
日本の地域医療は全体として危機的状態にある

が、それは都市部と農村部で様相を大きく異にし、

その打開策はそれぞれ独自に考察する必要がある。

本研究では農村部（厳密には農山漁村地域）、と

りわけ過疎地域、ないし条件不利地域（以下、過

疎地域と呼ぶ）の医療供給の問題に焦点をあてる。

先行研究は、農村地域医療の構造的危機を克服し

ようとする優れた経験を分析してきたが注1、財政

面からの掘り下げはきわめて不十分である。本研

究は、その代表事例である岩手県沢内・藤沢両モ

デルと島根県隠岐モデルを病院の経営面、財政負

担の面から分析し、ここから導かれた教訓を通じ

て農村・過疎地域医療の政策課題を提起する。

農村・過疎地域における医療供給の深刻な実情
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１．はじめに

２．過疎地域医療研究へのアプローチ

桒田 但馬＊1 関 耕平＊2 内山 昭＊3 橋本 貴彦＊4

抄 録

過疎地域における公的医療供給の事例分析
―岩手県沢内・藤沢両モデル、島根県隠岐モデルの成果と教訓―

日本の地域医療は構造的危機が続いているが、都市部と農村部とでは様相を大きく異にする。地域医療及びその中

核である公的医療供給は、農村・過疎地域におけるハード・ソフト両面から住民生活や地域社会にとって不可欠のイ

ンフラである。本研究は農村部、特に過疎地域医療の中核に位置する公的病院について、先進事例である岩手県沢内、

藤沢両モデル、島根県隠岐モデルを経営面、財政面から光をあてて分析した。

本研究から導かれた結論は以下の諸点である。第1に、公的医療供給と経営の効率化を両立させなければならない

が、そのためには、公的医療機関や行政の幹部のリーダーシップ、医療・保健・福祉従事者全体のチームワーク、住

民・住民団体の一層の協力・連携システムの構築において、一層の創意工夫が求められる。第2に、各地域の実情に

応じて都道府県・市町村が経営面・財政面でフレキシブルに分担・協力し、チェックするシステムの構築が喫緊の課

題となっている。第3に、医療、地域医療が持つ公共性、非市場的性格の点から、公的病院の経営赤字の背景を明確

にし、これをふまえて国、都道府県、市町村は必要な財政措置を講じる必要がある。第4に、狭域の公的病院の経営

主体は一義的に決定することはできず、市町村立、都道府県立、広域連合立、一部事務組合など地域的歴史的事情に

配慮して関係自治体、地域住民が選択し、決定する問題である。

公的病院の経営悪化に対処するために、総務省は「公立病院改革ガイドライン」（2007年）を策定し、全国の自治

体に公立病院の経営黒字化、それができなければ、縮小、統廃合を求めたが、この方向は農村地域医療を解体に導く

恐れが強い。本研究の結論はこれに対するオルタナティブの提案である。

キーワード：農村・過疎地域医療、沢内病院、藤沢町民病院、隠岐病院、公立病院改革ガイドライン
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は、時期によって濃淡があるものの、長期にわた

る構造問題である。ここでは民間医療機関が脆弱

であるために、地方自治体が係わる公的医療機関

の役割が大きくならざるを得ない。しかるに近年、

経営、財政問題を理由に公的医療機関は厳しい局

面におかれている。「地方公共団体の財政の健全

化に関する法律」（2007年6月公布）にもとづ

いて、総務省は「公立病院改革ガイドライン」

（2007年12月）を策定した。これは各自治体に

対し「公立病院改革プラン」の作成を求め、これ

に沿って病院経営の黒字化を図るか、それができ

なければ縮小、統廃合などを半ば強制する性格を

有している。

この5年間で自治体が関与する医療機関（公

的な病院、診療所、地方独立行政法人を含む）は

大幅な再編、統廃合を余儀なくされ、4,991機関

（2006年3月）から4,578機関（2011年5月）

へと、413（内訳：病院87、診療所326）もの

減少がみられる（日本経済新聞2011年8月20

日付）。再編、統廃合は病院の診療所化（無床化）、

複数の病院の統合、県立病院の市町村への移管、

民間譲渡などの手法で行われている。公的医療機

関の経営悪化が自治体の財政負担の増加をもたら

すことは確かである。しかし、こうした再編・統

廃合は公的医療機関の経営内容や地域において果

たしている機能を問うことなく、病院経営の黒字

化、財政負担の軽減を至上命題とするため、地域

医療を解体に導く恐れがある。

自治医科大学（2009）2）によれば、地域医療は

機能面から次のように定義される。「地域住民が

抱えるさまざまな健康上の不安や悩みをしっかり

と受け止め、適切に対応するとともに、広く住民

の生活にも心を配り、安心して暮らすことができ

るよう、見守り、支える医療活動」であり、それ

は「地域住民のための生活支援活動であり、地域

医療の主人公は地域住民」である、と。こうした

機能を十全に発揮していく上で、医療の供給・需

要といった視点だけでは不十分であり、国や地方

自治体といった医療以外の「生活支援活動」の供

給者と公的医療機関との連携、地方自治体との信

頼関係の醸成、財政支援のあり方、保健・福祉と

の連携が重要な視点となる。以上のような視点に

基づいて、地域医療の構造的な危機を克服しよう

とする優れた経験が生み出されてきた。本研究で

取り上げる岩手県の沢内病院と藤沢町民病院、島

根県の隠岐病院と島前病院などはその典型事例で

ある。

加えて地域医療は「一定の地理的空間的範囲」

を対象とするため、狭域・広域という範囲の問題、

さらにこの範囲と照応する医療「段階」があり、

この点について言及しておかねばならない。農村・

過疎地域の医療供給面に即して言うと、公的医療

機関について狭域的・広域的な役割分担、一次医

療・二次医療といった各段階とその機能分担につ

いてである。

公的病院が狭域的に医療を担う場合、初期医療・

一次医療の段階に照応し、主に4つの経営主体

が想定される。①町村立（直営）。我々の調査対

象のうち、岩手県では国保沢内病院や国保藤沢町

民病院がこれにあたる。②広域連合立や一部事務

組合立。今回の調査対象の島根県における隠岐広

域連合立の島前病院。③県立。都道府県のなかで

県立病院が最も多い岩手県では、大東病院、大槌

病院、（無床）診療所化（2008年度から）前の

住田病院など。④厚生農業協同組合連合会、社会

福祉法人、医療法人などによる設立。JA長野県

厚生連小海分院（佐久総合病院）や岩手県済生会

岩泉病院がこれにあたる。

これに対して広域的に医療を担う場合、高度医

療・二次医療の段階に照応し、主に3つの経営

主体が想定される。①道県立。岩手県では釜石病

院、千厩病院など。②広域連合立や一部事務組合
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立。隠岐広域連合立の隠岐病院。③社会福祉法人、

厚生連などによる設立。JA長野県厚生連小諸厚

生総合病院。さらに都道府県域全体で、または都

道府県域を超えて高度医療、特定専門分野の医療

を担う病院がある。岩手県立中央病院、盛岡赤十

字病院、佐久病院などがこれに該当する。

こうした空間的範囲および医療の段階の区分お

よび役割分担は言うまでもなく連続性を持ち、各

医療機関単位で見るならば、重複する。したがっ

て当然、現場の医師等からすれば、こうした区分

は医療法制度上・行財政上の都合による、便宜的

なものであると批判の対象になる。

本稿はこうした批判を否定しないまでも、狭域・

広域および一次医療・二次医療といった区分が研

究対象を明確化する利点を認める。したがって、

本稿で過疎地域医療研究という場合、その対象は

基本的に狭域医療であり、初期医療、一次医療を

念頭に置いているが、広域医療すなわち高度医療、

二次医療との連続性や重複をも視野に入れて分析

している。

岩手県の西和賀町立（旧沢内村立）沢内病院に

おける「生命尊重行政、保健と医療の包括ケア」、

一関市立（旧藤沢町立）藤沢病院における「保健・

医療・福祉の包括ケアシステム」、島根県の隠岐

病院、島前病院の経営における県と町の広域連合

立方式は、地域医療の維持へ向けた優れた事例で

ある。これらは事例研究として取り上げられてき

たものの、病院の経営面、財政負担面を含めたトー

タルな分析はきわめて不十分であった。本研究は

この両面からの分析を中心に3つの事例の実態

を明らかにし、過疎地域の医療像、望ましい経営

のあり方、公的病院に対する市町村や都道府県の

役割・財政責任、供給体制の条件整備、医療にお

ける住民参加のあり方を考察する。これによって、

総務省「公立病院改革ガイドライン」に対するオ

ルタナティブとその方向性を析出する。

（1）1960・70年代の生命行政と沢内方式

貧困、多病多死、豪雪の三重苦の軽減、克服に

「生命尊重」を村是にして取り組み、とくに乳児

死亡率ゼロの達成において大きな成果を収め、全

国に名を轟かせたのが1957年に沢内村長（～1965

年）に就任した深沢晟雄である。彼が主張する

「生命尊重行政」は人間の尊厳や健康（人間発達）

さらにくらしを最優先する村づくりを意味する。

その土台は憲法に反する人間の格差を認めないこ

とであり、具体的な実践方法として保健を主とし、

それに医療・病院等が含まれるような行政（「保

健・医療の包括ケア」）があげられる注3。

深沢村長時代の保健行政の詳細は菊地（1968）4）、

畠山（1982）5）、太田・増田他（1983）6）などに委

ねるが、その最大の特徴は保健婦（当時）の数と

業務にあり、前者については人口 5千人当たり

の数が県内で最多（3～5人）で、後者は多様な

訪問事業、指導・相談業務、各種検診の実施、調

査研究など老若男女問わず、くらしの見直し（公

衆衛生）に関して多岐に及んだ点にある。

さらに、沢内病院とその医師・看護婦等を心身

のセーフティネットにできる保健と医療の一体的

システムの柱として、（新）国民健康保険法施行

後の1960年から実施されたのが老人医療の窓口

負担無料化である。すなわち65歳以上の村民に

対する国保10割給付であり、1961年から60歳

に引き下げられ、さらに給付対象に乳児も加えら

れた。この措置によって、患者が医療費負担から

開放され、患者が潜在化することがなくなり、重

症患者や乳児死亡が減少した。

村は1963年に、「村立病院」、国保を扱う「保

険課」（健康管理事業も部分的に担う）、「福祉課」

過疎地域における公的医療供給の事例分析
―岩手県沢内・藤沢両モデル、島根県隠岐モデルの成果と教訓―
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を組織再編して厚生部を創設した。その部長を沢

