加入しております。

特にここ数年でスムーズになったと思っているのは、入院退院支援の連携についてです。退院

の際のカンファレンスに担当のケアマネージャーも呼んでいただいておりますので、退院後の

生活支援がスムーズになっていると思いますし、やりとりは北三陸ネットを通じて色々と情報

を提供いただいております。私どもの方でもそれで退院支援連携加算がされるという事で、事

業所にもメリットをいただいております。

引き続きよろしくお願いしたいと思います。

〇遠藤譲一会長

よろしいでしょうか。予定の時間ですので、議事についての質疑を終わりたいと思います。

〇杤澤事務局次長

遠藤会長にはご進行ありがとうございました。

それでは次に近江第２整形外科長の方から「手術でよくなる肩関節疾患」と題しまして紹介

いたします。

７ そ の 他

手術で良くなる肩関節疾患

（近江礼第２整形外科長、スライドにより説明）

〇杤澤事務局次長

近江先生ありがとうございました。それでは質問等ございましたら挙手をお願いいたします。

〇日當光男委員

五十肩と肩腱板断裂の症状は似ていますが、痛みの違いはどこでしょうか。

〇近江礼第２整形外科長

なかなかそれは難しいのですが、五十肩の患者さんに特徴的なのは、夜間痛、夜寝ている時
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の痛みがあります。先程もお話したように、問診と診察だけではやはり分からなくて、検査を

しないと最終的に分からないことが多いです。

〇杤澤事務局次長

他にございますでしょうか。

〇髙畑利子委員

四十肩というのも聞いたことがあります。知り合いで腕が上がらない人がいますが、手術で

治りますでしょうか？

〇近江礼第２整形外科長

先程お話したのは手術の１例で、肩の手術といっても色々あるのですが、先程説明した症例

は石灰沈着性腱板炎という名前がついていて、レントゲンさえ撮ればMRIまでしなくてもすぐ診

断が付き、治療も１回注射をすればほとんど良くなり、比較的スムーズです。特徴としては、

ある日突然急激な痛みがあり、たいてい患者さんは痛みが強いために我慢せずにいらっしゃい

ます。あと腕が上がらないという事については、筋肉がつながっていないため上がらないので

あれば、筋肉をつなげることで上がるのですけれども、関節自体が固くなっていると、それは

手術で治すというよりはリハビリで治すという考え方になります。どうしてもリハビリで治ら

ない時は、関節のところを切開するという手術、また肩の動き、固さが問題であれば固さだけ

を取るという別のやり方もあります。それも１度診させていただければ判断します。

〇杤澤事務局次長

他に質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。

近江先生ありがとうございました。

８ 閉 会

〇杤澤事務局次長

以上を持ちまして令和元年度久慈地域県立病院運営協議会を終了いたします。

お忙しいところありがとうございました。


