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超高齢社会における地域医療のあり方
‑中山間地10年間の模索‑
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旨
交通網や情報通信技術（lcr）が発達しても，直接的な人と人の触れ合いは重要である．超高

齢社会先進地である阿賀町において，約10年間にわたり，在宅医療の推進，多職種連携および
地域包括ケアへの支援，住民との対話および地域医療研修体制づくり等に取り組んできた．近
視眼的な効率医療を求めるだけではなく，本当に地域の健康水準向上に繋がり，次の世代が今
よりも明るく豊かな生活が送れるような地域医療システム構築につなげていきたい，
キーワード：地域医療，超高齢社会，在宅療養支援病院，情報通信技術，健康ファイル，次世代

医療人

けられている一方，ローカルな世界ではあるが，

はじめに

地域医療を通して自己実現を可能にする機会が与
中山間地の超高齢社会における小規模公立病院
での病院管理業務は，限りある資源の中で最適な

えられる．津川病院そして阿賀町での10年間の
模索ともいうべき実践活動の一端を呈示する1），

アウトカムを創り出すという厳しい命題を突きつ
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津川病院の沿革｛表1）2）
表1津川病院の沿革
昭和28年6月に新潟県が直接開設した県立津川病院の平成25年までの
約60年間にわたる沿革の概略を示す．
1953
1954
1956
1960
1964
1965
1966
1973
1974
1981

1984
1987
1988
1989

院長小穴聡。地域医療確保と疾病予防・治療の一体的運営を図るため、保健所と連携した特色ある
病院として開設（昭和28年6月1｝ヨ）。病床数56床（内科
伝染病棟25床。結核病床50床。

外科・産婦人科）。

院長鈴木寛。呼吸器科開設（1971閉鎖）。
眼科開設（週2回）。放射線科医師派遣開始（月3回）。

一般75床、結核50床（1970閉鎖）、伝染病25床の合計15e床。
准看護婦養成のための付属看護学院設置（1969閉鎖）。
救急病院指定告示。耳鼻咽喉科開設 外科から整形外科が独立。
新病院竣工（一般病床65床、新生児2床、伝染病床25床、計92床）。
上川村室谷地区の健康管理室から、病院、保健所の医療センターヘファクシミリで情報を伝送し、降
雪期の辺地医療が行える遠隔診療の実験が開始。
院長菊田亮司。
新発田・津川広域医療圏第2次医療体制（病院群輪番制）を開始。
医事業務の電算処理開始。
訪問診療開始。

院長阿部昌洋。津川保健所廃止及び保健所施設等の所管換えにより建物700．66㎡、土地1960．31㎡
増加。

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

2000
2001
2002
2⑪03

2⑪03

2004

金身用CT装置導入。
療養環境整備事業による改装工事終了。へき地巡回診療開始。東蒲原広域衛生組合伝染病舎廃止。
へき地中核病院に指定。
小児科開設。

外来受診予約制開始。訪問看護開始、，職員集合宿舎（メゾン心和）新築。

身障者用トイレ（2階）の設置。感染性廃棄物対応焼却炉整備。脳神経外科開設。
泌尿器科開設。

地域看護相談室の開設。夜間救急体制の充実を図るため、外来看護婦の夜間当直開始。
新発田・津川広域医療圏第2次医療体制から新津保健所管内の第2次医療体制に移行。
院長小幡八郎。介護保険法の施行に伴い「訪問看護」「居宅療養管理指導」について居宅サービス
事業者の「みなし指定」を受ける。
医事業務を全面委託。

眼科用レーザー光凝固装置導入。へき地巡回診療の冬期診療間隔を2週1回から4週1回に変更，
へき地巾核病院からへき地医療拠点病院へ指定変更。病院内LAN工事終了。
院長吉嶺文俊。津川病院ホームページ開設。津川病院開設50周年記念行事実施。へき地巡回診療
変更（月金の週2回から金曜日の全臼週1回へ）。地域看護相談室を廃止し地域連携室を新設。CT
装置更新（マルチヘリカルCT）。医療相談室の開設（毎月第2第4木曜、予約制、看護部長窓口）。
生化学自動分析装置更新。がんセンター新潟病院との遠隔画像診断開始。リハビリテーション科開設
。鹿瀬町診療所の医師退職に伴い鹿瀬地区への訪問診療開始。介護保険適用「指定居宅サービス事業
者」（訪問リハビリ）の指定認可。神経内科外来開設。整形外科外来の診療日が毎週木曜日午後となる。

