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今の時代だからこそ、
医療者からも声を

喫煙率（16.1％）の高さは他の都府県と比べて際立
っている。
個人的に驚いたのは、野菜摂取量の少なさだ。厚
生労働省によると、47都道府県で男性は43位、女性
は37位。道内各地でこれだけおいしい野菜が生産さ
れているのに、だ。肥満者の割合が38.5％と、全国
ワースト８位なのも無関係ではないだろう。
こうやってデータを並べてみると、限られた医療
資源を食いつぶさないために出来ることは、この北
海道では、まだあるように思える。患者と深い関わ
りを持つかかりつけ医を中心に、「患者との深い信
頼関係」のもと、声を挙げてもらいたいと強く願う。

朝日新聞 北海道報道センター記者

田之畑

仁

フリーアクセスできる「国民皆保険制度」と、全
国で均てん化された医療システム。日本が世界に誇
る医療制度だが、今後の維持は容易ではない。
広大な面積を持ち、全国に先駆けて人口減少が進
む北海道では、問題はより深刻だ。二次医療圏をそ
の面積で並べると、北海道は全国上位10地域のうち
９地域を占める。人口あたりでみると全国平均の数
の医師がいるとはいえ、このような広い医療圏をカ
バーするには、並大抵ではない努力が必要なことは
想像に難くない。現場で日々奮闘されている医療関
係者に頭が下がると同時に、地域への医師派遣に尽
力されている北海道医師会をはじめとする各医師会
の活動にも敬意を表したい。
ただ、従来のアプローチでの問題解決は、もはや
不可能になりつつある。ではどうするか。この問題
を考えるとき、私はある医師の言葉を思い出す。
医師への取材ではよく「訴訟リスク」が話題にな
る。患者によかれと思って高度な医療にチャレンジ
したにもかかわらず、それが訴訟となって降りかか
ってくる。それではやりきれないという声は、現場
で何度も聞いた。だが、その医師は違っていた。
「患者さんを信じ、こちらもすべてをさらけ出す。
そうすれば信頼が生まれる。信頼さえあれば、リス
クなんて取るに足らないものになるんです」
訪問診療を中心に地域医療に取り組むその医師
は、病気だけでなく生活の細部、時にはプライバシ
ーの領域に入り込み、患者と向き合う。優しい言葉
だけではなく、時には厳しい態度で医療的助言をす
る必要がある中で、患者や家族との信頼関係の大切
さをあらためて実感しているという。
青臭い話なのかもしれない。だが、高次医療機関
での勤務経験もある医師が「リスクなど取るに足ら
なくなる」とまで言い切る「患者との信頼関係の構
築」には、聴くに値する何かがそこにあると思う。
再び北海道の現状に目を転じる。道の「北海道医
療計画」によると、道内のがんの受療率は全国平均
を上回り、特に入院は1.5倍。一方で、がん検診の
受診率は胃がん、子宮頸がん、乳がん、肺がん、大
腸がんなど、いずれも全国平均を下回る。
健診の受診率が低く、発症して入院する人が多い
のは、脳血管疾患や心血管疾患、糖尿病でも同じ。
喫煙率も都道府県で最多（34.6％）で、特に女性の

最後に、今、医療を語るうえでどうしても避けて
通れない問題に触れなければならない。「旧優生保
護法」による強制不妊手術の問題である。
現在の観点で見れば明らかな人権侵害と思われる
法律だが、1948年当時は一定の支持を得て、国会で
正当な手続きを経て成立。1996年まで存在していた。
そんな状況の下で起きた出来事の責任を、手術を行
った医師や、手術に駆り立てた行政や家族だけに押
しつけるのは、確かにフェアではない。
現代の我々に求められるのは、この時代に何が起
き、当時の人々がどう考えていたのか、それをでき
る限り正確に把握することだ。そのうえで、これか
らどうすべきかを考えていかなければならない。
その観点で、ずっと気になっていることがある。
この問題に関連し、医療者からの声がほとんど聞こ
えてこないことだ。
強制不妊手術はどんな考えのもと、どのように行
われたのか。事実の検証に医師の証言は重要だ。だ
が、医師の団体などが独自調査を行ったり、公式な
コメントを出したりしたケースは見当たらない。
患者の命を預かり、場合によっては体に人為的に
傷を付けることが認められている、唯一の職業であ
る医師。だからこそ医療は社会に信頼され、規範な
どを共有することが求められる。
当時の証言だけでなく、今、どう考えているのか
ということも含め、医師にはこの問題について声を
挙げてほしい。特に北海道は、現時点で全国最多の
手術実施件数が確認されている。この謎を解くにも
やはり、医師の証言は欠かせない。
この問題は、マスコミも無縁ではない。朝日新聞
も、旧優生保護法に人権上の問題があるという指摘
は、1990年代になるまでほとんどしてこなかった事
実がある。
自戒も込めて。自分たちの社会を考える医師の声
を、私たちは待っている。

