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連 携 が 求 められる一 方 、安 心した 暮らしを維 持 するに
は、取り組まなければならない課題が、それぞれの地域
にあります。

地域医療の問題に耳を傾け、精力的に取り組まれてきた
国会議員の方々にお集まりいただき、たかがい恵美子参

議院議員の司会のもと、それぞれの地域の医療の課題

と、それへの対策、看護職への期待をディスカッションし
ていただきました。

小松 長野県は、男女とも長寿日本一

す。

ここを何とかしたいと思っておりま

が足りません。人材育成が急務であり、

ケアを推進していくには、まだまだ人

あるかと思います。しかし、地域包括

としている地域包括ケアの先駆けでも

まりましたが、これから力を入れよう

た「富山型デイサービス」は全国に広

ニュースでした。惣万さんたちが始め

章を受章されたことはたいへん嬉しい

惣万佳代子さんが、ナイチンゲール記

まれ」というデイサービスを運営する

田畑 地元の富山市で「このゆびとー

ければと存じます。

ご事情を、それぞれ、お聞かせいただ

と思います。まずは、先生方の地元の

たりのことをディスカッションしたい

もあることでしょう。今回は、このあ

となるべき看護職に、いろいろな要望

これからの地域医療のキーパーソン

があるかもしれません。

お金なのか。あるいはそれ以外の要素

りないのは、人なのか、仕組みなのか、

それぞれの抱える課題は多様です。足

います。ひとくちに地域と言っても、

在宅へと移行させる方針を打ち出して

たかがい 国は、施設での医療を地域・
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参議院議員（比例・全国）

たかがい恵美子

医療が地域・在宅へシフトしていき、医療・福祉の緊密な
の県です。健康を自らが学んでそれを
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の医療事情と変えていきたいこと

