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れば﹁しみ収集員の感染リスク窒晶める︒影響が

恐れもある︒

︵稲垣太郎︶

青葉病院は千葉県内に十
一ある﹁感染症指定医療機
関﹂の一つだ︒約四百床の

岡崎氏は﹁それだけでは足
りず︑一般病床もコロナ患
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の約三百七十五万人が住む横浜
市の一〜十八日の量は︑前年同
期比12・6％増えている︒
市資源循環局業務課の立花千

感染症病棟の医師は疲労

検温と問診を実施してお

困鰻という︒来院者全員に

︒
る

物に設けました﹂と説明す

患者がいる病棟とは別の建
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大きくなると︑収集事業そのものに支障を来す

新型コロナウイルスの感染拡大で通過す
る医療現場︒感染症病床などが足りない背
景として指摘されるのか︑医療費抑制のた

めにベッド数を削減する﹁地域医療構想﹂
だ︒国が昨秋︑対象の医療機関名を公表し

た際には︑地元から不安の声が上がってい
たが︑コロナ禍の今も取り下げられてはい

ない︒﹁医療崩壊﹂が懸念される裏に︑市

︵石井絶代美︑中沢佳子︶

場原理優先で弱められてきた医療体制があ

るのか︒

﹁新型コロナへの対応
で︑余力がないぎりぎりの
状態︒ベッド数が余ってい
るなんてことは全くありま

せ
ん
﹂
千葉市立青葉病院の岡崎

太郎事務長が︑病院の現状
を語る︒昨年九月︑厚生労

働省の﹁地域医療構想﹂
で︑ベッド数削減のための
再編・統合が必要な全国約
四百二十医療機関の一つと

「∴ ∴∴ 七．÷−∴

者が使用している︒院内感
染しないよう︑他の病気の

︸・i−−

どして地域の衛生状態は悪化す
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七日に感染者が確認され︑二十

底して守る必要がある﹂と強調
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で期限の引き延ばしを通

知︒ただ︑同月二十七日の
国会で共産党の田村智子氏
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が﹁構想﹂撤回を迫ったの

に対し︑加藤勝信厚労相は
﹁地域の実情に応じた体制

︒
す

ままいくのかも含めて検
討する必要がある﹂と話

をストップするのか︑その
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総離籍羅課l鵠誰犠掴繕l概観蕊擬
取材に対し︑同省地域医
癒計画課の奥野暫朗課長補
0冊0的小目0日14日日成砧鍾⁝川棚蛇潤口
佐は﹁先が読めない状況な
糧鐙鵠羅鶏譜議鑓端
ので期限を延ばした︒計画

に向けた対策も考えるのは

コロナ対策と並行して将来

を取っておくことは必要︒
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たが︑厚労省は三月四日付

に提出することになってい

具体的な方針を三月末まで

︒
た

になることが明らかになっ

の病院から急性期病床がな
くなる﹂などと反対の声が 溝川⁝I＜謂雄周囲陸棚仰満雄惇欄的璃棚⁝碓帖棚胸椎
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性期の患者用の一般病床な
鑓擬藤懸競擬態盛撥溺識強
どを減らす︒各地で﹁地元

碕輪総柄的博満舶用博溝欄間⁝蒔繭腰欄搬棚胤般輪‖

す方針を掲げる︒
描画轍闘割勘割判凋欄瑚淵開聞当
感染症用の病床は元々数 鰭l認燃鶉溜鴇凝鴇l鶴絹製掴
が少ないこともあって削減 織繚羅辣卿絹鱗離船
の対象外だが︑急性期や慢

る︒﹁しみを出す際のルールを徹

一日から業務を停止︒その後︑
感染者は十三人に増え︑約五十

し
た
︒

を約百十九万一千床に減ら

ッド数︵二〇一八年現在︶

を抑制することを狙う︒団
塊の世代が七十五歳になる
二〇二五年に医療費が最大
になるとし︑それまでに全
国約百二十四万六千床のベ

張するため︑削減で医療費

る病院があることなど︒ベ
ッド数が多いと医療費も膨

ないことや︑近くに競合す

た理由は︑がんや救急医療
など九項目の診療実績が少

ケースもある﹂と明かす︒
厚労省が病院名を公表し

手術を先延ばしにしている

たっている︒院内感染の可
能性を心配し︑他の患者の

﹁スタッフ全員で対応に当

がコロナ対応の応援に入
る︒野地一彦事務次長は

療機関︒常勤の内科医は二
人だけで︑外科系の医師ら

機関の東松山市立市民病院
も︑昨秋に名指しされた医

埼玉県の感染症指定医療

が困ってしまう﹂と話す︒

病院がなければ︑地域全体

り︑それに対応する看護師
も要る︒それでも﹁うちの

人の職員が自宅待機している︒
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うち感染症患者用のベッド
は六床︒気圧を低くし︑ウ