2006

福祉のまちづくり工事として外来トイレを多目的トイレに改修。鹿瀬町豊実地区への巡回診療開始。
臨床研修協力施設となり地域医療研修受入開始（新潟大学、がんセンター新潟病院）。病院機能評価
認定（ver4）。津川町、鹿瀬町、上川村、三川村が合併し阿賀町となる。津川病院運営協議会発足。阿
賀町広報誌に掲載開始。豊実地区巡回診療を第1水曜日に変更。小川龍氏阿賀町鹿瀬診療所長就任。
麻酔科外来開設。心療内科開設。10対1看護開始。敷地内禁煙を開始。全面院外処方開始。産科を廃

2007

血管外科開設。重症加算室を4室とする。医療相談員配置．CTの画像診断の遠隔診断を新潟画像

2005

止し婦人科に標榜変更。

センターに変更．県病院局エルダー医（第一号）、阿賀町」二川・津川診療所長に阿部昌洋氏就任。

2008

ナースコール設備更新。病棟改修工事完成（稼働病床54床）．退院調整専従看護師を配置。訪問看護
チーム体制を外来から病棟配下として独立。巡回診療の・部（中山・東山、豊実地区）を阿賀町に移行

。検査データ参照システムCLIP−WEBの運用開始。中材業務を全面委託。新潟市民病院の地域
医療研修開始。
2⑪09

2010
2011
2012
2013

巡回診療の一部（鍵取・蝉、室谷地区｝を阿賀町に移行。PACS（X線画像診断システム）の運用開始。
巡回診療を全面的に阿賀町診療所に委託。在宅療養支援病院認定。7対1看護開始。病院機能評価認定
更新（ver6）。小川龍氏鹿瀬診療所長退任。
済生会新潟第二病院および東大病院の地域医療研修開始。
機能強化型在宅療養支援病院認定，糸魚川総合病院の地域医療研修開始。
院長

原

勝人。

吉嶺：超高齢社会における地域医療のあり方

津川病院は1953（昭和28）年に新潟県が直接
開設したが，保健・福祉・医療が一体となった画
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の津川病院の活動において重要と思われる25の
指標を表2に示すピ医師数は5名（内科医4名外