内病院長とし、そのもとに両課に加えて、医療の

中心である病院、健康促進と予防を担当する「健

康管理課」（副院長が課長を兼務で、保健婦等を

課員とし、病院の一室に設置された）を設置し、

従来の縦割りではなく、保健・医療・福祉の総合

化を図る横割りとした。これによって、部長や課

長あるいは村長のリーダーシップの下でチームワー

クが十全に発揮されたのである。

こうした保健行政の民主化と一元化によって、

村行政ぐるみで保健活動を展開した点にも生命行

政の特徴がみられるが、それ以上に地域に根ざし

て展開していたことも特筆に価する。その典型は

村青連会長、村婦連会長、地域婦人会長、生活改

良普及員などからなる教育委員会所管の保健委員

会（後の村保健調査会）であり、生命行政を科学

的に推進するための原動力となった。「各地区」

で住民のなかから各種団体の推薦により選出され

る保健連絡員（後に保健委員）が保健行政・保健

婦や保健委員会とのパイプ役になり、社会教育の

視点から保健活動や保健政策の普及・浸透を担っ

たのである。

以上のことから、保健・医療の包括ケアにみる

いわば「沢内方式」は、①保健活動における保健

婦のリーダーシップ、②老人医療費の窓口負担無

料制度、③健康管理課の存在、④保健委員会およ

び保健連絡員の精力的な活動であり、これらを通

して村長と院長・医師に加えて地域住民との信頼

関係が構築され、社会教育の視点から住民自治・

参加が充実・強化され、健康と幸福という果実が

熟していったのである（表1参照）。

（2）1980年代の生命行政とその転機

1970年代以降、いわゆる「福祉元年」（1973

年）を経て、保健（健康）・医療・福祉（介護）

ニーズが増大する一方で、経済の低成長や医療費

の増大を背景に「社会的入院」や「バラまき福祉」

といった批判が高まった。さらに1980年代に入っ

て、国の行財政構造改革（臨調行革）および医療

費抑制政策が進められ、村行政は重大な分岐を迎
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表1 沢内村「生命行政」の歴史的経緯

時期 出来事

1957年 深沢晟雄の村長就任（65年の逝去まで）

同 保健委員会の設置（後に西和賀地域保健調査会）

1959年 保健連絡員20名でスタート

1960年 老人医療費の窓口負担の無料化（65歳以上）

1961年 同（60歳以上）

同 乳児医療費の無料化

1962年 全国初の乳児死亡率ゼロの達成

1963年 厚生部（69年廃止）、健康管理課の創設

同 増田進医師赴任（副院長、75年～院長、99年退職）

1965年 西和賀地域保健調査会設立（後に沢内村地域保健調査会）

1973年 太田祖電の村長就任（94年まで5期）

1993年 乳児死亡率ゼロ20回目達成

1999年 健康管理課の解体

2005年 沢内村と湯田町の合併により西和賀町の誕生

同 老人医療費の窓口負担の有料化

2007年 NPO法人「深沢晟雄の会」設立

同 同「輝け『いのち』ネットワーク」設立

2008年 深澤晟雄資料館 開館

（出所）沢内村『沢内村史上巻』（1991年）等より作成



えることになる。

沢内方式は、1970年代から1980年代前半を

通じて、早期発見・早期治療、老人医療費の低水

準（全国平均を大幅に下回る）、沢内病院の経営

安定（1960年代なかば以降）、1980年代前半以

降は国保特別会計の黒字という成果を挙げた注4。

こうした成果を背景として、1983年の老人保健

法の施行に伴って国が老人医療費の一部有料化に

踏み切った時でも、全村的な協議を通じ、村内の

老人医療費の窓口負担無料制度は死守された。

しかし、1980年代なかば以降、村は国の行財

政構造改革（国庫補助負担金の縮減など）や医療

費抑制政策（老人の長期入院抑制、在宅医療の推

進など）の影響を大きく受け、行財政の見直しを

迫られる。沢内病院の累積赤字や経営赤字が批判

の主たる対象になり、医療縮小・福祉拡大へと政

策を転換し、病院の役割としては治療に特化する

ことを余儀なくされる。これまでの「保健・医療

の包括ケア」を放棄し、診療所化も視野に入れた

「普通の病院」化が村の「身の丈」であるとの雰

囲気が強くなっていく注5。

この時期の村長は深沢村政の継承者である太田

祖電であったが、1994年の5期満了まで無投票

当選を繰り返す間、国の行財政や医療に関する制

度改革（方針）が村政と病院運営に多大な影響を

及ぼした。

国の制度改革の影響を受けつつ、村として沢内

病院が進むべき方向を決め兼ねているなかで、

1992年4月には「保健・医療・福祉を考える村

民大会」が開催された。ここでの太田村長と増田

進院長の対論は、沢内病院が進むべき方向性をめ

ぐるものとして注目される。太田村長が徹底的な

経営効率化を主張したのに対し、増田院長は過疎

地・僻地におけるこれまでの諸成果を強調し、保

健・医療の全体での収支を重視する必要性を主張

した。この対論は決着とまでいかず、村としての

スタンスがはっきりしないまま、病院経営が続け

られる。

この時期、沢内病院が経営感覚を高める必要が

あるという問題提起は、重要な意味があったと言

えよう。しかし、立場上やむを得なかったにせよ、

村長と病院（医師）との間に生まれた溝の代償は

大きく、1992年の太田の村長交替、次いで1999

年の増田の65歳定年退職（特例による定年引き

上げ）を経て、この対立が顕著にあらわれること

になる。

（3）1990年代以降の生命行財政の動向

1990年代以降、国主導の相次ぐ医療制度改革、

医師不足や患者数減などの影響により、沢内病院

の経営における様々な対策にもかかわらず、累積

欠損金の増加が顕著になり、村財政一般会計の悪

化も相俟って、生命行財政が問い直されるように

なる。そして、いわゆる「平成の大合併」のさな

かの2003年に湯田町と沢内村は合併に向けて本

格的に動き始め、沢内方式が実質的に変質するこ

とになる。こうした経緯を明らかにするため、最

初に1980年代なかば以降の病院の経営状況を整

理しておく（表2）。

①沢内病院の経営状況

沢内村歳入歳出決算書等を用いて沢内病院の経

営状況を分析すると、最大の特徴は累積欠損金で、

1986年度57百万円から2000年度409百万円ま

で増大し、2004年度には369百万となっている。

また、1986年度から2004年度まで収益的収

入（①1986年度393百万円、②2004年度781

百万円）は2倍になっているのに対して、医業

収益（①352百万円、②633百万円）、そのうち

の外来収益（①229百万円、②384百万円）は

2倍に遠く届いていない。その代わり、医業外収

益における他会計補助金（①22百万円、②134

百万円）が大幅に増加している。このうち大半を

過疎地域における公的医療供給の事例分析
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占めるのがへき地医療の確保、救急医療の確保、

不採算地区病院の運営に要する経費であり、2002

年度から2006年度までは経営基盤強化対策に要

する経費が2003年度を除いて最大の比重を占め

ている。

村一般会計から病院会計に対する繰出金は収益

的収入分に資本的収入分もあわせると、1986年

度から1989年度までは41百万円前後で推移し

ているのに対し、1990年度72百万円、1991～

97年度 101～144百万円、1998～2002年度

172～236百万円（2001年度最高）と増加傾向

を示し、2003年度154百万円、2004年度166

百万円となっている。2003・04年度は病院事業

に対する交付税措置の大幅縮小の影響を受けてい

る。過疎地という不利な条件にもかかわらず、繰

出金の規模は類似病院に比して目立って大きくな

いために、累積欠損金の増大を加速させたと考え

られる。また、いずれの繰出（経費）項目も法制

度で認められているにもかかわらず、村内では独

立採算の原則が強調され、村財政からの繰出の意

義は十分に共有されていなかったと考えられる。

患者数は 1986年度 5.7万人から 1991年度

6.2万人まで増減するが、1992年度の6.0万人

以降は1996年度6.9万人（最高）まで増大し続

ける。1996年度には1日平均患者数も231人で

最高となり、それまで医科外来（1996年度163

人）はおおよそ一貫して増加してきた。病院サイ

ドでは内科担当医師の1996年度2人（1997年

度3人）への増員および同年度の全身用CT、超

音波診断装置などの医療器械整備（1997年度X
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表2 国保沢内病院事業会計における収益的収支等の状況

1986年度 1991年度 1996年度 2001年度 2006年度 2007年度 2008年度

病院事業収益 39,294 47,921 69,020 81,019 70,885 72,254 62,720

医業収益 35,194 39,792 60,339 63,063 46,017 50,846 41,180

入院 9,811 10,577 20,443 18,940 8,656 13,847 15,182

外来 22,871 26,542 37,317 39,518 32,676 33,166 22,639

医業外収益 4,101 8,128 8,581 17,956 21,716 18,259 18,604

他会計補助金 2,179 4,281 6,657 16,489 20,759 17,235 17,748

病院事業費用 40,201 49,619 67,941 80,923 76,362 74,853 67,723

医業費用 37,986 47,666 66,478 80,039 72,722 70,442 63,772

給与費 22,244 27,782 38,701 40,507 34,241 30,340 33,625

給与費比率（対医業費用） 58.6 58.3 58.2 50.6 47.1 43.1 52.7

材料費 10,355 12,808 17,549 25,825 19,417 20,540 10,701

一般会計からの繰入金 4,223 10,091 10,084 23,643 25,115 20,180 20,566

累積欠損金 5,667 20,126 27,070 40,844 6,209 8,808 13,852

経常収支比率 97.7 96.6 101.6 100.1 91.6 96.5 92.5

医業収支比率 92.6 83.5 90.8 87.3 71.8 72.2 75.8

職員給与費比率（医業収益比） 63.2 69.8 64.1 64.2 74.4 60.0 81.7

病床利用率 69.2 77.9 86.1 56.0 30.0 42.2 48.1

（注）1）2006年度以降は合併後の数値である。
2）一般会計からの繰入金は収益的収入分と資本的収入分の合計である。
3）累積欠損金は会計上、2005年の合併によって清算されたことになっており、そして06年度以降、再び増大している。
4）沢内病院における年延病床数については1987・91・95・99・03・07・11年度は年366日（許可病床数40床）のために14,640床で
あるが、それ以外は365日のために14,600床である。