それぞれの地域
会
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座

別

特

井原

参議院議員（愛媛県）

安心して暮らせる 地域づくりのために
看護に求 められるものは？
頭

巻
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を活用してその再編に取り組みまし

の維持のため、国の地域再生医療基金

が救命救急を輪番制で担っていて、そ

した。この病院を含め市内４つの病院

ったり、民間移譲されることとなりま

研修先だった県立病院が医師不足にな

ンターを 箇所つくって、難しいお産

討しまして、NICUを持つ周産期セ

で一番高いぐらいでした。いろいろ検

長峯 宮崎県は昔、乳児死亡率が日本

ですが、そこには担い手がいません。

テムの必要性にもつながっているわけ

性期、回復期、慢性期の つになりま

病床区分が見直され、高度急性期、急

なるという課題を実感しました。今回、

いる急性期病院の負担がさらに大きく

病院に駆けつけようとする。疲弊して

のほうも、病気になると大きな急性期

開けられない病棟もありました。患者

た。しかし、看護師も不足しており、

で訪問看護がやはり重要なカギとなる

ていく必要があると思います。その中

を捉え、今回の医療構想にも反映させ

このように、地域ごとにしっかり課題

し、乳児死亡率も大きく改善しました。

た。そのおかげで産科医の負担も軽減

の病院に帰る、という仕組みにしまし

の方はそこで出産して、次の日には元

慢性期の病床が全くないのです。この

した。しかし、田舎になると、回復期・
が県外に出てしまう看護師供給県で

養成校は多いのですが、卒業生の ％

でしょう。なお、宮崎県内には看護師

できるだけ在宅看護にシフトしない

ゃんと医療や介護を受けられる体制を

ます。だからこそ、病気の時には、ち

を地域でつくりあげていこうとしてい

実践していく、病気を予防する仕組み

的な事例になるといいと思っておりま

です。この山梨県の取り組みが、先駆

が、過疎化が進んでいる地域では困難

来は市町村が事業主体になるのです

市に設置されることになりました。本

ら。とはいえ、潜在看護師がフルに復

ある程度の医療行為ができるのですか

な存在ですし、信頼を得ている中で、

宅患者を訪問する看護師は、一番身近

は将来性があると思います。やはり在

します。また、看護師の特定研修制度

と、現状の医療体制は崩壊する感じが

つくってほしい、という願いをひしひ
す。また、看護職の地域偏在による人

剤師が中心になって、残薬の管理につ

ることに気づかされます。先日は、薬

職種ごとの意識に大きなギャップがあ

すが、そこに出席させていただくと、

ディスカッションをする場があるので

介護関係の人たちが集まり、いろんな

の医師会などが中心となって、医療や

大串 兵庫県の私の選挙区では、地域

ています。

す。県内への定着が大きな課題になっ

産後ケアセンターが、県の主導で笛吹

谷区よりも少ない状況です。そんな中、

6000人ぐらいしかいなくて、世田

山 梨 県 は、 出 生 数 が 年 間

です。地域包括ケアがうまくいくため

す。それにしても今は人材不足が深刻

師を育てる必要があると思っていま

トと二極化していくので、両面の看護

するに、スペシャリストとゼネラリス

は高度化せざるを得ないでしょう。要

増えてくると、病院での看護師の仕事

間がどんどん短くなって、重症患者が

いと思います。一方で、患者の入院期

でいき、在宅で患者に寄り添うのがい

やはり看護師がもっと地域に溶け込ん

から、平成 年か 年頃、看護学校の

ました。ところが、私が市長になって

誘致して「ああよかった」と思ってい

看護師を確保したいと県立看護学校を

す。気候条件が厳しく、広いエリアに

一晩で軒先に届くほどの雪が降りま

師として担当した鳴子町は内陸部で、

活上の制約が大きいですね。私が保健

身ですが、とくに山間部は雪による生

ることがわかりました。私は宮城県出

れぞれが課題を抱え、取り組まれてい

たかがい 先生方のお話から、地域そ

けられます。それが地域包括ケアシス

がなくて困っている地域は各所に見受

たかがい 回復期や慢性期の療養の場

られていると思います。

務。
またロンドン五輪など５回

て帯同する。2012年の第

46回衆議院議員総選挙で

長野1区から出馬し、比例北

陸信越ブロックで復活、初当

選。2014年第47回衆議院

議員総選挙で再選
（比例北

陸信越ブロック）
。
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のオリンピックにドクターとし

17

ポーツ科学センターなど勤

いう希望をかなえる仕組みをつくるこ

います。自宅で最期まで過ごしたいと

とは、あまり現実的ではないように思

性期や長期療養の大型施設をつくるこ

民家が散在する、そういう地域に、急

料金が決められているものの、現場は

たかがい 日本の医療は、診療報酬で

いうのが大きな流れだと思います。

組みを強化しながら進めていこう、と

いる体制でした。これからも、この仕

ニックがサテライト的にサポートして

に、他国より 倍から 倍多くベッド

ある程度自由競争です。この仕組みが

数があるために、職員にかかる負担が

期せずして、安価で世界最高水準の医

と感じています。

重くて仕事を続けられないという悪循

と。いざ、その方が必要とした時には、

田畑 富山県も雪国です。私の地元は

環の構造があります。これをどう変え

ご本人が安心できる環境のもとで一時

都市部ですが、それでもちょっと行け

ていけるのか、その時に地域のニーズ

療の実現に一役買っているとも言われ

ば山間地が多い。厳冬期になれば積雪

をどう分析できるのかが、これからの

的に見守りサービスを提供する。この

で交通障害がありますし、山間地はな

カギになると考えます。

ます。この内情を見ますと、働いてい

おさらです。その中で、地域の医療を

両方を用意しないと、これからは、最

どう守るかは、当然大きな課題です。

る職員数は諸外国と遜色ない数なの

40
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いて議論しましたが、薬を処方する医
にも、もう少し看護師の数が必要だと