プロフィール 1969年生まれ。1998年朝日新聞社入社。東京本社科学医療部、大阪本社科学医療部、デジタル編集部、医療サ
イト「アピタル」編集部などを経て、2018年４月から北海道報道センター記者。初めて住むことになった北海道は、見るもの
聞くものすべてが新鮮。常に驚きを忘れず、取材を続けたい。
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地域医療充実は医療機関
の連携と住民の「覚悟」も

によると、市町村の首長や地域からは総合診療医の
要望が多い。そこで、地域の医師不足と医師偏在の
解決のためには①総合医・家庭医を増やす②医師を
確保するために、医師として成長を支援できる生涯
研修プログラムや研修医の学びを支えること―が重
要であるとあった。特に２番目の項目は、医療現場
だけではなく、地域全体で取り組まなければいけな
い課題だと感じられた。
現在、どの業界でも「連携」がキーワードになっ
ている。新聞業界も同じで、紙面の内容ではライバ
ルであっても、そのほかの分野では連携を図り、情
報交換も行われている。
大都市のように研究施設が整っていない地方にお
いては、医療機関や医師などの「連携」が必要不可
欠だ。高速通信網が網の目のように張り巡らされて
いることから、ネットなどを利用して、医療情報を
交換することも可能だ。
また、地域住民との「連携」も大事。例えば住民
向けに実施されている医療講演会や相談会。手間も
暇もかかるが、医療機関と住民が接点を持つ有効な
手段である。また、先述の「赤ひげ先生」は、町の
各種委員会や審議会などのメンバーを引き受け、町
民との交流を大切にした。こうした姿も、お互いに
信頼される存在になる。
４．人材確保
人手不足感が全業種で広がっている。弊社では、
児童、生徒、学生が職業体験を行うインターシップ
事業をできるだけ受け入れるようにしている。新聞
離れが進む中、インターンシップは子供たちに新聞
を知ってもらうチャンスである。新聞に少しでも興
味を示してくれればしめたものだ。
北海道医師会では、道や市町村と連携して「地域
医療を担う青少年育成事業」を展開している。成果
が出るまでには時間がかかる地道な取り組みだが、
有効な手段であることに間違いない。
また、女性医師も増えてきた。また、シニアの活
用もクローズアップされている。こうしたさまざま
な取り組みを通じて、医師の確保に努めることは重
要であると思う。
５．最後に
JR北海道は、単独では維持できない地方路線を
公表し、沿線自治体、住民とともに存続に向けて模
索をしている。その際、残すためには住民の「覚悟」
が必要だと言われている。住民も身を切ることをし
なければいけないということだ。地方の医療も同じ。
住民側にも医療体制を確保するための「覚悟」が必
要だと思う。
今後も北海道医報を通じて北海道医師会の情報が
もたらされ、地方の医療がいっそう充実することを
期待したい。

釧路新聞社
代表取締役社長

星

匠

１．はじめに
道内で、がん全体の死亡率は、釧路の女性が１位
だった。これは北海道がんセンターと道が、2014年
にがんと診断されたり、亡くなった患者をまとめた
報告書「北海道のがん登録状況」の中で公表した。
がんの罹患率は、釧路の男性が４位、女性が５位
だった。釧路は、罹患率も死亡率も高い。その一方
で、人口や医療機関が集中し、公共交通機関が発達
している札幌は、罹患率は高いものの、死亡率はそ
れほど高くない。札幌は一般的に、検診を受けやす
いことから早期発見がしやすく、それに加えて治療
を受けやすい環境にあることが死亡率に関係すると
言われている。
札幌など道央圏に医師が集中し、地方は医師確保
に関係者が奔走している。広い面積を持つ北海道に
あっても、等しく医療を受けられる体制が必要では
ないだろうか。
２．かかりつけ医
駆け出しの記者だった20年以上前、釧路管内の町
村を担当したことがあった。公立病院を維持するた
めに多くの予算が計上され、首長が医師派遣先の大
学を回っている姿に少なからず驚いた。医師の確保
が首長の大きな仕事だった。
町村の診療所で「赤ひげ先生」を取材したことが
あった。カルテに一応目を通すが、患者と接する姿
を見ていると、頭の中に一人一人の細かい病歴が入
っているようで、すばやく的確な処置を行う。しか
も、診療科目にかかわらない総合診療医で、町民、
行政からの信頼は厚く、地域医療を支えていた。
現在、
「かかりつけ医」が推奨されている。これ
は大事なことだ。私も自宅近くに「かかりつけ医」
があり、
少し調子が悪いと診断してもらう。何より、
話しやすく、
安心感がある。ただ、釧路管内でも、
「か
かりつけ医」となる開業医が少なくなったように感
じられるのが少々気にかかる。
３．医師の確保
「北海道医報」のバックナンバーを読んだ。2016
年調べで、北海道では医師数１万２千人、北海道医
師会会員8,370人、そのうち日本医師会会員は5,890
人で、北海道の特徴は勤務医会員の割合が高く、日
本医師会入会率が低いことが指摘されていた。
また、総合診療医についても提言があった。それ