して公表された︒

目）＝昨年10月、首相官邸で

イルスが外部に漏れ出さな
いようにする陰圧室だが︑

安倍首相（左手前から4人

病床逼迫政策の﹁ツケ﹂
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算部門の切り捨てを求めら

財政が厳しくなるためだ﹂
しかし︑佐藤氏は︑不採

えると医療費も増え︑国の

向に転換した︒﹁医師が増

にならないよう抑制する方

ころが八二年︑医師が過剰

る政策がとられ︑医学部入
学定員も増加していた︒と

ら︑医療費抑制を優先して
医師の数を抑制し︑予見し
ていた高齢化社会にもそぐ
わない方策をとり続けてい
た﹂と解説する︒
七〇年代は医療ニーズの
拡大を踏まえて各都道府県
に一つ以上の医学部を設け

計︶は二九八〇年代か

教授︵医療経済学・社会統

始まった話ではない︒
東北福祉大の佐藤英仁准

医療体制の弱体化は最近

∴∴十．：「∴∴：

市場原理優先80年代から

使えることが重要︒医療費

抑制や効率ばかり追求して

と危機感を募らせる︒
医労連は今月七日︑安倍
章二首相と加藤厚労相に医
癒崩壊への対策を求める要
請書を提出した︒公立・公
的病院の再編統合計画を中

少している︒医療関係者が
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うち︑一般病床57・6％︑

で︑一八年の精神病床など
も含む約百六十四万病床の

いたら立ちゆかなくなる﹂

造改革では︑サラリーマン

止し︑感染症病床を含め︑

ると︑日本は最多の三一・
一床で︑各国平均の四・七

加入する日本医療労働組合

必要な病床の確保を国の責
感染症病床は0・1％だ︒
油井氏は﹁新型コロナ問 任で行うよう訴えた︒森田
題では病床だけでなく︑感 氏は﹁新型コロナで病床が
染症に対応できる医師︑看 足りない一因は︑感染症病
護師︑検査技師の不足も深 床を大幅に減らしてきたた
刻︒平時は重視されない感 めだ﹂と断言する︒
すぐに病床や医療人材を
染症や救急の医療の重みを
顧みずにきたからだ﹂と語 増やすのが難しい中︑どう
る︒実際︑人口千人当たり すべきか︒森田氏は﹁検査
体制を充実させて重症者と
の病床が日本より少なく︑
医師も日本と同程度の米国 軽症者の振り分けを早急に
や英国では︑感染拡大に対 進め︑軽症者を専用隔離施
応しきれず医療崩壊状態に 設に移す︒そして︑現状
で数に限りのある感染症病
陥っている︒
厚労省の調査でも︑感染 床は重症者のために振り
症病床は一九九五年の九千 向けなくては﹂と提案す
日干人当たりの病床数を見 九百七十四床から︑一八年 ︒
る
は一千八百八十二床まで減

病院が担っている︒医療は

床を大きく上回る︒
だが︑医療ジャーナリス

連合会︵医労連︶の森田進
書記長は﹁不測の事態に対
の状態だ︒感染症は突然発

トの油井香代子さんは﹁内
訳を見ると︑一般病床や精
神病床が多いのに対し︑感

生する︒普段は稼嘲率が低

応できない︒今はぎりぎり

ば︑日本は世界の中でかな

染症病床はごくわずかだ﹂

確かにベッド数だけみれ
り多い︒経済協力開発機構

くても︑いざというときに

﹁いざという時使えること重要﹂

︵OECD︶のデータで人

と指摘する︒厚労省の調査

﹂
い

市場メカニズムにそぐわな

床の九割近くを公立や公的

l病染新； 月院者型 、にをコ 東到受口 京着けナ 都し入ウ 大たれイ 田救るル 区患部ス で車内の liの惑 T ．∴ 翳 醗
利益を出すことを優先する

﹁不採算とされる感染症病

が回ってきた﹂とみる︒

求め続けてきた︒そのツケ

る病院や診療科の統廃合を

抑制を優先し︑赤字とされ

ている︒佐藤氏は﹁医療費

今︑受け入れ病床が通過し

そして新型コロナ禍の

げられた︒

継がれ︑昨年の経済財政諮
問会議で病院再編などが掲

その流れは安倍政権に受け

減と初のマイナス改定に︒

対する﹁本体﹂は1・3％

げ︑うち医師の医療行為に

診療報酬は2・7％引き下

た︒医療機関に支払われる

二割から三割へ引き上げ

︵二〇〇一〜〇六年︶の構
の医療機関での窓口負担を

精神病床21・3％に対し︑

ロナ禍で表面化
言等／翻翳鸞 綴錨閣圏、
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れる企業と同じ論理を医療
に当てはめてきた政治を疑
問視する︒小泉純一郎政権
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病床 2月 福井市で
福井県立病院の第一種感染症病床＝2月、福井市で
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