10

師の考え方と、患者に自宅で服用させ

センター、東大病院、国立ス

思います。

部医学科卒業後、
日赤医療

る介護士の考え方には大きな開きがあ
りました。このギャップを埋めるには、

長野県出身。信州大学医学

堀内

しと感じます。そんな中で、看護師に

再 選（ 比 例 南 関 東ブロッ

帰しても不足は完全に解消できないで

ク）
。

材不足と利用者の負担軽減が課題だと

47回衆議院議員総選挙で

は、病院の中だけでなく、地域に入っ

復活、初当選。2014年第

しょう。ある程度制度も変えながら、

馬し、比例南関東ブロックで

思います。

2012年、第46回衆議院議

て一般の人を巻き込んで、健康づくり

員総選挙に山梨2区から出

国民にも負担増をご理解いただけるよ

単位取得。2006年フジヤマ

うに環境整備することが、政治に求め

ミュージアム館 長に就 任 。

万人弱の町です。

科学研究科博士後期課程

井原 私の地元、四国中央市は愛媛県

年、学習院大学大学院人文

の一番端で、人口

山梨県笛吹市出身。1993

を行う中核的な役割を担ってもらいた

衆議院議員

いと思います。

（ほりうち のりこ）

衆議院議員

1

ため、特にお年寄りの行く場所がない。

4

な病院が少ないので、各医療圏でも基

長峯

進県だと思いますが。

宮崎県は病床改革に成功している先
本的には公立病院を中心に医療体制が

は、たまたま宮崎大学の学部長が産科

先ほどの周産期センターの話
組まれていて、その周りを民間のクリ

富山県は公立病院が強く、民間の大き

5
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堀内 詔子
（こまつ ゆたか）

す。

の病床が100近く休眠しているので

床が多い。開業医がもっている診療所

一生懸命病床を探すと、意外と休眠病

先ほど長峯先生が「たまたま産科の先

が整っていることが大前提なんです。

ていても、いざというときの医療体制

う課題なのです。地域で一生懸命やっ

生だった」と言われましたが、国や自
治体がいろんな医療体制を計画して
も、医師の配置とか数の確保について

視点が大事だと思います。その点、長

という、税金の使い道としても、その

もニーズに合ったものを厳選していく

問題ですね。やはり、つくることより

質の高い医業経営を続けられるかは別

けれど、仮に人を確保したとしても、

ら稼働できないと言われる場合が多い

たかがい たしかに、人が足りないか

れませんが、それでも、現在進められ

策を出すのはなかなか難しいかもし

たかがい

と思いますね。

置にまで関わらないと、偏ったままだ

る。政治や行政が、医師や看護師の配

の努力でスタッフを集めたりしてい

だと思います。病院長や看護部長個人

渉が行われています。看護師でも同じ

地域医地
療域
に医
お療
いに
ておいて
看護
護職
職に
に期
期待
待す
する
るこ
こと
とは
は？
？
看

野は、まず住民一人ひとりの健康教育
ている社会保障制度改革の流れの中

は、いまだに行政と離れたところで交

を充実させて参加してもらおうという
で、
考えていかなければなりませんね。

範囲では、県の担当者は、経験豊富な

なっています。ただ、私が聞いている

から、開業の医師たちは非常に敏感に

域医療構想も経営に直結する問題です

て、うまくまとまりました。今回の地

で、強力なリーダーシップを発揮され

ったのかもしません。今にしてみれば、

期よりそういう病床が多く残ってしま

制度の進み具合が遅かったので、急性

県等より遅くできたのですが、医療の

後発組でした。愛媛県は医学部が徳島

井原 地域中核病院については、逆に

がありますが。

ういった気持ちが長野県にはすごくあ

くっていくという思いが大切です。そ

医療職だけでなく、みんなで医療をつ

ったことも、医療とつながりますし、

しのお年寄りの雪下ろしを手伝うとい

ありましたが、豪雪地帯でひとり暮ら

課題も大変重要です。先ほど雪の話が

の問題ももちろんありますが、地域の

小松 医療の課題は、施設やスタッフ

ことなどを、その時学びました。

住民との協働がすごく大事だという

そういう仕組みをつくっていく時に、

した。
医療と介護のシームレス化とか、

り組みを全国に先駆けてやった県で

健・看護が中心となってモデル的な取