プロフィール 1960（昭和35）年1月26日、釧路市生まれ。1978（同53）年、
釧路湖陵高校卒、
日本国有鉄道入社。1987（同62）年、
日本国有鉄道退職、JTB入社（釧路支店）。1992（平成4）年、JTB退職、釧路新聞社入社。標茶支局長、整理製作局整理部長、
取締役社長室長、常務取締役などを経て2016（同28）年11月1日から現職。
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命をかけたメッセージを
伝えるために

いには「全て了解いただきました。大丈夫です」と
メールをいただき「早い！」と驚いたものです。加
えて、撮影取材以外にも私へのアドバイス、医療的
知識などの情報提供などにも積極的に応じてくださ
いました。お会いするアポイントをとると、たいて
い指定されるのは夜の７時や８時。１日の診察やカ
ンファレンスなどを終えたあとなのでしょう。病院
を訪ねると、正面玄関も施錠されていて、受付も真
っ暗…慣れない私は少々ドキドキしながらも、たど
りついた診察室も真っ暗。その先生がいらっしゃる
診察室のみ灯りがついていました。「遅くにすみま
せんね」と笑顔の先生。こちらこそ、お疲れなのに
申し訳ない…と思いながら、ふと思いました。なぜ、
そこまで熱心にしてくださるのだろう？ そして、
ハッとさせられました。まぎれもなく患者さんの思
いを汲んでいるからなのだと。余命わずかと宣告さ
れている命を削りながらテレビの取材に応じている
患者さん。自分ががんに罹ったことを通じて感じた
社会の課題を解決したい、同じがん患者さんに少し
でも助けになりたい、“命をかけたメッセージ”を
感じ、共鳴したからなのでしょう。だから、同じく
患者さんのメッセンジャーになろうとしている目の
前の記者にも力を貸すことが自身の役割だと向き合
ってくださったのでしょう。
おかげさまで、患者さんと医師の診察の場面や医
師のインタビュー取材ができた場合の番組の反響は
その分大きくなりました。がんという国民病がテー
マというのもあって、放送後は多くの視聴者からご
意見をいただき、また次の取材の視点がみつかり、
取材を続けていくことができました。
がんについて申し上げますと、近年は、北海道で
はがん罹患率、死亡者数を減らすべく、がん患者さ
んをはじめとして、北海道医師会のみなさまら医療
関係者、行政、地方議員、民間企業、そしてわれわ
れメディアが一体となったがん対策への機運が高ま
りつつあります。違う業界がいくつも連携していく
ことは容易ではないかもしれません。しかし、当時
の私の経験を振り返ると、すでに現場レベルで、業
界を超えて一体となった取り組みは始まっていたの
だと思います。自身の立場でできることは何なの
か。そして協力し合ってできることはどんなことな
のか。この機会に改めて共に考え、形にできる一歩
になればと感じております。