5）類似病院について、例えば06年度の全国平均をみると、経常収支比率は92.6％、医業収支比率は75.1％、職員給与費比率は69.7％、
病床利用率は66.9％である（「公立病院改革ガイドライン」17頁）。総務省『地方公営企業年鑑』を用いて、累積欠損金（2004年度末）
と医業収支比率（04年度）の状況を岩手県内の町村立病院でみると、例えば、田老町立田老病院（46床）1.68億円、88.3％、胆沢町
立まごころ病院（48床）4,411万円、89.5％、雫石町立雫石病院（55床）3.93億円、79.4％、金ヶ崎町立金ヶ崎病院（65床）5.70億
円、59.0％、葛巻町立葛巻病院（78床）6.87億円、86.4％などである（沢内病院3.69億円、89.6％）。

（出所）沢内村および西和賀町の『歳入歳出決算書』（各年度版）、沢内村および西和賀町の『沢内病院事業報告書』（各年度版）より作成。

（金額：万円、比率：％）



線テレビ装置更新）の効果が大きかった。

患者数は1997・98年度に比較的安定したもの

の、その後急減し、1999年度および2001～2003

年度は5.3万人前後、とくに2000年度には4.7

万人（1日平均185人うち入院20人（対40床））

と危機的な状況に直面した。さらに2004年度以

降ほぼ一貫して減少し、2008年度3.6万人（1

日平均131人）で、とくに医科外来の落ち込み

が激しい。こうした患者数減に加えて診療報酬の

マイナス改定や長期投薬の推進などに対応し、患

者1人1日当り診療収入の維持（1996年度2.9

万円、2001年度3.9万円、2006年度3.6万円）

に関してはかなり徹底した対策が講じられ、最悪

の状況は回避されていた。

主な財務指標をみると、経常収支比率は1995～

97、2001～03年度に100％を超えた一方で、

1989、2000年度は90％を割っており、医業収

支比率も1993、94、99、2000年度に70％台に

なるなど、時々深刻な状況となっている。病床利

用率は増減が激しく、1986～92年度61.6～78.2

％、1993～99年度 60.5～86.1％、2000年度

48.7％、2001～05年度56.0～66.6％で、2000

年度の落ち込みが目立つ。とくに2000年度はあ

りとあらゆる指標が同時に悪化しているが、この

主な要因は常勤医師が一時（12月）ゼロになり、

この年度の診療応援が334名（延べ数）に達す

るなど、病院の大幅な機能低下にある。

以上、2005年11月の町村合併までの沢内病

院の経営状況を見てきたが、類似規模の病院と比

較すると患者数のうち医科外来の減少の程度は目

立つものの、累積欠損金の規模も含め、経営状況

は必ずしもトータルで悪いとは言えない。多くの

公立病院が赤字続きのなか、1995～97年度およ

び2001～03年度は黒字となっている。また、財

務指標や患者数にみるように、2000年度は多く

の数値で悪化が見られるが、これは主として常勤

医師が一時ゼロになったことによるもので理由は

明瞭であり、経営構造上だけの問題ではなかった。

こうした点が十分に認識されず、あるいは重視

されないまま、累積欠損金の増大や時々の赤字

（損失）に対する批判が村内で急速に高まり、沢

内方式にメスが入れられていった。

②沢内方式の変質

沢内方式は、病院の累積欠損金の増大を中心と

した批判が高まるなかで徐々に変質していった。

この経緯を踏まえるならば、1980年代なかば以

前に対象を限定し、かつ積極面のみに目を向けて

きた先行研究の不十分さが顕著になる。以下、そ

の変質についてまとめよう。

第一に、健康管理課の解体である。増田院長の

65歳定年退職直後の1999年度に、庁内機構改

革により健康管理課（増田の課長職は60歳時に

解任）、住民福祉課、税務課の3課が保健福祉課

と住民生活課の2課に編成され、保健婦、歯科

衛生士、栄養士が役場内に移動し、一時代の終焉

を迎えた。

第二に、老人医療費の窓口負担無料制度は湯田

町との合併による西和賀町の誕生を機に終焉し、

患者一部負担が導入された。この無料制度と健康

管理課の存在によって村内の老人医療費の低水準

が長きにわたって維持されてきたのであるが、現

在ではこの傾向は顕著に見出すことはできない。

第三に、保健婦のリーダーシップの喪失である。

保健婦の業務において自主的に各地区・家庭を訪

問し、潜在的ニーズを見つけるようなことは激減し、

他方で、担当課や外部組織等への橋渡しとなるコー

ディネーターとしての性格が強まり、さらに合併後

は事務職も実質的に兼ねる傾向が見られる。

第四に、1990年代なかば以降、村長、医師、

住民等が生命行政や病院経営の状況やあり方をめ

ぐる地域ぐるみの対話（討論）の機会など、生命

行政の理念を深めるような場を設定してこなかった。
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このことは医師不足や患者減少などにも影響し、根

本的な問題であったと言わざるを得ない。

第五に、村保健調査会の活動や保健委員に見ら

れる住民参加の停滞・後退である。前者は合併後

も依然として町の政策決定に影響力を持っている

ものの、自発的な調査、審議等はほとんどみられ

なくなり、その範囲も保健、医療、福祉の縦割り

のために縮小している。他方、保健委員（現在

45名、報酬制）に関して活動量は縮減する一方、

現在では精神疾患、虐待、孤独死、アル中などの

問題が深刻になっており、存在意義は大きい。

③生命行政の理念と住民主体の包括ケアの継承

沢内方式は変質したものの、合併後に、元村長

や元村保健婦など多様な人材をメンバーとする、

NPO法人「深沢晟雄の会」と同「輝け『いのち』

ネットワーク」が設立され、生命行政の理念の継

承や生命尊重のむらづくりに積極的に取り組んで

いる。その理念継承は度々危機に直面しながらも

絶えることなく、近年、現代的なスタイルを模索

しながら、実践されている。また、両NPO法人

の活動において保健や医療と高齢者介護・福祉

（組織）、あるいは児童・障がい者福祉（組織）と

の連携に重点が置かれ、幅の広がりをみることが

できる。

両NPO法人が開催に関わる、生命尊重・行政

の推進を目的とする「いのちの灯の集い」は毎年

恒例となり、町外からの参加者も増大している。

さらに「輝け『いのち』ネットワーク」は「沢内い

のちの研究所」を設立し、岩手県内の大学の協力

を得ながら生命行政の検証を進め、その成果を発表

している。過去にないタイプの住民主体の組織が旧

町村間および旧村民間の橋渡し役となり、保健、

医療、福祉を貫く視点である社会教育（生涯学習）

や青少年教育を重視しながら、地域ぐるみで現代的

な生命行財政を構築、強化しようとしている。

こうした動向は、町の政策決定に大きな影響を

及ぼす可能性があり、さらに持続可能な町行財政、

病院経営のあり方を創造する視点にもつながるこ

とになろう。

（1）藤沢町民病院開設の経緯と住民自治･参加

全国の「医療・福祉の先進地」と言われる自治

体が医師と行政のタイアップで業績を残している

のに対し、藤沢町（2011年の合併により一関市

に編入）における地域医療は、行政と医師（医療

スタッフ）に住民が加わり、さらに地域包括ケア

システムでは住民が主役を務めている点で優れて

いる注6。しかし、住民自治・参加のまちづくりの

到達点を象徴する1993年の町立藤沢町民病院

（54床）の開設に至るまでは苦難の連続であった。

岩手県医療局（198110）、200011））や藤沢町（198412））

などから以下のように整理することができる。

・1935年に藤沢町に購販利組合東山病院の出

張診療所が開設されたが、しばらくして廃止され

た（藤沢町と八沢村、黄海村、大津保村の一部の

合併により誕生したのが、1955～2011年の藤沢

町である）。

・黄海村には日本医療団が戦中に開設した黄海

診療所（1938年開設の旧村立診療所）があり、

国保連経営などを経て県立診療所となり、1951

年には県立千厩地方病院附属診療所となった。

・旧町村立診療所として、1936年に大津保

（保呂羽）、1938年に黄海、1955年に八沢の各

診療所が開設された。

・岩手県は地理的な悪条件などを考慮して、

1951年に千厩地方病院が県立東山病院との合併

によって廃止されるのと同時期に、藤沢町に県立

藤沢病院を開設した。

・八沢村に国保直営診療所があること、大津保
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村（大籠集落）に地区住民から絶対の信頼を得て