に介護保険の仕組みをつくれるか、保

トする前に、どういうフレームで日本

づくりに取り組み、介護保険がスター

ば、発達障害を抱えている 歳を過ぎ

い、という希望をよく伺います。例え

ような機能を各地域に多くつくりた

談ができる町のナースステーションの

れる」場で看護に関わる情報や健康相

に「誰でも、気軽に、いつでも立ち寄

護はその役割を果たしています。さら

在宅ケアの中核的存在として、訪問看

サービスが早く始まった、という印象

けとかいうことではなくて「今日はち

すよね。訪問看護だけとか訪問診療だ

たいなものが、制度化されてもいいで

たかがい 在宅ケア・ステーションみ

気がします。

いった風土というか土壌があるような

て、さまざまな看護をしていきたいと

ケアの中心となって、地域を盛り立て

います。地域に溶け込んで、地域包括

病院の時より多くなりました。そこで、

でできるのだろうと思うし、小松先生

を過ごせる環境づくりはいろいろな形

なっていませんが、穏やかにその時間

入れられつつあります。まだ制度には

看護を提供する先進例が、徐々に受け

域で最期の看取りまでを視野に入れた

家」
、宮崎の「かあさんの家」など、地

ゆ び と ー ま れ 」と か、「 神 戸 な ご み の

田畑先生がおっしゃっていた「この

から医師や看護師がいなくなったとい

っていて一番多く聞くのは、中核病院

システムを確立したと伺っています。

地域住民のニーズにあった訪問看護

受け入れて、看護師の目が届くところ

ような子たちを、町のステーションが

場がないけれど看護の手を必要とする

た子とか、制度の網からこぼれて行き

えて、泊まれて、必要なときは訪問し

しここで見てもらえないかな」と。通

ょっと相談に来たよ」とか「今日は少

井原

と、背中を押したいです。

ではなくて「社会に飛び出せ看護職！」

がおっしゃったように、病院の中だけ

す。北関東から東北一帯は、医師も看

学大学院修了。石川島播

磨 重 工 業 勤 務を経 て 、
1 9 9 6 年 松 下 政 経 塾に入
塾。北陸先端科学技術大

学院大学助教、西武文理大

学サービス経営学部（看護

学部兼任）准教授などを経

て、2012年第46回衆議院

出馬、初当選した。2014年

議員総選挙で兵庫6区から

に再選。

ので、現場には行けない。地域医療で

直ちに医療機関がストップしてしまう

ど、働き方改革を進める必要がありそ

深刻な状況もある。夫の転勤に伴う異

うです。専門とする分野を軸に広域で

は、看護師がリーダーになっていけれ
大串

昔は病院で完結していました
が、今は、病院・施設・地域・自宅、全

兵庫県は看護教育の高度化を牽引

のローテーションを視野に入れると
医療の専門性を持っていて、一番住民

し、とくに阪神・淡路大震災後は、地

部が医療の現場です。そこをチームで

に近いのはたぶん看護師なので、そこ

域に密着して活躍する看護師たちも増

か。

をいかに充実化させていくかが、これ

えて、医師との連携もうまくいってい
る印象がありますが、いかがですか。
大串 兵庫県といっても、北のほうは
雪国だし、淡路島もあり、エリアによ

人口当たりの看護職員数と医師数は、

いうお話がありました。都道府県別の

たかがい 先ほど宮崎は人材供給県と

が出てくる。平均してしまうとよく見

療圏の中でも場所によってはかなり差

大きな課題ですね。たとえば、二次医

在もあるけれども、県の中での偏在も

って環境が全然違います。全国的な偏

西と東でおよそ倍もの開きがありま

東
東西
西格
格差
差と
と地
地域
域内
内格
格差
差を
を
どうする
うする？
ど？

からの肝になるかなと思います。

つないで完結できるようにするには、

動でもキャリア形成につながる方策な

2
ばいいと思います。

1

病院でも足りないのでしょう

てくれる、という地域看護を総合する

兵庫県西宮市出身。東北大

でサポートする。そういったことをや

護師も足りない。 人、 人欠けると、

衆議院議員

拠点が必要だと思います。

大串 正樹

りたいと言う看護師も大勢いらっしゃ

が、地域医療だと医師はもっと少ない

4

山梨県は、早くから訪問看護の体制

医師で、現場をよく理解されているの
介護保険制度がスタートするときに、
る。それで、地域で健康を支えあって、

すぐに効果的な偏在是正

活動を進めていますね。