STV 札幌テレビ放送
報道局報道部

勝嶌

早苗

このたびは北海道医報1200号の発行、誠におめで
とうございます。記念の貴重な機会に僭越ではござ
いますが、これまでの経験から少し書かせていたた
だきたいと思います。
私はテレビ報道の現場に身を置いて20年近くが経
とうとしていて、さまざまな“現場”へ取材に行か
せていただきました。その中で、取材に至るまでの
ハードルをいくつも超えなければならないところを
１つ挙げて、
と言われたならば…申し訳ありません、
医療界を挙げると思います。当然のことですが患者
さんを取材しようとする場合、個人情報の塊です。
また患者の取材が可能になったとしても、病院内を
気軽に撮影することはできませんし、仮に撮影しな
くても、大きなカメラを持って病院を歩くと、他の
患者さんは気になるかもしれません。ハードルが高
くなるのも無理はありません。
そんな中、数年前のことですが、私はがん患者さ
んの取材を続けた時期がありました。１人のがん患
者さんとの出会いをきっかけに始まったのですが、
その方は働き盛り世代・子育て世代だったことから、
治療費の工面を理由に生活が一変したことを知り、
がんについて、特に治療費についてテーマを絞った
取材活動をしていました。
印象深いのは、何人かの働き盛り世代のがん患者
さんたちを取材させていただいた際、担当していた
医師のみなさんがとても取材に協力的だったことで
す。
テレビのニュース取材の場合、治療中の患者さん
の取材では、彼ら彼女らの命を見守り続ける医師の
取材は欠かすことができません。特に、診察の様子、
やりとりなどの撮影ができるとできないとでは大き
く変わってきます。その“現場”をありのままに克
明に伝えることで、より強く視聴者に訴えかけるこ
とができるからです。
先に書きましたように、病院取材のハードルは高
いからご理解いただけるかな…と不安を抱きつつ、
担当医師に取材依頼をすると、ほぼご快諾していた
だきました。診察室へカメラを入れるにあたり、看
護師さんらスタッフへの理解なども医師にお願いす
ることになりますが、そのような面倒事についても、
ご多忙にも関わらず迅速に周知くださり、翌日くら

プロフィール
1999年札幌テレビ放送入社。報道部に配属後、2009年に営業局に異動のち、2011年より再び報道部在籍。
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格差のない『網の目』の
細かな医療を

れます。当然、国や道の指導のもとで郡部にも一定
以上の医療提供体制が維持されることが期待されま
すが、帯広周辺と町村で享受できる医療やケアに格
差が生まれることも懸念されます。具体的に言えば、
「帯広では従来型の医療に加え在宅医療や介護など
を選択できるが、郡部では医療機関が限られ、自動
車の運転などができなくなった高齢者が医療・介護
を受けるのにも苦労する」という状況です。
十勝では昨年から、道と管内の主要医療機関で構
成する地域医療構想調整会議が本格化し、昨年９月
と11月の全体会議、その後の各部会を経て、この６
月に地域医療構想推進シート案がまとめられまし
た。団塊の世代がすべて後期高齢者（75歳以上）に
移行する2025年に向けた医療提供体制を検討する過
程で持ち上がった課題は、病床削減への懸念、病床
転換による経営の問題といった病院経営にまつわる
ものが多く、「在宅医療も組み込んで、いかに網の
目の細かな医療提供のネットワークを維持するか」
という地域全体のテーマに関する議論が不足してい
たようにも感じられます。とはいえ、2025年に向け
た議論も緒に就いたばかりで、今後は毎年、推進シ
ートの更新が行われると聞き及んでいます。今後は
医療機関で行われる議論や医療の最新動向を弊紙の
記事として少しでも多く拾い上げ、地域住民にも今
後の医療のあり方を考える機会を提供したり、在宅
医療の認知向上を図ったりしていく所存です。
日本全体で少子高齢化が加速する今後、全国の都
道府県では、人口、人材をより多く獲得するための
地域間競争が活発化すると言われています。北海道
は他の地域に負けない観光資源、十勝は国内随一の
農業資源を誇っていますが、「日本で最も医療サー
ビスが充実し、住民が健康で豊かに暮らせる地域」
というのも、今後10 ～ 20年の社会を作りあげる上
で重要なファクターになると考えられます。世界中
が情報通信で結ばれ、グローバル経済はますます拡
大する基調にありますが、北海道を「豊かな自然と
食、世界で有数の医療が受けられる地域」として発
展させることができれば、住民の満足感とともに世
界の中での存在感を高めることも可能になるかと思
います。
北海道医師会、医療関係者の皆様におかれまして
は、北海道と十勝に全国に誇れる豊かな地域社会を
作りあげるため、将来の医療を議論していただくこ
とを祈念しております。