いる佐藤医院（～1985年）が開業していたこと

から、藤沢病院の開設にあたっては経営の困難が

予想されていた。

・1956年に地元住民（旧村民）の要望から、

黄海診療所を町に移管することになり、附属診療

所は廃止され町国保直営診療所となった。

・1968年に藤沢病院は千厩病院（旧東山病院）

の整備充実に伴って、廃止と決定され、その附属

診療所となった。

・藤沢町（合併後）における黄海、八沢、保呂

羽、千厩病院附属診療所から町に移管された藤沢

の4つの診療所は徐々に減少し、藤沢（19床）

と黄海の2診療所だけとなり、これらは藤沢町

民病院の開設とともに廃止となった（開業医ゼロ）。

病院に恵まれない地域医療にみる「くらし」の

不安あるいは貧困は1971年に助役（～1979年）、

1979年に町長（～2006年）に就任した佐藤守

の若きリーダーシップ、とりわけ住民自治・参加

の強化によって克服されていく。彼は町民のもと

へ出向き、町民との「対話」（各地区での町政座

談会他）を重視し、さらに住民の意識改革すなわ

ち「行政依存、ボス支配の脱却」（社会教育の推

進、全地区における自治会の創設および地域ミニ

計画の策定）注7、そして町職員の意識改革すなわち

「住民に目を向けた行政の推進」を徹底すること

から始める。そして、広島県御調町の公立みつぎ

病院をモデルに地域包括ケアを目指し注8、1982

年に藤沢診療所と特別養護老人ホームを隣接させ、

福祉医療センターとした。それでも住民の6、7

割以上が町外でいわば「最期」を迎える状況に変

わりなく、これを改善すべくその後、町立病院の

開設にシフトしていく注9。

佐藤町長から病院長として着任の要請を受けた

佐藤元美（2005年から国保藤沢町民病院事業管

理者）は佐藤（2009）15）において、「町としては、

新しい病院の役割として高齢者の慢性疾患の診療

を中心として、施設や在宅の医療を支えてほしい

という考えがあった。しかし、国の政策は全国の

病院のベッド数を削減して、入院期間を短縮して、

入院医療は急性期医療を中心とする方向に大きく

転換し始めていた。急性期の入院医療を担わなけ

れば、経営的には病院は維持できない時代になっ

ていた。そこで急性期の患者を積極的に受け入れ、

診断し、治療する病院となることを決意した。」

と回想する。そして、現行の医療システムの様々

な制約の下で、小規模病院がゆえに住民・患者と

のいわば「近い距離感」を重視し、急性期にも対

応できるある程度の医療水準を備えることに拘る

ことになる。

（ 2）保健・医療・福祉の包括ケアシステム

と医師像、住民自治・参加

藤沢町民病院は1993年の開院以来、ほぼ一貫

して黒字経営であり、また佐藤院長の母校である

自治医科大学からの医師派遣等の支援体制も構築

され、2005年度から町民病院、老人保健施設ふ

じさわ（1996年開設、入所60床他）、訪問看護

ステーション（1999年開設）、特養光栄荘（本

館1982年、新館2000年の開設、定員・長期87

名、短期15名）、デイサービスセンター（1987

年開設、定員 30名）、居宅介護支援事業所

（2000年開設）、グループホームやまばと（2003

年開設、定員9名）の7事業を病院事業として

一括し、地方公営企業法の全部適用で「統合型」

経営を行っている。

これら 7施設と保健センター等を総称する

「福祉医療センター」の経営に関しては、1982

年に「福祉医療センター推進会議」（センター職

員会議）が設置され、施設間のそれをコーディネー

トする場になっている。各施設に加えて、町役場、

町保健センターは互いに隣接し、外科長が老健と

過疎地域における公的医療供給の事例分析
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特養を実質的に管理しており、施設間で看護師や

介護職員を定期異動させ、研究会を合同で実施す

るなど、医療と福祉の連携が極めて強力に展開さ

れている。

具体的には、サービス事業所連絡会議が毎週開

催されるなど、施設間・職員間の患者・利用者の

状況やスケジュール確認などに関するいわば「情

報コスト」の効率化が図られ、これが「統合型」

経営の大きなメリットになっている。こうした包

括ケアの具体的成果として、国保被保険者1人

当たりの療養諸費（一般＋退職）、保険料のいず

れも全国平均、岩手県平均を大きく下回り、例え

ば2006年度で229,500円、58,014円となって

いることがあげられる。

また、福祉医療センター全体の経営を住民目線

で行っていくために、自治会や主要団体、センター

の入所者や利用者およびその家族などから推薦さ

れた委員から構成された「福祉医療センター運営

推進委員会」が1997年から設置されている。町

内の高齢者に対し、医療と福祉が、「くらし」の

なかで区分なく供給される体制が整備され、その

体制を多様な組織を含め住民どうしの参加や協力

などによって支えているのである。

こうした医療・介護（福祉）の包括ケアに加え、

保健についても統合されている点にも注目しなけ

ればならない。藤沢町民病院では患者120人を

対象にした訪問診療、患者に対する総合診療（全

身診療）や患者に寄り添う健康増進外来（糖尿病）、

さらにナイトスクールや研修医報告会（住民に開

かれた「オープン型」）といった患者密着型の保

健や医療供給、こうした施設内の学習会には住民

の参加も可能にするなど、住民参加の重視、さら

には医学生らを対象にする地域医療セミナーなど

にみる住民参加型の医師育成も取り組まれており、

全国的に有名である。

あるシンポジウムにおける佐藤の講演によれ

ば注10、住民参加による具体的な効果（具体的に

は住民のもとに出向いて、互いに地域医療・介護

について語り合うナイトスクールの成果）として、

①無診察投薬の要求の激減、②待ち時間のクレー

ム減少、③住民からの寄付増大、④患者のモラル

アップ、⑤未収金の減少、⑥住民の予防意欲の向

上があげられるという。また、病院・医師の役割

として、患者の視点を重視すれば、「町民病院で

は1次医療しか行わないので、それ以外は他の

病院へ行ってください」とは言えない、つまり患

者が判断しにくい「1次」「2次」医療といった病

院の機能分担・区別は望ましくないと述べている。

こうした実践や理念から構想されるのが、県立、

市町村立の壁を取っ払って広域エリアで連合体方

式により養成・育成する「おらが」総合医と呼ば

れる医師像である。この考えを実体化するために、

自らが中心となって「いわてイーハトーブ総合診

療医育成プログラム」（県）を実践している。こ

れら医師像は具体的には、急性期・慢性期の区別

なく、内科系を中心に広範な症状について診断可

能で、軽微な手術については積極的に実施し、救

急時を含めたトリアージ（症度判定）も可能な医

師である。一時的な入院にも全般的に対応できる

という意味で、「1.5～2.0次医療」までを担う、

専門医とは明確に異なる医師＝総合医が地域医療

の担い手として理想であるという。

藤沢町民病院においてもこうした医師像の育成

を目指した試みが活発化し、それを住民組織が支

えている構図になっている。ナイトスクールや歓

迎会・懇談会、各種イベントを通した交流など医

師・研修医と住民のつなぎ役の住民組織として、

2008年に「藤沢町民病院を支える会」が創設さ

れた。この会の活動は常勤医師の着任後の住民と

の交流や医師の長期勤務のサポートを主な目的と

し、多様な職種からなる約20人のメンバーが不定

期に活動している。現段階ではいわば敷居の低い組
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織を重視しており、会費を決めて徴収しているわけ

ではなく、規約も緩やかなものとなっている。

1993年に福祉公社でスタートしたNPO法人

藤沢町ボラントピアセンター（1999年～）は、

包括ケアシステムの一端を担い、訪問介護・入浴、

生活相談等を実施している。その経営についての

議決機関である評議員会は、町内43自治会から

推薦を受けた評議員から構成されており、さらに

町内全世帯を対象とする一般会員がサポーターと

なり、世帯ごとに会費も納めている。また、地域

福祉活動を推進するため、各自治会から推薦を受

けた住民を地域福祉活動推進員として委嘱し、出

身地区での様々な活動を展開している。

社会福祉法人ふじの実会は、知的障害者更生施

設ふじの実学園、通所授産施設ワークジョイふじ

の実などを運営しているが、この運営に関しても

町内各自治会からの代表者で構成する評議員会が

設置されている。さらに、ふじの実学園等を支援

する組織として、「ふじの実会」が結成され、町

内全世帯を対象とする会員（会費あり）によって

構成され、様々な形で活動している。

社会福祉協議会は地域福祉活動支援、敬老会受

託事業、共同募金運動などを担っているが、この

運営に関しても評議員会が設置され、各自治会か

ら推薦された評議員から構成される。また、医療・

福祉・保健に関して、町から保健推進員および食

生活改善推進員が1名ずつ委嘱されている。町

の健康づくり事業をサポーターとして実践、支援

するボランティア組織である「やっぺし隊」の存

在まであげると、藤沢町における住民参加の重層

的な構造は特筆すべきものがある。

以上、藤沢町民病院等の取り組みの経緯、実態

を整理すると（表3参照）、農村・過疎地域にお

ける医療・病院のあり方、医師・院長の人材像、

住民（患者）と医師の関係、住民自治・参加の点

で、重要な示唆を見出すことができる。

（3）「統合型」経営の構造―町民病院を中心に―

では、「統合型」経営と呼ぶことができる藤沢

町民病院の財政・経営的特徴はいかなるものであ

過疎地域における公的医療供給の事例分析
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表3 藤沢町「包括ケア」の歴史的経緯

時期 出来事

1979年 佐藤守町長就任（2006年まで7期）

1982年
福祉医療センター設立（隣接する国保診療所と特養の総称で、
後に町民病院や老健などの保健・医療・福祉施設の総称となる）

同 特養光栄荘・本館開設（2000年新館開設）

1987年 デイサービスセンター開設

1993年 町立藤沢町民病院開設

同 佐藤元美医師・初代院長

同 福祉公社創設（後にNPO法人藤沢町ボラントピアセンター）

1995年 ナイトスクールスタート

1996年 老人保健施設ふじさわ開設

1997年 福祉医療センター運営推進委員会設置

1999年 訪問看護ステーション開設

2000年 居宅介護支援事業所開設

2003年 グループホームやまばと開設

2005年 地方公営企業法の全部適用スタート

2006年 自治体立優良病院総務大臣表彰

2008年 「藤沢町民病院を支える会」創設

2011年 一関市との編入合併

（出所）藤沢町「藤沢町福祉医療センター（パンフレット）」他より作成



ろうか。「国民健康保険藤沢町民病院事業」の財

政・経営分析から見出せる特徴は以下のとおりで

ある（表4）。

第一に、統合事業全体として黒字が継続されて

いる。2006年度から2010年度までの5ヶ年度

（収益的収支）を順にみると、事業収入は2,032

百万円、2,043百万円、2,044百万円、2,152百

万円、2,237百万円、事業費用は2,013百万円、

1,964百万円、1,984百万円、2,027百万円、

2,188百万円、経常利益は19百万円、80百万円、

60百万円、125百万円、49百万円、経常収支比

率は101.0％（2005年度105.1％）、104.0％、

103.0％、106.5％、102.2％である。2009年度

決算では資本的収支も合わせて黒字が131百万

円である。センター事務局長は、黒字の主たる要

因として徹底したコスト削減や中長期経営計画の

実践をあげている。

統合事業全体の職員数は2005年度末198人

（うち常勤・非常勤の嘱託・臨時職員99人）、

2006年度末201人（同104人）うち病院71人、

2007年度末199人（同111人）うち病院68人、

2008年度末205人（同118人）うち病院68人、

2009年度末212人（同128人）うち病院77人、

2010年度末216人（同132人）うち病院78人

である。常勤医師が平均5人程度で、厳しい労

働環境であるものの、同規模の病院のなかで高水

準である一方で、全職員のうち嘱託・臨時職員が

半数以上に及び、その70％程度を介護職員が占め、

人件費も低く抑えられていることが分かる。

第二に、町民病院の経営は医業収支ベースで赤

字（2006、08、10年度）がみられるものの、そ

の規模はわずかであり、経営としては全体的に良

好である。

2006年度から2010年度までの5ヶ年度を順

にみると、医業収益の 1,100百万円（①入院

400百万円、②外来642百万円）、1,095百万円
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表4 国保藤沢町民病院事業における収益的収支等の状況