急告示病院指定を受けた．1974年には国の事業と

科1名）から一時内科医6名まで増加した時期も
あったが，24年度には内科医5名となり合計6名

して，ファクシミリを用いた無医地区における冬

となっている．常勤医以外の応援医師や研修医な

期的体制であった．1966年には東蒲原郡唯一の救

季の遠隔診療等も行いながら郡内すべての地域住

ども含めて換算した場合は，100床あたりの医師

民の健康管理にも尽力してきた．1988年からは訪

数は13．31から19．50と約1．5倍の増加となって

間診i療を本格的に開始し，1991年には遠隔診療か

いる．看護師数はほぼ不変であったが，訪問看護

ら発展して無医地区への巡回診療を開始し，翌年

師や退院調整看護師など院内における配置体制は

にはへき地中核病院に指定されている．

大きく変化した．院外処方推進等により薬剤師は

地域における疾病構造の変化等により1989年

1名減少したが，医療安全業務や病棟業務の増加

に保健所と伝染病棟などは廃止となり，CTの設

によりこれ以上の減少は厳しい、理学療法士は

置，小児科などの診療科増設，夜間救急輪番制の

2004年から新規に配置され現在は2名となって

見直しなどが行われる中で，訪問看護や地域看護

いる．検査技師数は不変であるが，救急外来等に

相談室の設置など地域に密着した組織改革も同時

おける24時間の緊急検査対応においての最低必

に進められた．2001年には県立病院全体の方針と

要数は確保されている，放射線科技師は常勤2名

して医事業務は外部委託となった．

2003年にはへき地中核病院からへき地拠点病
院へと制度が変更されるも巡回診療と訪問診療が

に加えて県立病院間の支援により，24時間365日
の緊急検査に対応している，

小規模病院によく認められる職場の一人体制は

さらに拡充した．地域連携室，医療相談室の設置，

労務管理上においても問題である．管理栄養士に

神経内科，リハビリテーション科等専門外来の開

おいても1名から2名への増員を検討したが，日

設，ヘリカルCT導入および画像遠隔診断システ

常業務量から厳しいため，臨時パートや県立病院

ム構築確立を実施し，救急医療体制の充実を図り

間の支援で対応した．2001年に医事業務はほとん

ながら3）病院機能の総合的なレベルアップを目

ど外部委託となり，職員定数やコスト削減にある

指した．阿賀町の町立診療所と連携しながら訪問

程度貢献してきたが，年度ごとの業務契約手続き

診療及び訪問看護の拡充を図りつつ医療の機能分

迅速な業務更改が困難であり，医療費未収金問題

化を推し進め，2010年には在宅療養支援病院，

やクレーム対策における内部職員との連携が課題

2012年には機能を強化した（単独型）在宅療養
支援病院に認定された．2005年には県内100床未

業補助体制加算が新設に伴い当院でも医師事務作

満の公立小規模病院で初めて日本病院機能評価機

業補助者（クラーク）が配置され，医師不足対策

構の認定を受け，2010年に更新している．また新

とくに医師の負担感の軽減に寄与している．

臨床研修制度に伴って義務化された地域医療研修

の受け入れを2005年から開始し，2012年度まで
の8年間で127名の研修医が当院および阿賀町を
訪れている．

である．2008年より診療報酬において医師事務作

平成15年度から24年度にかけて，理学療法
士・医師・医師事務作業補助者等の増員により津

川病院全職員数は80名から88名に増加した．看
護師，薬剤師および事務部門等における大幅な定
数増加はなかったものの，病院機能評価受審や診

在宅療養支援病院への道：

療報酬改定における組織改革により，訪問体制の

津川病院25の指標（表2）4）

確立，院内感染などの専門職を超えたチーム体制
づくり等が実施され，医療の高度化と医療安全文

2003年から2012年度までは在宅療養1支援病院

に到達するまでの道のりであった．この10年間

化の浸透に繋がった．

一方医療活動や経営状況は現行の制度下におい
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表2津川病院25の指標
津川病院過去10年間の活動状況を分析する上で重要と思われる25の指標を
平成15年度と平成24年度で比較してみた（本文参照）．

指標

平成15年度

1医師数（100床あたり）

10

再掲：応援医師および研修医も含めた場合

13．31

2看護師数（TOO床あたり）

62

再掲：看護助手や臨時パートも含めた場合
3薬剤師数（助手や臨時パートも含めた場合）

4理学療法士数

平成24年度
12
19．50

61

人
人

人

66．87

67．76

人

5．75

4コ5

人

2

人

5検査技師数（助手や臨時パートも含めた場合）

3．75

3．75

人

6放射線科技師数（助手や臨時パートも含めた場合）

200

2．30

人

7管理栄養士数（助手や臨時パートも含めた場合）

1．00

1．31

人

11

人

9．00

人

0

8医事委託職員数

柏

9経営課職員数（助手や臨時パートも含めた場合）

8．75

10医師事務作業補助者数（助手や臨時パートも含めた場合
11病院全職員数（臨時や派遣やパートも含める）

12病床利用率
13平均在院日数

0．00

3．51

人

80．44

88．00

人

89
18

可4患者一人1日あたり診療収入（入院）

24549

15患者一人1日あたり診療収入（外来）

fOO61

16患者一人1日あたり薬品費

4196

17患者100人あたり検査件数
18患者丁00人あたり放射線件数

260

19医業収支比率
20実質収益対経常費用比率
21津川病院年間総訪問診察件数
22阿賀町診療所の年間総訪問診察件数
23津川病院の年間総訪問看護件数

50 ％
14 日
31779

円

7303 円
859 円
349 件

15
85

15

件

64

％

81

59

％

656

｝364

件

184

1933

件

883

件
件

件

24阿賀町訪問看護ステーションの年間総訪問看護件数

0

1086
1735

25津川病院の年間総訪問リハビリテーション件数

0

31

ては非常に厳しい状況に追い込まれた．訪問診察

から14日に短縮，そして入院患者一日1人当た

と訪問看護の激増や地域内における介護施設等の

りの診療収入は24，549円から31，779円まで上昇

整備拡充により，入院急性期治療終了後，ケア調

した．外来診療では，処方日数の長期化による受

整にて退院まで時間を要していたいわゆる社会的

診頻度の減少により延べ総患者数が低下し，さら

入院患者数が減少したことにより，病床利用率は

に院外処方化の影響により外来患者一日1人あた

89％から50％まで低下し，平均在院日数は18日

りの診療収入は減少した．当院のような非都市部

吉嶺：超高齢社会における地域医療のあり方

の小規模地域病院は，最近10年間の診療報酬制
度において大病院と比較するときわめて不利な立
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住民の地域医療への参加意識も高まりにくい，