十勝毎日新聞社
代表取締役社長

林

浩史

弊紙は十勝の読者に支えられ、2019年に創業100
周年を迎えようとしております。創業以来、「郷土
の発展とともに」を社是に掲げ、「顔の見える紙面」
と「読者本意」を編集方針の基本に据え、管内で最
大シェアの夕刊紙を発行しています。
「地域密着の
ハイパーローカル紙」を追求する私どもが地域住民
の生活基盤となる医療に願うのは「これからの100
年も網の目が細かく、患者に十分な選択肢がある最
先端医療を提供していただくこと」です。
十勝二次医療圏は日本一広大な面積をカバーする
一方、管内の医療機関は帯広市を中心に高度急性期
や救急医療体制を確立し、18町村の病院・診療所と
機能を補完し合う役割分担を築いてきました。人口
16万7,000人（５月末時点）の帯広市には、ＪＡ北
海道厚生連 帯広厚生病院、北海道社会事業協会帯
広病院といった基幹病院をはじめ、数多くの医療機
関が集中しており、この規模の町としては恵まれた
環境にあると言われています。
ただ、気がかりなのは、やはり今後の少子高齢化
による人口減少、人口構造の変化、各市町村の過疎
化です。国立社会保障・人口問題研究所が３月末に
公表した2045年までの日本の地域別将来推計人口に
よると、十勝管内の人口は27万3,725人。15年に比
べ20.3％減少する見通しです。19市町村のうち４町
で半数以上人口が減り、65歳以上の割合を示す高齢
化率は15年の28.8％から41.5％まで上昇します。３
町で高齢者が人口の半分を占める見通しです。一
方、最も減少率が低いのは帯広市で11.6％減の14万
9,749人と推計されています。この減少率は15年時
点で10万人以上の人口がある道内主要都市の中で、
札幌に次いで２番目に低いものです。
こうした予測をもとに地域住民の動きを予測する
と、町村の高齢者が医療・介護の充実した帯広へと
住まいを移し、市街地への人口集中が進むと考えら
れます。一方、町村では人口減少とともに医療も介
護も痩せ細る負のスパイラルが起きることが懸念さ

プロフィール
昭和42年６月22日、帯広市生まれ。明治大学文学部史学地理学科卒、
ボールドウィン・ウォレス大学大学院 (米国) でIMBA（国
際経営学修士）取得。平成４年に十勝毎日新聞社入社（取締役）後は、北米支局長を経て、平成６年にローレンス・ジャーナ
ル・ワールド社（米カンザス州新聞社）へ入社。上毛新聞社（群馬県）を経て、平成21年12月より現職に就き、同社各グルー
プ会社の社長なども兼任している。
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言うは易く行うは難し
根室新聞社

制度が課す９年の義務年限が、医師としてのスキル
アップ、キャリア形成に障害になるという捉え方
だ。そうした懸念があることを否定するつもりはな
いが、果たしてそうであろうか。地域医療の厳しい
部分ばかりがクローズアップされて、まるで「地域
医療の呪縛」にでもかかってしまっているのではな
いかと思ってしまうのである。
道が示している「地域枠医師の配置の考え方」に
は、義務年限の運用に当たってキャリア形成に対す
る一定の配慮がうかがえる。制度設計には北海道医
師会の意見も反映されているのではないかと推察す
るが、実際はどうなのか。
北海道が今春公表した地域医療に対する勤務医ア
ンケートの結果には、現在都市部（札幌市、旭川市
の初期臨床研修医を有する市立および公的病院）に
勤務する医師を含めて、地域での勤務経験の良かっ
た点を挙げる医師は決して少なくないことが分か
る。
具体的な集計結果は割愛するが、幅広い症例経験、
患者や住民から必要とされる充実感、診療に対する
裁量（任される部分が多い）などを良かった点に挙
げている。給与の良さを挙げる人も１割程度いる。
それらを含めて地域に勤務する魅力を発信し、「地
域に勤務する」ことに対する理解を醸成していくこ
とも、医師会ならびに「医報」に期待するところで
ある。
他方、前出の勤務医アンケートは、地域に勤務す
る条件として「家族の同意」や「単身赴任への配慮」
「交通の便が良い」「交代できる医師がいる」
「医師
の勤務環境改善と、地域の理解」などが挙がる。地
域には、医師が希望する働きやすさ、暮らしやすさ、
疲弊防止対策にさらなる取り組みが求められる。
蝦夷地と呼ばれていた北の大地が「北海道」と命
名されて150年。道内では記念事業や主旨に賛同す
る企業団体などによるパートナー事業が盛んに展開
されている。
北海道最古の病院は、市立函館病院とされる。万
延元（1860）年に設立された「箱館医学所」にその
源を発していることが同病院沿革にある。北海道の
150年は、進取の気概に満ちた先達が北海道に近代
医療の礎を築き、北海道の発展を支えてきた150年
でもあろう。北海道の医療を支える北海道医師会が
描く北海道の未来ノートはどんなだろうか。
「その先の、道へ。北海道」は「北海道の医療」
にも通じる。誌齢1200号に達した「北海道医報」が、
道民の命と健康を守る北海道の医療人を触発し続け
る知の砦として発展されることを祈念したい。

