
「安心と希望の医療確保ビジョン」第６回会議

平成20年4月8日(火)  18:00
厚生労働省省議室 (9階)

むつ総合病院 小川克弘

青森県下北圏域における

地域医療に関する取り組み



むつ
原子力発電所

（東通村）

原子力発電所

（大間町：予定）

核燃料サイクル基地

（六ヶ所村）

海上自衛隊

青森空港

三沢空港

八戸

新幹線

新幹線

弘前
医学部

中間貯蔵施設（予定）
青森県（Ｈ２０．２．１）

面積（ａ）: 9,602.52㎢
人口（ｃ）:1,405.762人

むつ総合病院の置かれている地理的・社会的背景

下北地域（Ｈ２０．２．１）

面積（ｂ）：1,541.21㎢（（b/a：16.1％）

人口（ｄ）：85,881人（d/c： 6.1％ ）



項目 自治体直営 公設民営 民営

病院 ３ １ ０

診療所 ４ ２ ２７

表１ 実働医療機関数

項 目 病 床 数 診 療 科

むつ総合病院 ４８６（一般３７６ 精神１０６、

感染４）

２３

川内病院 ２０（一般） ４

大間病院 ６０（一般） ８

むつリハビリ

テーション病院

１２０（療養） ２

表２ ４病院の内訳

下北地域における医療環境
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※青森県住民基本台帳年報 (平成１９年３月３１日現在) より

青森県及び下北地域における高齢者の割合

人口 （人） 高齢者率 （％）

総人口 ６５歳以上 ７５歳以上 ６５歳以上 ７５歳以上

男 688,786 135,070 54,825 19.61 7.96

女 756,806 201,951 100,310 26.68 13.25青森県

計 1,445,592 337,021 155,135 23.31 10.73

男 41,903 8,170 3,288 19.50 7.85

女 43,611 11,952 6,158 27.41 14.12下北地域

計 85,514 20,122 9,446 23.53 11.05



公的病院

常勤医がいなくなった病院

開業医

私的病院

弘前大学

（数字は医師数）

（数字は医師数）





むつ総合病院（数字は医師数）

開業医



下北圏域における医療体制の特徴

・ 各病院・診療所は、下北圏域の全市町村が参画する一部事務組合「下北医療センタ

ー」が開設者である。

・ これは、医師不足を打開しようと昭和４０年代に、県が方向性を打ち出した「吉田試案」

に添って、医療機関のネットワーク化・開設者の一元化を図った結果である（メイン病院

とサテライト医療機関） 。

しかし・・・

実質が伴わず、上手く機能しなかった。



下北地域における医療機能再編

大畑病院→診療所転換（Ｈ１７．４．１）

大間病院：医師６人→４人（Ｈ１７．４．１）

川内病院：医師３人→２人（Ｈ１７年度）

常勤医がいる診療所

診療所からの医師派遣によって運営されている診療所

(下北地域は昭和40年代から既に深刻な医師不足であった)



県と下北地域のコラボレーション

・ 臨床研修制度の発足に際して、むつ総合病院が研修指定病院となって、むつ総合

病院への円滑な医師還流システムを構築する。

・ 持続可能性の薄い医療機関は、病院から診療所への転換を図る。

・ 大間病院の医師負担を軽減するため、近隣の診療所を休廃止し、大間病院に医師を

集約する。

・ 自治医科大卒の総合医と弘前大学派遣の専門医との壁を取り払うため、意識的に県

は自治医科大卒医師をむつ総合病院に派遣する。

・ へき地医療を守るために、むつ総合病院と大間病院は、開拓集落の診療所へ定期的

に医師を派遣していく。

・ むつ総合病院は、定期的に大間病院等を支援していく。



むつ総合病院の概要

病床数： 486床 (一般３７６床、精神科１０６床、感染４床)

職員数：医師： 59名(うち研修医15名)
看護師等： ３４６名、その他職員： 約220名

外来患者数： 321,458 （1,312人／日）

救急外来患者数(時間外患者)： 14,180 （３８.7人／日）

救急車による患者数： 2,276（人） （６.2人／日）

入院患者数： 146,351人（３９９.9人／日）

在院日数： 21.03日(一般１７.25日)
病床利用率： 88.1％

（平成１９年度実績）



むつ総合病院のこれまでの取り組み(１)

研修医用の宿舎整備

む
つ
総
合
病
院

弘前大学クリニカルクラー
クシップへき地医療実習の
受け入れ

医師給与の維持

大阪市立大学附属病院

臨床研修地域保健医療

研修の受け入れ
定年退職医師のプール

メディカルクラーク配置 弘前大学との後期研修

相互協力の推進

県外医師の積極的確保



むつ総合病院のこれまでの取り組み(２)

指導医養成講座への積極参加

む
つ
総
合
病
院

研修医ワークショップの開催
（“「死」について考える”）地域連携パス

( 脳卒中、大腿骨頸部骨折、
糖尿病 )

下北救急医療研究会

開業動機などに関する
アンケート調査 下北医療研究会

下北地域リハビリテーション
広域支援センター・連絡協議会

むつ下北院内感染制御ネットワーク



病院の基本理念

「信頼」される病院になる

基本方針

１．良質な医療の提供に努める

２．満足度の高い医療に努める

３．安全・安心な医療に努める

４．挨拶と笑顔、心のこもった接遇に努める

５．健全な病院経営に努める



下北の医療を、医師にとって魅力のあるものにしていくために、

当病院に課せられたミッションは、

大変重いものがあります。

しかし、これを、逆に励みにし、

たゆまぬ努力をしていきたい・・・



医師不足問題について
・不足(足りない) → 充足(造る)

・ＧＰの養成
・専門医

・有効利用 →負担軽減
・医師でなくてもできることはどんどんスタッフに委譲する

・認定看護師 ・専門看護師……
・臨床工学士、その他技師(士)の養成

医師法改正(革命的変革)

・予防 (がん、心筋梗塞、脳血管障害) → タバコ問題
・「いのち」にもっとお金を！

国民的コンセンサスとして

予防医療政策の強化

医師確保のための将来ビジョン (私見)
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