阿賀町は2005年に上川村，鹿瀬町，津川町，三

場にあり，医療収支比率は過去10年間で85％か
ら64％まで低下した．しかし対象圏域の住民が

川村が対等合併して誕生し，広大な町内において

圏外の医療機関へ移行していないと仮定すれば，

地域における医療コストの削減，すなわち地域全

ける人の交流はそれほど活発ではなかった．保
健・福祉・医療の連携も当初不十分であったが，

体の総医療費抑制に貢献しつつ，良質な地域医療

各町村の保健師がほぼ継続して雇用されたため，

を提供していることになる．

人口10万人あたりの保健師数は100人と全国ト

交通網は整備されつつあるものの，旧町村間にお

平成15年の院長就任以来一貫して職員や関係

ップレベルとなった，合併後に保健師との協力で

者に説明してきたことは，在宅生活を支えるため

生まれた「連携ノート」は「健康ファイル」に繋

の病院医療であるということ，集める医療だけで

がり，阿賀町の地域包括ケアや高齢者，そして若

はなく「出向く医療」とのバランヌ感覚が大切で

年者にも普及しつつある．なおこれらのツールは

あること，とくに高齢者に対する医療やケアの早

阿賀町のような中山間地の超高齢社会に限らず，

期介入が重要であるということであった．

都市部の医療システムにも通用すると思われる．

2008（平成20）年4月の診i療報酬改定により

さらに情報通信技術（ICT）の利活用は中山間

在宅療養支援診療所（病院〉が新設され，要件が

地の超高齢社会においても重要である．今まで推

緩和された2010年5月に在宅療養支援病院を，
2012（平成24）年4月には機能強化（単独）型

進されてきたクリニカルパスや電子カルテ共有シ

在宅療養支援病院を認可された．緩和されたとは

が多かった．医療（ケァ）提供者側の連携に対応

いえ診療報酬上の厳しい要件（在宅医療を担当す

して住民一人一人が自己管理を行うためのツール

ステムは医療者側の視点からの連携システム構築

る常勤の医師が3名以上配置，24時間連絡を受け

が「健康ファイル」であり，患者中心の視点から

る担当者又は部門を指定し，連絡先を文書で患家

の連携の構築である．健康ファイルの本質はファ

に提供，24時間往診が可能な体制を確保，24時間

イリング方法そのものであり，ファイルされる内

訪問看護の提供が可能な体制を確保，緊急時に在

容物の評価ではない，現在紙媒体でのファイリン

宅での療養を行っている患者が入院できる病床を

グというアナログ手法を用いているが，将来は

常に確保など）に対応するための体制づくりの負

担は大きく，将来経営改善や医療費削減の切り札

ICTの利活用によりデジタル化されていくと思わ
れる．その際に最も重要なことは健康ファイルに

になるとはとても思えない，しかし全国各地の在

入るべきサマリーである，患者のことをよく知り

宅療養支援診療所（病院）等における実践の蓄積

（よく知ろうとし），全人的に包括的に継続的に関

から，患者及び家族の高い満足度は明らかになり

わりながら，いつでも的確で適切なサマリーを書

つつあり，世代を超えて国民の支持が得られれば，

くことができて，その患者と共有することができ

将来の日本社会そして世界の地域医療システムの

る医師．それこそが真の「主治医」（総合医，総合

ひとつのモデルとなるであろう．

診療医家庭医，かかりつけ医，プライマリケア
医，最後の内科医・・づであろう．

地域医療における連携5）

地域医療からみた次世代医療人の養成6）

自治体病院であるからには自治体行政との連携
は一番重要であり課題でもある．当院は県立病院

2005年から受け入れを始めた地域医療研修医

であるが医療対象圏域は阿賀町内にほぼ限られて

は127名であり，派遣元は多岐にわたっている．

おり，このような構造は全国的に稀である．病院

新臨床研修制度において義務化されたとはいえ，

経営への地域行政や地域住民の関心は薄く，地域

地域医療の研修内容は他の専門医研修ほどマニュ
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アル化されておらず試行錯誤の毎日であった．研

る過程も楽しみつつ，今を生きている人と生活，

修期間は一人前の医療人として「ヒトリダチ」す

そして社会全体がより良い方向へと進んでいくよ

るための準備期間である．それは医療安全を保ち

うなビジョンが描ける「地域医療学」の確立が急

ながら自分の思うままの医療を十分経験してもら

務である，

い，地域医療や総合医の現状や課題の認識を促し，

改めて臓器別専門医の必要性と多職種連携の重要
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