編集局長

桐澤

国男

まちなかの一角（北海道根室振興局保健環境部保
健行政室＝根室保健所）に「官立根室病院跡」とい
う標柱が立っている。根室で最初の病院がこの地か
ら始まったことを記している。
《明治２年（1869年）に旧松前藩官舎を利用して
医員仮事務所とし、明治５年に官立根室病院となり
同８年にこの場所に新築。択捉島から釧路まで９ヵ
所の病院をまとめる近代的な病院だった》ことを伝
えている。
開拓使根室出張所が設置された明治２年10月、開
拓判官に任ぜられた松本十郎は、役人や移民など約
130人を率いて根室に赴く。大学東校（東京大学医
学部前身の一つ）より林洞斎医師らを帯同したのが、
そもそもの始まり。多くの医員によって根室の医療
が発展してきた歴史をたどれば、根室における近代
医療の夜明け、
と表現するのも的外れではあるまい。
松本判官が直ちに手掛けたのは牢（監獄）や病院、
教育所などの整備。医療は開拓行政において欠くこ
とのできないものであった。歴史に習うまでもなく、
「医」は国づくり、まちづくりの根幹である。医報
誌上では釈迦に説法であるが、憲法が保障する健康
で文化的な最低限度の生活を営むために、
「医」は
紛れもなく極めて重要な役割を担っている。
翻って地域の現状はどうか。身近な根室地方で見
ると、人口10万人当たりの医師数は102.7人。全道
（238.3人）
、全国（240.1人）の半分に満たない。日
高（99.3人）
、宗谷（86.7人）は100人をも割り込ん
でいる＝いずれも厚生労働省 平成28年調査による
＝のが実態である。
地域にとっての医師確保は、そこに人々の暮らし
がある限り、永遠に向き合っていかなければならな
い最優先課題である。特に自治体病院は、とって代
わる医療機関がなければ、住民ニーズに応えていか
なければならない宿命にある。
自治体の財政力に応じた、身の丈に合った病院経
営が求められる時代ではあるが、住民が求める医療
体制との間には乖離がある。そこを埋めて病院・医
師と住民が共に地域の未来を描ける医療体制とはい
かにあるべきか、真剣に議論し、構築する必要があ
る。言うは易く行うは難し、は承知の上。
最近「地域医療」というキーワードで気になるニ
ュースがあった。北海道医師養成確保修学資金貸付

プロフィール
1979年根室新聞社入社。報道部記者。2015年編集局長。根室市公民館運営審議会委員、
根室市図書館協議会会長など歴任。現在、
根室市民大学運営委員、根室市総合文化会館事業協会事務局長、
根室市史編纂委員会委員。根室高等学校卒。根室市出身。57歳。
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医療機関は地域社会の要

函館新聞社

るクリニックが減少すれば、総合病院の負担が増し、
本来の使命であるべき二次医療や高度医療に注ぐ力
が減衰されます。逆に総合病院が何らかの理由で撤
退してしまったら、地域医療の総合的な品質を保つ
ことが難しくなるはずです。対策は医療、保健、福
祉分野を網羅したものでなければ、本当の効果を発
揮できないのではないかと思います。
公的病院はともかく、民間病院は採算という経済
的な要因を無視することはできませんが、医療機関
は地域で暮らす住民（患者）にとって、極めて公共
的な存在で、生活していく上で不可欠な社会インフ
ラです。人口が右肩上がりで、現場で働くスタッフ
の卵（学生）が潤沢に確保できた時代とは異なる戦
略を、今のうちに構築しなければ、20年後、30年後
に地方で暮らすのは難しくなるのではないか－そん
な心配をしているのは私だけでしょうか？
都市部ではなく町村部に目をやると、さらに深刻
な状況が見えてきます。現在でさえ、「医療過疎」
が大きな課題となっています。町村部は、特に北海
道ではほぼ全域が「過疎地域」に陥ります。将来的
に過疎の医療をどのように支えていくのか－極めて
難しい問題ですが、この解決なくして地域は成り立
ちません。
生まれ育った地域で暮らしていくためには、医療
サービスの確保が不可欠です。その道筋を描くのは、
行政だけの仕事ではありません。専門家である医療
従事者のビジョンがそこに生かされなければ、非現
実的で上滑りした対策に終始してしまいます。患者
（＝住民）の声を集約して、行政や政治などと厳し
い時代を乗り越える対策を考えていく上で、医師会
など医療関係の団体は多くの役割を担っていると感
じます。
少ない労働人口で、大量の高齢者を支えていかな
ければならない社会を、我々は経験したことがあり
ません。社会のあらゆる分野がこれから構造改革を
進めていかなければならないのですが、24時間365
日、途切れることなくサービスを提供し続けなけれ
ばならない医療分野は、最優先で新たな時代の「絵」
を描かねばならないでしょう。人口減の社会にあっ
ても、北海道が住みよい地域であり続けるよう、医
療に従事する全ての方々の英知に期待します。