2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度

事業収益 203,236 204,313 204,383 215,242 223,718

医業収益 110,000 109,544 108,198 115,979 122,782

入院 40,028 42,196 40,560 42,789 47,437

外来 64,181 61,406 61,411 65,571 68,084

医業外収益 7,317 6,992 7,906 8,415 9,448

他会計負担金 6,461 6,263 7,249 7,489 8,537

介護サービス収益 85,815 87,353 87,823 89,976 89,728

事業費用 201,295 196,362 198,443 202,748 218,830

医業費用 112,332 108,735 108,407 111,124 125,394

給与費 48,202 47,213 48,796 52,543 57,377

給与費比率（対医業費用） 42.9 43.4 45.0 47.3 45.8

介護サービス費用 79,014 77,936 80,565 81,353 84,252

給与費 54,673 52,945 55,656 57,000 59,325

給与費比率（対介護サービス費用） 69.2 67.9 69.1 70.1 70.4

一般会計からの繰入金（病院事業） 8,991 8,793 9,779 11,118 12,166

累積欠損金（病院事業） 3,850 5,129 6,412 12,351 12,460

経常収支比率（事業全体） 101.0 104.0 103.0 106.5 102.2

医業収支比率（病院事業） 97.9 100.7 99.8 104.4 97.9

病床利用率（病院事業） 80.2 84.2 84.4 83.7 90.8

（出所）藤沢町『国保藤沢町民病院事業報告書』（各年度版）、藤沢町『藤沢町歳入歳出決算書』（各年度版）、総務
省『地方公営企業年鑑』（各年度版）より作成

（金額：万円、比率：％）



（①422百万円、②614百万円）、1,082百万円

（①406百万円、②614百万円）、1,160百万円

（①428百万円、②656百万円）、1,228百万円

（①474百万円、②681百万円）に対して、医業

費用は1,123百万円（①給与費482百万円、②

材料費353百万円）、1,087百万円（①472百万

円、②340百万円）、1,084百万円（①488百万

円、②342百万円）、1,111百万円（①518百万

円、②361百万円）、1,254百万円（①574百万

円、②452百万円）である。

主な財務指標も含めて総合的に分析すると、

2009年度が最も優れており、例えば経常利益68

百万円、経常収支比率 105.8％（①全国平均

97.3％、②類似平均 98.2％）、医業収支比率

104.4％（①89.5％、②83.3％）である。同年

度の職員給与費比率（対医業収益）は 44.7％

（2005～08年度 44.0～47.9％）で、全国平均

55.0％、類似平均63.1％に比して格段に低い。

なお、他会計からの繰入れ状況をみると、基準額

159百万円に対して実繰入額も159百万円で同

水準である。

医療供給（体制）に関しては、土曜日午前の外

来、平日午後の外来、「禁煙専門外来」の設置、

後発薬品や診療予約制の導入、町外への患者送迎

バス運行、薬品購入方法の見直しなど様々な対策

が講じられている。また、医事会計、検体・検査、

清掃・給食、患者輸送、リネンなどの業務は民間

委託とし、さらに専門職以外に臨時的任用職員を

配置し、人件費の抑制を進めている。正規職員

（専門職を含む）の給与は目立って低いわけでは

ないので、臨時職員を含め人的資源の活用の工夫

にポイントがあると評価できる。

藤沢町民病院の患者数は2005年度から2010

年度までで、入院16,406人（1日平均45人）、

15,799人（同43人）、16,635人（同46人）、

16,645人（同46人）、16,501人（同45人）、

17,896人（同49人）、外来47,690人（診療実

日数ベース 1日平均 162人）、46,974人（同

160人）、42,646人（同 145人）、40,981人

（同140人）、38,454人（同131人）、40,255人

（同137人）となっている。病床利用率は2005～

09年度80.2～84.4％で良好であり、在院日数は

2009年度15.5日まで短縮している。

患者1人1日当たりの診療収入は2005年度か

ら2010年度までで、入院28,544円、25,335円、

25,365円、24,367円、25,931円、26,506円、

外来14,015円、13,663円、14,399円、14,985

円、17,052円、16,913円である。他の多くの病

院と同様に、外来患者数の減少をカバーするため

に、診療報酬のマイナス改定の影響を受けながら

も診療単価のアップが徹底されている。

以上のように、藤沢町民病院の経営データをみ

ると、他の病院への一般化の観点から、経営形態

として「統合型」が経営効率上ベストであり、黒

字を可能にしたと言える。しかしながら、本稿の

立場からすれば、保健・医療・福祉の包括ケアシ

ステムの維持可能性にとっては黒字経営であると

いう事実は重要ではあるが、むしろ農村・過疎地

域医療における住民自治・参加によって、この包

括ケアシステムが支えられているという事実がよ

り重視されねばならない。

保健・医療・福祉（介護）の包括化あるいは連

携・統合化の問題は、政治・行政、社会、経済

（学）的な側面からみれば、佐久総合病院・若月

俊一や公立みつぎ病院・山口昇等のいわば当事者

による成果（記録）、さらに先進的な取り組みに

関する文献（論文、調査報告書等）注11が、農村地

域医療研究の支柱となり、事例分析およびその蓄

積を中心に理論構築が図られてきた。農村地域を

直接の対象にしていないが、田村・山本（2005）18）

は二木（1998）19）等を踏まえてその連携・統合の

特徴および展開方向を発展的に整理しており注12、
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一つの到達点を示していると言えよう。

こうした研究成果に藤沢町の事例も位置づける

ことができる。藤沢町民病院は開設にあたって公

立みつぎ病院をモデルにしたが、公立みつぎ病院

は当時と違い、今では病院（現在、尾道市・公立

みつぎ総合病院）だけで240床、保健福祉総合

施設の317床を加えると557床と巨大施設になっ

ている。結果としてみれば、むしろ藤沢町民病院

と同様に小規模である沢内病院の成果を批判的に

摂取しながら、藤沢モデルを構築し、安定した経

営を実現している点に現在の到達点をみることが

できる。なお、本節では沢内モデルも含めて県と

町・病院等の関係に関してあまり言及することが

できなかった。この点では次節の隠岐モデルは示

唆に富む。

本節では地域医療の供給体制について、島根県

隠岐の島町に立地する隠岐病院を事例に、都道府

県の役割に着目して論じる。一般に地方自治体が

運営する公立病院という場合、市町村と都道府県

の間で一定の役割分担がされている。すなわち、

過疎地などにおいて、地域に根ざした医療を念頭

に置いた場合、市町村立病院が担っていることが

多く、一方、都道府県立病院は、高次救急や精神

病棟などの不採算・高度特殊医療の提供や、医師

派遣などを担う中核病院（県立中央病院など）と

いった役割を担っているというのが一般的である。

これに対して、本節で事例として扱う隠岐病院は、

広域連合立という形態注14で島根県が地域の病院

運営に関与し、隠岐の島町とともに地域医療の提

供に責任を負っているという独自性を持つ。

このような県と市町村が融合的・重層的に公立

病院維持に向けて取り組んでいる隠岐広域連合の

財政的仕組みを分析し、その特色と意義を以下で

は明らかにする。これにより、これまではもっぱ

ら市町村立病院が担うことが前提とされている地

域医療の提供、特に条件不利地域における地域医

療の提供について、都道府県が果たすべき役割を

析出し、さらにこれを敷衍し国、都道府県、基礎

自治体といった各政府の役割分担に言及する。

（1）隠岐広域連合立隠岐病院―県による関

与の実態と意義―

①隠岐地域の概要と広域連合の設立過程

隠岐は島根半島から北東の日本海に浮かぶ群島

で4つの有人島と180余りの小島からなり、隠

岐病院が立地する島後は隠岐郡島の中でも最大の

島である。隠岐圏域の医療体制注15としては、2

つの自治体病院（隠岐島前病院と隠岐病院）と

24の一般診療所が存在している。対病床数で見

るならば、人口10万人当たりの病院病床数は島

根県1597.2で、隠岐が812.5、診療所では島根

県が146.2、隠岐が25.3となっており、隠岐の

病床数は県内のどの二次医療圏注16よりも低いこ

とがわかる。

2005年の島根県患者調査の結果によれば、病

院入院における自圏域内完結率注17は54.9％となっ

ており、これをさらに島後でみると、島後（隠岐

の島町）の住民が隠岐病院へ入院する割合は

64.1％となっている。自圏域内完結率は県内で

最も低い。こうした低い自圏域内完結率を高める

ことで島民である患者が本土へ入院することに伴

う移動の困難性に配慮し、診療科目を一定程度そ

ろえ、フルセット型の総合病院が維持されること

が求められた。こうした体制を整備・維持するた

めには、町村だけでなく、県が関与していくこと

が不可欠であり、広域連合の体制が組まれたので

ある注18。
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②隠岐病院の概要

隠岐病院は、厚生労働省より救急告示病院、へ

き地医療拠点病院、第2次救急医療病院群輪番

制病院、島根県からは災害拠点病院などの指定を

受けて運営されている中核病院である。1958年

に当時の日本医療団隠岐診療所を譲り受け、西郷

町外（ほか）七町村立隠岐病院として、内科、小

児科、外科の3科目21床で始まった。2010年

4月の時点で134床、診療科目は14科、常勤医

師は16人（2005年20名）、医師の確保につい

ては、ほとんどが島根大学や島根県医療対策課

（県立病院）からの派遣となっている。

病院の運営状況は、2001年度から赤字収支と

なっており、医業収支比率は80％前後で推移して

いる。2009年度の病院事業収益は22億9,409万

円（医業収益18億2,691万円）であり、医業費

用は23億8,275万円であった。医業収益におい

ては患者数の減少や外来診療単価の減少、医師不

足による診療件数の減少が医業収益を圧迫してい

るものと考えられる。一方で、医業費用において

は精神病棟や小児科・耳鼻科など採算性のとれな

い診療科を抱えていることが影響していると考え

られる。それでも医薬分業による材料費の抑制、

給与費や経費の抑制など隠岐病院独自の経営努力

によって、医業損失は横ばいとなっている。
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表5 島根県および隠岐の島町から隠岐病院への繰出金一覧