で、しっかりコミュニケーションをと
もう少し医療との連携があればよかっ

選。

た、という思いはあります。過剰病床

回衆議院議員総選挙で再

りながらうまく進められているようで

馬し、
初当選。2014年第47

す。やはり、その担当者のキャラクタ

2012年第46回衆議院議

堀内 山梨では当時、看護職が住民の

員総選挙に富山1区から出

長寿だけど医療費が少ないという県に

山県議会議員選挙に当選。

地域ではありますが、それでも医療再

挙に立候補し初当選。市議

ーに負うところも大きいと思います。

を3期務めた後、2011年富

声を聞き、在宅療養の実態を調査し、

学経済学部卒業。銀行勤務

なったわけです。とはいえ、地元を回

を経て、富山市議会議員選

編を迫られたときに、さっき申しあげ

富山県富山市出身。獨協大

たかがい 愛媛県は、人口当たり療養

衆議院議員

た 病院が求める病床数を足すと、

田畑 裕明

病床数が多いですよね。住民に優しい

（たばた ひろあき）

3

（おおぐし まさき）
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18

誠

できると思います。

そうすれば、実際の調整は県が十分に

と、厚生労働省に話をしていました。

はつくっていったほうがいいだろう

アについて、看護師が入る要素が少な

話がありましたが、妊婦の精神的なケ

と思います。堀内先生から産後ケアの

役割、そこにしっかりと光を当てたい

いと聞いています。たとえば、そこに
妊娠から産後まで看護師が寄り添うよ
うな形でサポートできればといいので

として捉えて、次の時代に合う制度づ

先生方のお話を伺っていて、自分ごと

たかがい ありがとうございました。

いと思います。

制の中で、看護師の果たす役割は大き

つつある中、精神的なケアも含めた体

産後のうつや虐待なども社会問題化し

は、と考えています。核家族化が進み、

くり、社会福祉制度づくりをすること
たかがい 2014年に全国 か所で

今
今後
後も
も取
取り
り組
組ん
んで
でい
いき
きま
ます
す！
！
！く！
くし
しろ
ろよ
よ援
応援応

がとても大事だと、改めて思いました。

大串 三次救急などは、あちこちに必

ょう。

想を立てていくことも重要になるでし

て、そういう方を目利き役にして、構

うか、医療経済分析ができる人材を育

たかがい 地域の医療ニーズ診断とい

うのがわかります。

に、隣はこんなにあるとか、環境が違

やっぱりこのエリアは病院が少ないの

えないけれども、実際に地元を歩くと、

県に対しておか目八目的な立場で、あ

長峯 今回の地域医療構想でも、私は、

てづらい面はあるかもしれない。

したい。その辺で第三者的な構造を立

あちらの部署は自分の病院に利益を出

うので…。こちらは計画を立てるけど、

ションと、保健福祉のセクションが違

ど、公営企業としての県立病院のセク

井原

ね。

るような仕組みは、あまりないですよ

実 施 し た「 妊 娠・出 産 包 括 支 援 モ デ ル

要ないけれども「欲しいか」と言われ
る程度入り込んで「このエリアのこの

では、最後に「これ、やるぞ」みたいな、

ると、維持のことなど考えずに、みん
医療資源だったら、これだけのことが

て、しかも日本人の死生観は、それを

事業」は、たいへん好評でした。おっ

な欲しがる。たしかに、かなり広域で
できるんじゃないか」と、簡単な絵柄

井原 医療資源の適正配置というか、

口に出すことを避けたがる傾向があり

お考えがありましたら、宣言していた

エリアの医療ニーズをマネジメントす

護師が足りないところにうまく配置で

有効活用をいかにするかということ。

ますが、しっかり真正面から捉えてい

しゃるように、妊娠中から継続的にサ

り組みです。これは一昨年、小松先生
きるような仕組みをつくっていかない

日本の一番大事な産業は医療・看護だ

かなければいけない課題ではないかと

だきたいと思います。

と一緒にやらせていただいた、女性の
といけないのかなと思っています。

と思うので、有効活用しつつもマンパ

思います。

ポートすることによって、産後も円滑

健康の包括的支援に関するプロジェク
たかがい 最小限の人員で、ひとり一

ワーの確保と高度化を考えたい。生活

大串 実際に病棟に行くと、笑い話で

田畑 いわゆる少子化対策の中で、保