取締役編集局長

高久

佳也

人口規模で道内３番目の都市・函館市は近年、
１年に約3,000人のペースで人口が減っています。
2017年の段階では26万人を超す人口を抱えていまし
たが、将来推計をみると、20年後の2040年には17.5
万人、2060年には11万人まで減るとの試算がありま
す。少子高齢化は「一発逆転」で急激に改善するこ
とはありませんので、この衝撃的で深刻な推計を頭
に入れながら、未来のマチづくりを考えていかねば
なりません。これは医療・保健分野も例外ではあり
得ません。
人口減少社会で懸念される要素のひとつが、労働
力の不足です。少子と同時に高齢化も進行しますの
で、15 ～ 65歳までの生産年齢人口も当然減ります。
観光を主産業とする函館市では、ホテルや飲食店な
どのサービス業で働くマンパワーが足りていませ
ん。ハローワークの有効求人倍率をみると、約２倍
という数字を行き来しており、求人の半数くらいし
か人手を確保できない状況にあります。
医療機関でも専門職の確保が大変だという話をよ
く聞きます。介護施設では恒常的な人員不足で業務
に支障をきたしたとの事例も耳に入ってきます。医
療、介護の分野は、専門的な知識と資格が必要です
ので、計画的に人材を育てていかないと、10年、20
年後にはスタッフ不足で医療活動が行き詰まってし
まう可能性もあります。人材活用に関して、あらゆ
る年代を対象に可能性を広げて対策を講じていく柔
軟性が求められるのではないでしょうか。先の求人
倍率でみると、事務職だけは0.3前後で、求職者の
７割、人数にして約1,300人が職を得られていない
状態です。一口に「人手不足」と言っても、求職と
求人のミスマッチを解消できれば、地域には労働力
を掘り起こす余力がまだあります。
ですが、人口が今の半分以下になり、医師、看護
師らのスタッフの総数も減少すると仮定した場合、
多くの人にとっての「かかりつけ医」となっている
クリニックや総合病院の医療サービスは現在の状態
を維持できるかとても心配です。日常的な診療活動、
高度医療、入院ベッド数の確保、救急医療、難病や
長期療養への対応、在宅診療体制、介護との連携－
これらは医療関係機関のネットワークの上に成り立
っていると理解しています。
「かかりつけ医」であ

プロフィール
1963年、美唄市生まれ。小樽桜陽高校、立命館大学産業社会学部卒。86年、十勝毎日新聞社入社。広尾支局長、整理部長、社
会部長などを経て、2016年から現職。
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がん対策の「六位一体」と
北海道医師会への期待

すか」「なぜ、そこに北海道医師会が参画している
のですか」。年に数回、全国からがん患者が集まり、
患者本位のがん医療や対策を考える勉強会に参加し
ています。そこで道外の患者や関係者から必ず聞か
れるのが、これらの問いです。六位一体もそうです
が、都道府県レベルの医師会が、がん患者らと一緒
になって、がんの対策に取り組んでいる姿が新鮮だ
と目に映るのかもしれません。裏を返せば、それだ
け、がん患者たちの医師会への期待が大きいという
ことではないでしょうか。
実は、六位一体でがん対策に取り組む道内の連合
体は、全道の協議会のほかに、室蘭地域に「室蘭が
んフォーラム」（16年２月発足）、道南には「函館・
道南がん対策応援フォーラム」（16年11月発足）が
あります。いずれも地域に根差した活動を展開し、
室蘭市医師会や函館市医師会、渡島医師会など地域
の医師会が中心的な役割を果たしています。これら
三つの連合体による六位一体での活動の目に見える
成果はまだこれからですが、こうした取り組みが道
内各地に広がってほしいと期待しています。
六位一体という考え方は、何もがん対策だけに限
らず、さまざまな医療の分野の課題解決に有効な方
策ではないでしょうか。確かに、国民の２人に１人
が一生のうちにかかるがんは、大きな問題です。だ
がほかにも解決しなければならない多くの課題に、
私たちは直面しています。地域の関係者が立場を超
え、力を合わせて協働する仕組みを、多方面でも活
用してほしいと願います。
「道民の健康と命を守る」という大きな命題は、
北の大地で働く医師が集まる北海道医師会、北海道
に根差した報道機関の北海道新聞社、そして、道内
に暮らす誰もの共通の願いにほかなりません。
最後になりましたが、機関誌「北海道医報」は取
材の参考にと、毎月拝読しています。1200号の節目
にお祝い申し上げるとともに、貴会のますますの発
展とさらなる北海道の医療と道民への貢献、今後も
がんをはじめとするさまざまな課題解決の中心とな
ってともに活動されることを、祈念いたします。