2000年度 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度

収益的収入総額（A） 2,940,4632,726,5432,644,4682,809,4612,468,6112,369,3052,266,9582,320,4552,254,1192,288,8272,486,721

資本的収入総額（B） 264,026 270,894 243,656 223,479 318,774 234,062 140,649 148,802 108,919 218,0471,675,927

4条 企業債償還元金 120,913 136,410 155,990 136,634 122,452 104,498 71,337 55,101 48,688 50,670 36,349

3条 企業債償還利息 37,271 42,700 27,913 22,432 17,341 13,486 9,576 8,264 7,765 7,055 6,600

4条 建設改良に要する経費 2,335 961 1,882 194 995 522 460 28 28 15,907 19,222

4条 新病院建設に要する経費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80,966 292,117

3条 精神病院の運営に要する経費 99,210 105,741 105,370 137,948 132,965 136,482 112,033 125,156 126,613 131,542 129,933

3条 リハビリテーション医療に要する経費 0 0 13,993 12,722 16,291 12,818 15,623 13,866 6,950 7,905 6,999

4条 看護師養成要請に要する経費（修学資金） 9,000 8,100 6,600 8,400 8,400 5,400 4,300 3,850 0 290 530

4条 医師養成に要する経費（修学資金） 0 0 0 0 0 0 0 500 1,200 2,400 3,600

3条 救急医療の確保に要する経費 45,128 50,063 41,330 66,958 55,125 92,504 83,078 93,087 103,903 110,210 118,467

3条 高度医療に要する経費 16,497 16,497 22,843 22,844 22,844 16,844 11,293 7,860 7,235 5,313 12,407

3条 経営基盤強化対策経費 128,437 126,724 3,159 19,035 52,799 56,981 50,638 50,624 38,664 37,818 41,424

3条 その他＊1 91,388 94,084 17,484 14,378 18,135 19,092 24,280 21,081 32,240 32,474 33,791

3条 病院整備金積立金 0 0 0 5,500 5,483 0 0 0 0 0 0

3条 赤字補てん 68,199 23,293 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3条 島根県財政支援 79,114 62,316 62,252 41,887 39,331 98,156 57,715 60,469 58,302 29,493 4,886

3条 不採算地区病院支援＊2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,200 56,580

3条計（負担金） 565,244 521,418 294,344 338,204 354,831 446,363 364,236 380,407 381,672 411,010 411,087

うち島根県負担分（3条県財政支援・再掲） 79,114 62,316 62,252 41,887 39,331 98,156 57,715 60,469 58,302 29,493 4,886

4条計（出資金） 123,248 137,371 157,872 142,328 128,930 105,020 71,797 55,129 48,716 66,577 55,571

うち島根県負担分＊3 0 9,422 18,560 21,494 23,487 16,373 21,857 22,135 24,815 29,543 20,704

4条計（修学資金） 9,000 8,100 6,600 8,400 8,400 5,400 4,300 4,350 1,200 2,690 4,130

4条計（新病院） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80,966 292,117

うち島根県負担分 13,776 410

繰出金総計（C） 697,492 666,889 458,816 488,932 492,161 556,783 440,333 439,886 431,588 561,243 762,905

総収入に占める繰出金の割合（C/（A＋B）） 21.8％ 22.2％ 15.9％ 16.1％ 17.7％ 21.4％ 18.3％ 17.8％ 18.3％ 22.4％ 18.3％

交付税措置額（D） － 214,440 205,811 184,932 180,809 176,283 172,283 171,782 169,749 301,279 355,478

繰出金への交付税措置率（D/C） － 32.2％ 44.9％ 37.8％ 36.7％ 31.7％ 39.1％ 39.1％ 39.3％ 53.7％ 46.6％

＊1 3条その他は「基礎年金拠出公的負担経費」（総務省繰出基準内）と「医師確保関係経費」（基準外）をさす。
＊2 2009年度から大幅増額された不採算地区病院への特別地方交付税措置額のうち1/2相当額
＊3 4条計「うち島根県負担分」について、起債償還費利息分を４条として算定している。
＊4 2004年に4町村合併により隠岐の島町となった。したがって2004年以前は4町村の繰出を合算している。
＊5 －は不明もしくは未確定。
（出所）隠岐広域連合および隠岐病院からの提供資料を改変し筆者作成。

（単位：千円）



③病院事業会計への繰出実態

次に、隠岐病院への繰出金を分析しよう。表5

は隠岐病院への繰出金一覧の経年である。既に述

べたように、県が広域連合を通じて経営に参加し

ているため、繰出金の負担者は、隠岐の島町と島

根県である。病院会計の総収入に占める繰出金の

割合に注目してみると、20％前後であり、最も

低下していた時期でさえ16％と、全国的な繰出

金割合（13％前後）と比べるとその依存度が高

いことが分かる。＜表5＞

さらにその繰出金の財源となる交付税措置額で

あるが、全国的に見れば55％程度が保障されて

いるのに対し、隠岐病院の場合、実際の繰出額の

せいぜい4割弱の交付税措置しかされていない

ことがわかる（D/C）。全国平均から見ても、極

めて重い繰出金負担が自治体の肩にのしかかって

しまうということが見て取れよう。以上のように、

条件不利地域における医療提供とその維持のため

には、他地域の公立病院に比べて、地元自治体に

よる極めて重い財政負担が生じている。

こうした地元自治体の負担は通常、地元の市町

村のみが負担することになるのであるが、隠岐病

院の場合は、広域連合という形態によって、県も

その財政負担を負う。実際にどのようなルールの

もとで県は財政支援を行っているのであろうか。

この県財政支援を示すのが表5中の3条注19負担

金である。隠岐広域連合は設立以降、「隠岐医療

財政支援事業費」（表5の「島根県財政支援」の

こと、以下、県財政支援という）という県からの

財政支援のルールを決定しルール化している。県

財政支援の算定は、以下のように示すことができ

る。

県財政支援＝（隠岐病院の医業費用（経常）－

医業収入（経常）－交付税措置）

×1/3

＝（隠岐病院における医業収支上の

赤字（経常部分）－交付税措置）

×1/3

つまりこの決定方式は、投資的経費分は除き、

隠岐病院が医療を提供したことで発生した経常赤

字部分から、中央政府が措置した地方交付税額を

除き、その1/3を島根県が支援する、ということ

を意味する。県は財政支援に際して、病院の経常

収支（赤字）と交付税措置額の二つの要素を考慮

している。ここで、医療事業で発生した赤字を一

定と仮定した場合、交付税措置額が減少（増大）

すると県財政支援は増大（減少）する。つまり、

中央政府による交付税措置が不十分な場合は、県

財政がそれを補うという役割が見えてくる。たと

えば、2009および2010年の県財政支援額が急

激に低下したのは、交付税措置額が大幅に回復し

たためである。

つぎに、隠岐の島町からの繰出基準および額の

決定についてみてみよう。隠岐の島町は総務省の

基準に基づいた繰出とともに、広域連合内の意思

決定に基づき（実質的には町と県および病院との

折衝・協議の上）、投資的経費や医師研修費など

において独自に繰出を行っている。ここで注目す

べきは、表5における2009年度からの「不採算

地区病院支援」という繰出項目の新設である注20。

この項目は、中央政府によって不採算地区病院・

病床割の単位費用が引き上げられ、特別地方交付

税による措置額が大幅に増額されたことを受けて

新設された。この繰出項目の新設をめぐっては、

県側によって提起され、広域連合内における（県・

町・病院間の）折衝・協議が重ねられた上で実現

されたのである。

こうした経過に見られるように、広域連合制度

のなかで、隠岐の島町から隠岐病院への繰出につ

いて、交付税措置の強化に相応分の繰出の増額が

意思決定された。隠岐の島町にとっては、広域連
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合内の県・町・病院との間の折衝･協議、意思決