トチームの提言に盛り込んだ事業でし
人が精一杯働かざるを得ない労働環境

環境とか社会環境とか雇用環境とか

に母児の安定が図られるようにする取

た。 2 0 1 5 年 は 1 5 0 か 所、
だから、みんなゆとりがなく疲弊して

えみこ）

法制度では宿泊施設でやらなくてはい

吹市につくるという話をしましたが、

ていないのは、もったいない。そうい

があるはずだけれども、それが今でき

看護師がやって患者のためになること

らなければいけないこととか、本当に

とか、看護師のやることが増えてしま

けないというのです。そこに泊まるの

うふうなことが、できるようになれば

い。

は赤ちゃんとお母さんで、いわゆる看

いいなと思います。

シフトとシフトのインターバルを法

護の手が必要な状況の人たちですが、

活躍してもらうためには、看護師の労

医療施設ではない。しかも、旅館の設

たかがい まだまだたくさん、私たち

って、本来のベッドサイドに行く時間

備をつくらなければならない、という

はやらなければいけないことがありそ

たかがい 労働者保護の視点が弱いと

不合理なことが出てきています。これ

うですが、看護師をちゃんと確保する

制化していないことも、日本独特の問

から看護がより幅広いバリエーション

ことが次の社会保障の維持につながる

働環境をしっかり整備する必要があり

のあるものになる中で、法律の規制が

という思いは、先生方と共有できまし

がなかなか取れない。本来の看護の力

邪魔をしているようなところがありま

た。私たちもがんばって先生方の応援

も考えられますね

す。せっかくバッジをつけさせていた

をさせていただきたいと思いますの

題点ですし、医師の労働安全衛生問題

だいて立法の府におりますので、がん

で、今後ともお力添えをよろしくお願

ます。また、先ほど、たかがい先生が

ばります。

す。国民的な議論にしていかなければ

いかなければいけないと思っておりま

尊厳死についても避けずに取り組んで

いました。

と思いました。本当にありがとうござ

ろいろ一緒に活動していけるといいな

先も、ディスカッションしながら、い

また、今回だけにとどまらず、この

いいたします。

いけない。難しい問題がいろいろあっ

ませんが、私は生き方の問題として、

長峯 今日の本題とはずれるかもしれ

をもっと引き出す、看護師が本当にや

宮城県加美町出身。看護師、保健師。
東京医科歯科大学大学院修了。病院、宮城県、東京医科
歯科大学医学部、厚生労働省に勤務。2010年より現職。

堀内 先ほど、産後ケアセンターを笛

参議院議員、
自民党女性局長。

も含め、医療界全体の課題と考えるべ

専修大学経営学部卒業。

言われた西から東に移動させるような

髙階恵美子（たかがい

本来は県の地域医療構想だけ

2016年度はさらに倍の300か所

健師や助産師も含めた看護師の果たす

29

はないですけど、忙しすぎて看護して

し、初当選。

が、田舎はなかなか難しいじゃないで

23回参議院議員通常選挙

いくという問題は無視できないので、

に宮 崎 県 選 挙 区から出 馬

を目標に、全国への普及・浸透を進め

最年少市長）。2013年、第

いる暇がないという看護師がたくさん

選。2004年都城市長選挙

おられる。いろんな仕事、安全の問題

に出馬し当選（当時、全国

すか。子育てにしても、大きい病院で

補 欠 選 挙 に出 馬し、初 当

ないと子どもを預けるところも難し

1997年、宮崎県議会議員

この分野では、働き方改革をしっかり

大学時代は雄弁会に所属。

進める必要があると思います。

大学政治経済学部卒業。

たいと考えています。

宮崎県都城市出身。早稲田

小松 看護師の資格を持つ人にもっと

参議院議員
愛媛県伊予三島市生まれ。

きですね。

参議院議員

ことがなかなか難しい中で、本当に看

巧
井原

衆 議 院 議 員 秘 書を経て、
1995年に愛媛県議会議員
選挙に立候補し初当選。3

期務めた後、2004年四国

中央市長選挙に当選し、初

代四国中央市長に就任。全

た。2013年第23回参議院

国青年市長会会長も務め

議員通常選挙に愛媛県選

挙区から出馬し、
初当選。
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（ながみね まこと）

長峯
（いはら たくみ）