定において、交付税措置額以上の繰出を常に促さ

れるというシステムとなっているのである。

以上、3条関係（経常経費）にかんする県財政

支援と広域連合における繰出に関する意思決定プ

ロセスを見てきた。ここでみたように、県は、広

域連合の意思決定において、隠岐の島町による交

付税措置額以上の繰出を促しつつ、交付税措置額

が低下し、地元自治体による繰出増が余儀なくさ

れる場合はそれを支援補完するという役割を果た

しているのである。

（2）隠岐広域連合にみる公立病院維持に向け

た都道府県の役割―その特色と意義―

以上、広域連合立隠岐病院運営の実態について

分析してきた。広域連合立病院という設立形態の

独自性とそれによる県の財政措置の意義はどのよ

うなものか。この事例からどのような政策的示唆

を引き出せるであろうか。

①隠岐広域連合による地域医療の提供に向けた取

り組みの特色と意義

医師不足や診療報酬の低下による経営悪化のみ

ならず、不十分な交付税措置によって、地方自治

体は公立病院維持のため、「持ち出し」による多

額の繰出を余儀なくされてきた。とくにこうした

「持ち出し」負担は、隠岐病院でみたように、条

件不利地域の公立病院に集中した。こうした事態

に対して隠岐病院においては、県財政支援が導入

され、県と市町村（ここでは島根県と隠岐の島町）

が、病院の運営とそれに伴い不可避的に発生する

赤字のための財政負担を互いに分担し合うという

財政関係を取り結んでいた。この中で県は、中央

政府が（地方交付税措置の後退により）十分に果

たしえなかった財源保障機能を代替的に担ったの

である。

県財政支援は、中央政府の財源保障機能の不十

分性を補いつつ、市町村の財政力および地理的要

因によって生じる医療水準の格差を是正するとい

う意義を有している。隠岐広域連合は、県と市町

村が融合的・重層的に、公立病院の維持に向けて

協力している財政的制度として注目に値する。

また、単に島根県が条件不利地域における公立

病院の維持に向けて財政支援を強化していたとい

うに止まらず、地域医療の提供と公立病院の維持

をめぐって、県と市町村・病院との間における

「緊張関係」を見出すことができる。すなわち、

隠岐病院に対しては赤字部分の全額ではなく1/3

を支援するため、経営効率化のインセンティブが

働いており、また、隠岐の島町に対しては交付税

措置額以上の繰出しを促す牽制機能を有するから

である。

②地域医療の提供と質向上に向けた地方自治体の

役割分担と機能

以上見てきたことから、地域医療の提供に際し

て、地方自治体および中央政府においてどのよう

な役割・責任が考えられるのか、試論的に示して

みたい。

いうまでもなく、中央政府の役割は大きい。医

療保険制度の維持・充実、診療報酬の向上による

医療への資源配分（厚労省）、医師不足解消のた

めの養成（文科省）などである。そしてなにより

も、公立病院への適正な繰出を促す上でも、地方

財政計画や交付税措置による自治体への財源保障

機能の向上が求められる。現状は改善されつつあ

るとはいえ、条件不利地域における地方交付税措

置は実際の繰出実額と照らし合わせて十分とはい

えない。

次に、都道府県の役割である。昨今の医師不足

が病院経営の悪化の大きな要因であることから、

一般的には、都道府県による医師の確保と配置の

重要性が強調されてきた。紙幅の関係で詳しく紹

介できなかったが、島根県も医師養成と確保につ

過疎地域における公的医療供給の事例分析
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いて強力に取り組んでいる注21。県立病院が研修

基幹病院となって研修を受け入れるといった医師

の教育や養成だけではなく、人員配置についても

都道府県に大きな権限を持たせることが医師不足

解消に向けて必要となっている。都道府県が地域

医療計画の策定を担っている点にみられるように、

広域的な医師の配置や地域間の医療水準の格差是

正といった役割が一般に指摘される。

こうした役割に加え、本節で析出したように、

地理的な要因や市町村の財政力格差によって生じ

る医療水準の格差を是正しつつ、中央政府による

財源保障機能が後退した際の代替的・補完的な役

割を果たすことが、都道府県の役割として期待さ

れる（経常経費における財政責任）。また、単に

島根県が条件不利地域における公立病院の維持に

向けて財政支援を強化していたというだけに止ま

らず、地域医療の提供と公立病院の維持をめぐっ

て、県と市町村・病院との間における「緊張関係」

が見出される。すなわち県は、隠岐病院に対して

は、赤字部分の全額ではなく1/3を支援する点な

ど、極端な赤字もしくは黒字経営にならないよう

財務状況をにらみながら繰出について調整しつ

つ注22、経営効率化を促している。また、隠岐の

島町に対しては不採算地区病院支援という繰出項

目の新設に見たように、広域連合における意思決

定において交付税措置額以上の繰り出しを求めた。

以上述べたように、地域医療の提供や公立病院

維持に向けて、都道府県および市町村・病院との

間における「協力と緊張関係」がひとつのモデル

として析出される。こうした隠岐広域連合の事例

が示す島根県の役割とその先進性は、地域に根ざ

した県立病院を単純に統廃合するという事態（北

海道立病院の市町村への完全移管や岩手県立病院

の再編統合など）に対して再検討を迫るものとい

えよう。

最後に市町村の役割である。ややもすれば、医

療の提供や病院運営は高度な設備や施設を必要と

するため、これら財政需要は市町村では賄いきれ

ないので、より広域の都道府県レベルが責任を負

うべきであると考えがちである。しかしながら、

直接的な医療の提供を市町村自身が担う、あるい

は市町村が深く関与する意義は本稿のこれまでの

三つの事例分析から考えても、依然として大きい

といってよい。財政的支援を前提としつつも、地

域医療の提供において市町村がどのような役割を

担うべきか、最後に言及しておこう。

市町村が公立病院運営や地域医療の提供に責任

を負うべきであると判断する根拠は、地域医療の

質向上の担い手としてふさわしいからである。

地域医療を念頭に置いた場合、医療の質を大き

く左右するのが実は人材の育成と、そのための投

資（研修費等）である。それぞれの地域に固有の

ニーズを明確に把握し、それに対応した地域医療

像を示し、適合的な人材の育成へむけて投資を行

う主体は、市町村が最も適切である。その具体例

は、本稿でも取り上げ分析した藤沢町民病院で展

開されている「総合医」といった新しい医師モデ

ルに基づいた系統的な育成・研修の場の設定や、

保健婦や介護職（介護福祉士等）と病院とをつな

ぐ「保健・医療・福祉の包括ケアシステム」に見

出される。

実際に隠岐病院に対しては、2008年に総務省

繰出基準外で医師確保関係費や医師および看護婦

（看護師）の招聘に要する経費（就学資金）を繰

出し、隠岐圏域の地域医療に適合的な医療像と人

材像を明確にしつつ、人材を育成するための支出

を行っている注23。全国各地の先進事例は、市町

村が運営する公立病院が多い。したがって、市町

村こそが地域ニーズに対応した医療の提供主体と

してふさわしく、質向上を追求する役割と責任を

中心になって担うべきである。都道府県や中央政

府の財政的支援・補完を受けつつ、市町村が病院
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運営の主体として地域医療を担うことで、地域医

療の質向上の可能性が広がるように思われる。

こうした市町村の役割と可能性を十全に発揮さ

せるために、緊張関係を持ちつつも、都道府県や

中央政府が徹底して財政条件を整備・充実させて

いくという方式が、地域医療の提供にとって望ま

しい姿といえよう。

岩手県沢内、藤沢両モデル、島根県の隠岐モデ

ルは過疎地域医療の先進事例である。従来十分で

なかったこれら事例に対する経営面、財政面から

光をあてた本稿の分析から、以下のことが明らか

になった。

第一に、これらの事例は公的病院を中核とする

地域医療の優れた経験であるが、その豊かな内実

は、まずもって病院長の優れたリーダーシップ、

医師など医療従事者の協力協働システムが構築、

維持されていることに基づく。この献身的な労働

と取組みを土台として、自治体首長の先見性、議

員の理解と協力、病院・診療所と保健・福祉施設

及び行政の保健・福祉の各部課との間の連携シス

テムが地域医療を支えている。これらの要素の1

つが欠けても、地域医療は重大な困難に陥る。

第二に、地域医療の維持と効率化の両立が最大

限に追求されていることである。農村地域の人口

減少傾向や経済の低成長が制約条件として現実化

していく下では、住民負担や自治体の財政負担の

限界に突き当たるのは不可避である。公的病院・

診療所の院長、所長など幹部職員だけでなく、医

療従事者全体が地域医療の維持・豊富化と医療機

関経営の効率化の両立に取り組んできたといえる。

さらに今後、医療関係者と行政の関連部課は、保

健福祉施設を含む連携システムの改善、個々の住

民・住民団体の参加との協力によって、最小の費

用による最大の医療効果をあげるよう、一層の創

意工夫が求められる。

第三に、地域医療の維持について対等かつ共同

の責任を負うべき都道府県と市町村において、役

割分担の明確化、緊密な協力・チェックシステム

の構築が不可欠である。財政規模が大きい都道府

県においては地域医療の財源上の責任を強化する

とともに、市町村は公的経営主体が市町村以外

（例えば県立病院）であっても、住民に身近な医

療提供の維持や質の改善に向けて「関与」する責

任がある。島根県の隠岐モデルの事例で見たよう

に、効率化をビルトインした「協力と緊張関係」

を旨とする地域医療維持のための都道府県による

財政負担システムは、農村地域医療に対する都道

府県の財政責任を具体化したものとして全国的に

普及させることが望ましい。

第四に、農村地域医療の中核的施設である公的

な医療機関について、住民生活と地域社会を維持

する観点から、その縮小、廃止を回避しなければ

ならない。特に公的病院が果している役割を無視

する、経営を過度に重視した「黒字化至上主義」

は、地域医療が持つ公共性・非市場的性格の点か

ら考慮するならば誤りである。経営赤字の背景を

明確にし、かつそれを踏まえて国・都道府県・市

町村は必要な財政措置を講じてきたからである

（隠岐病院の事例）。

第五に、岩手県、島根県の事例が明確に示すよ

うに、農村地域の公的病院の経営主体について狭

域では市町村、広域では都道府県とすべきか等は、

空間性や医療の段階（1次、2次）によって一義

的に規定することはできない。ハード、ソフト両

面を有する地域医療において地域的多様性、歴史

的事情が決定的に重要な意味を持つからである。

都道府県立病院（地方独立行政法人を含む)を11

以上有する都道府県は、岩手県の20をはじめ新

潟、兵庫、長崎の4県ある。このタイプを含めて、

過疎地域における公的医療供給の事例分析
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農村地域、過疎地域の公的病院の経営主体として

市町村立、県立、市町村と県を含む広域連合、一

部事務組合のいずれを選択するかは、地域的歴史

的事情に配慮して関係自治体、地域住民が選択し、

決定する問題である。
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注
1 例えば、新井（2003）1）では都市型と農村型の区別

が明確にされ、佐久総合病院、国保沢内病院、京都

堀川病院、諏訪中央病院、大和医療福祉センター、

公立みつぎ病院などの地域医療における成果が整理

されたうえで、国保沢内病院や京都堀川病院の転機

や諏訪中央病院にみる地域医療の可能性が展開され

ており、文献レベルによるフォローが中心であるも

のの、アプローチの点で非常に興味深い。

2 本節は、共著者の一人による「過疎地域からみた

公的医療の問題と課題―岩手県旧沢内村『生命行財

政』の歴史的考察を中心に―」（日本財政学会編.財

政研究第8巻.有斐閣.近刊）を編集（圧縮、加筆）

したものであるが、次節の前提となる重要な内容で

あるために、再掲に近い形をとらざるを得なかった

ことをあらかじめお断りしておく。

3 深沢村政に関しては、及川（1984）3）で詳細に説明

されており、本稿では多くの点でそれに依拠してい

る。また、筆者は2010年8月に、深沢村長時代を

含む1956～1973年に教育長を務め、その後に村長

に就任した太田祖電から深沢村政の特徴について説

明を受けた。さらにその時代の村広報にも目を通し

た。

4 沢内村の1960・70年代の保健・医療や国保等に

関するデータは前田（1983）7）でかなり詳細に整理、

分析されているが、字数の制約上、ここでは以下の

点にだけ言及しておく。沢内村国保加入の70歳以

上高齢者 1人当たり医療費は 1973年度 7.6万円

（①岩手県平均 10.5万円、②全国平均 10.0万円）、

77年度15.0万円（① 26.4万円、② 24.0万円）、81

年度18.7万円（① 40.1万円、② 38.5万円）であっ

た。また、国保の被保険者1人当たり国保税調定額

は77年度1万 5,495円（岩手県平均 2万 260円）、

81年度2万 2,658円（同 3万 3,918円）であった。

5 1963年から99年まで沢内病院で働いた増田進は

著書（2009）8）において、「沢内村の保健・福祉活動

は、昭和60（1985）年を過ぎた頃から、翳りを見

せるようになった。」と述べ、例えば、「活発だった

保健委員の集まりでも、発言が出なくなってきた。

病院のいろいろな活動が村の中で白眼視されるよう

になり、肩こり・腰痛者スポーツ大会も自然に消滅

してしまった。この保健委員会が機能しなくなった

のと、役場が『村の人が健康になるとか、医療費が

安いとか、そんなことは役場にとってメリットがな

い』と言うようになったのは時期を同じくしている、

と思う。」と回想している。

6 大久保圭二（1998）9）

7 藤沢町の住民自治・参加のまちづくりについては

佐藤（1999）13）、大本（2006）14）などを参考にした。

8 尾道市立公立みつぎ総合病院のホームページをみ

ると、地域包括ケアシステムとは「地域に包括医療

を、社会的要因を配慮しつつ継続して実践し、住民

のQOLの向上をめざすものであり、包括医療・ケ

アとは治療（キュア）のみならず保健サービス（健

康づくり）、在宅ケア、リハビリテーション、介護・

福祉サービスのすべてを含有するもので、施設ケア

と在宅ケアとの連携及び住民参加のもとに生活・ノー

マライゼーションを視野に入れた全人的医療・ケア

である。地域とは単なるAreaではなくCommunity

を指す」と定義づけられている（2011年9月15日

閲覧）。

9 佐藤守町長は著書（1999）13）で「命を守るという

ことが地方自治存在の基本である」と強調し、医療

や福祉について「与える者の論理」ではなく、「受

ける者の論理」が重要で、住民自身がそれらを創っ

ていき、「生まれる命」だけでなく「消えていく命」

も併せて、「生きる者を支える仕組み」をサポート

するのが行政であると述べる。

10 佐藤元美の農村地域医療に対する考えは個別ヒア

リングに加えて、筆者が事務局を担った、岩手県立

大学総合政策学部主催のシンポジウム「地域医療の

ネクストステップ―地域・自治体へのメッセージ―」

（2011年3月5日、いわて県民情報交流センター）

における基調講演およびパネル討論で、その一部を
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拝聴することができた。あるシンポジウムとはこの

ことである。佐藤の農村医療に関する思想や経営方

針に関しては大本（2010）16）も参考にした。ナイト

スクールについては佐藤（2011）17）他も参考にした。

11 例えば、新井（2003）1）など。注1参照。

12 田村・山本（2005）18）では、保健・医療・福祉の

連携・統合への先駆的な取り組みの特徴に関して、

「①おもに小規模な自治体（3000人から3万人程度）

が主導となっていること（実態的には自治体病院・

院長主導が多い）、②熱心な首長が取り組んでいる

こと、③サービス供給においては、特別養護老人ホー

ム、老人保健施設、在宅介護支援センター、訪問看

護ステーションなどの施設を軒並み整備しているこ

と（しようとしていること）、④施設の整備には十

分な投資（国のモデル事業の指定を受ける、補助金

を獲得するなど）がなされていること、⑤多様な施

設に対して、施設を統括するコントロールタワー

（もしくはキーステーション：病院・診療所・役場）

があること、⑥サービス供給の縦割りの問題には、

各部署を統合したり、共同で業務をおこなう（保健

担当者と福祉担当者の共同訪問など）などして努力

していること」と整理されている。なお、「保健、

医療、福祉の連携・統合が（財政の―筆者記入）効

率化に結びつくかどうかは、必ずしも明確でない。」

と言及されている。

13 本節は、共著者の一人による2011年度日本地方

財政学会報告「条件不利地域における公立病院の維

持に関する課題と展望」（2011年5月実施）および

これをもとにした、関耕平.条件不利地域における公

立病院維持と地域医療の提供についての財政分析.地

方分権の 10年と沖縄、震災復興.勁草書房.2012：

133-155を一部加筆・修正したものであるが、本稿

結論についての重要な事例分析であるため、本稿に

盛り込んだことをお断りしておく。

14 広域連合制度は、一部事務組合よりも柔軟で複合

的な広域行政制度として1995年に導入されている。

15 とくにことわりのない限り、島根県.島根県保健医

療計画（隠岐圏域編）.2008のデータに基づく。島

根県内は計7つに分類されており、隠岐圏域は海士

町、西ノ島町、知夫村および隠岐の島町を範囲とし

ている。

16 通常の入院医療に対応し、健康増進から疾病予防、

リハビリテーションなどに至る包括的な医療提供体制

の整備を進める圏域のことを指す（医療法第 30条に

規定）。ちなみに、三次医療圏とは県内全域を区域と

する専門的な医療を提供できる範囲のことをいう。

17 病院の一般病床及び療養病床に入院した患者のうち

圏域内にある病院に入院した患者の割合

18 当時の協議に際しての隠岐広域連合資料「広域連

合設立にかかる事前協議について」（1999年3月）に

は当時 37.9％の完結率を上昇させ、50％を目指すと

記されている。

19 ここで3条とは、経常的収入、4条が投資的収入を

意味する用語である。

20 具体的な算定方法は表5の表注：＊2を参照。

21 木村（2009）20）。赤ひげバンクなどの取り組みは全

国から注目を集めている。

22 隠岐広域連合へのヒアリング調査によれば、繰出基

準の算定や項目の決定はあくまで可変的であり、常に

病院の財務状況をにらみながら、広域連合内で調整・

協議しているという。

23 この支出は、2010年度より、総務省繰出基準に取

り入れられ、現在は基準内の繰出しとして、「医師派

遣受け入れに対する交付税措置」として位置づけられ

ている（諸橋、2011）21）。
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CaseStudyonPublicMedicalCarein
UnderpopulatedAreas

－AchievementsandlessonsoftheIwatePrefectureSawauchiand

FujisawamodelsandtheShimanePrefectureOkimodel－

KuwadaTajima＊1,SekiKouhei＊2,

UchiyamaAkira＊3,HashimotoTakahiko＊4

Abstract

Japan'slocalmedicalcaresystemscontinuetosufferfrom astructuralcrisis.Theaim ofthisstudyisto

analyzethemanagerialandfinancialaspectsoftheIwatePrefectureSawauchiandFujisawamodelsandthe

Shimane Prefecture Okimodel,which provide examplesofadvanced localmedicalcare systemsin

underpopulatedagriculturalareas.

Thisstudyleadsustothefollowingconclusions:First,itisnecessarytomeettheneedforpublicmedical

careand,atthesametime,toimprovethemanagerialefficiencyofthatcare.Tothatend,thereisaneedto

createmoreflexiblesystemsenablingpublicmedicalcareinstitutionsandgovernmentexecutivestoexercise

effectiveleadership,facilitatingteamworkamongmedical,healthcareandsocialwelfareworkersandfurther

promotingcooperationandcollaborationamongstresidentsandcommunityorganizations.

Second,thereisanurgentneedtocreatesystemsallowinglocalcommunities(prefectures,cities,townsand

villages)toflexiblysharemanagerialandfinancialresponsibilitiesamongstthemselvesinaccordancewiththe

circumstancesofindividualcommunities,andfacilitatingcooperationandmutualcheckingofperformance.

Third,inviewofthepublicandnon-marketnatureofmedicalservicesingeneralandlocalmedicalcare

servicesinparticular,nationalandlocalgovernmentsneedtotakeappropriatefinancialmeasuresbasedonan

analysisofthebackgroundtothefinancialdeficitsofpublichospitals.

Fourth,managementbodiesneedtobedeterminedbasedonthechoiceofrelatedlocalgovernmentsand

localresidentsinaccordancewithlocalhistoricalcircumstances.

Inordertopreventdeteriorationofthefinancialconditionofpublichospitals,theMinistryofInternalAffairs

andCommunicationsformulatedthePublicHospitalReformGuidelinesin2007.Theseguidelinesurgedlocal

governmentsacrossJapantobringpublichospitalsintofinancialstability,thoughtheresultsofthisstudy

mayindicatetheguidelineratherprecipitatesabreakdownofexistingmedicalcaresystemsinagriculturalareas.

[Keywords]ruralmedicalcare,Sawauchihospital,Fujisawahospital,Okihospital,"publichospitalreform

guidelines"
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