北海道新聞社
編集局 くらし報道部編集委員

岩本

進

７ 月22日、 札 幌 市 内 で「 北 海 道 が ん サ ミ ッ ト
2018」が開かれました。がん患者・家族、医療者、
行政担当者、議員、教育関係者、企業関係者らさま
ざまな立場の総勢約190人が、北海道のがん対策の
課題や解決策、対策を進めるにはそれぞれの立場で
いま何をするか、どの立場に何をしてほしいか、な
どについて話し合いました。北海道医師会からも、
長瀬清会長や伊藤利道常任理事、事務局員らが参加
し、準備から運営、そして議論に加わりました。
北海道がんサミットは今年で３回目。主催は2016
年４月に発足した「北海道がん対策『六位一体』協
議会」です。北海道のがん死亡率が他の都府県と比
べて極めて高いことから、がんに関わる道内のさま
ざまな団体や機関が連携協力し、道民一丸となった
“オール北海道”の体制で対策を推し進め、道民の
命をがんから守ることを目指す連合体です。現在、
加盟しているのは北海道医師会や北海道新聞社など
14者。会長は北海道医師会の長瀬会長です。
ところで、
「六位一体」とは何でしょうか。これ
は「ろくみいったい」と読ませる造語です。がんの
対策は、例えば、行政に任せきりにしても、医療者
だけが旗を振っても、患者だけが「こうしてほしい」
と声を上げても、１者だけではなかなか前に進める
ことはできません。当事者であるがんの患者・家族
を中心に、
診断や治療などに当たる専門職の医療者、
施策を実行する行政担当者、法律・条例や予算を決
める議員、さまざまな形で患者や対策を支える企業
関係者、それを報じるメディアの６者が一致協力し
て取り組めば、社会を変える大きな力になり得えま
す。これが、六位一体の“こころ”です＝右のイメ
ージ図参照、北海道新聞８月１日掲載＝。
ただ、六位一体は何も６者に限ることではありま
せん。子どもにがんを教える「がん教育」の重要性
が叫ばれています。教員をはじめ教育関係者にも加
わってほしい。また、がんや公衆衛生学、疫学など
の研究者にも加わってほしいと思います。七位でも
八位でもいいのです。仲間は多いに越したことはあ
りません。北海道でがんに関わるあらゆる立場の人
が一緒に、知恵を出し合い、取り組むことが大切で
はないでしょうか。
「なぜ、北海道には六位一体の連合体があるので

プロフィール 1991年北海道新聞社入社。函館報道部、
社会部、
生活部、
旭川報道部編集委員などを経て2013年から現職。長年、
医療やいのちの問題などを取材。国立がん研究センターがん情報サービス専門家パネル委員、道内４大学のがんプロフェッシ
ョナル養成プラン評価委員会委員、道移植医療推進財団総務企画委員会委員、道骨髄バンク推進協会運営委員なども務める。
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北海道の医療または
北海道医師会の活動に
望むこと

ノム医療」です。いまや３人に１人ががんで亡くな
る時代。初孫の私に惜しみない愛情を注いでくれた
祖父も、がんでこの世を去りました。がん＝「死の
宣告」のイメージでしたが、いまや、がん＝「寿命
まで一生付き合っていく病気」になりつつあると聞
き、興味を持ったのです。
血液とがん細胞から160の遺伝子を調べ、がんの
原因となっている遺伝子異常を特定し、その遺伝子
異常に対して有効な治療薬を見つけ出す「がん遺伝
子検査」。しかしご存じのとおり、遺伝子検査は決
してバラ色の検査ではありません。一つは高額過ぎ
るため、誰もが気軽に受けられるものではないとい
うこと。そして、もう一つは薬の問題です。検査を
受けて薬が見つかる確率は60％。しかし、保険適用
外や未承認の薬のため、実際に治療を行える人はわ
ずか10％程度だといいます。
厚労省は全国11の病院をがんゲノム医療中核拠点
病院に指定し、遺伝子検査を、来年４月の保険収載
を目指して、先進医療に指定しました。しかし、保
険適用の対象となるのは、希少がんや原発不明がん
など、がん患者のわずか１％にしかすぎないといい
ます。なぜなのか？ 厚労省は医療費の問題が大き
いといいます。
取材を進めていくにつれ、やりきれない気持ちに
なる場面に出くわしました。卵巣がんの18歳の女性。
体力も落ち、歩くことも話すこともままならないほ
ど衰弱していました。遺伝子検査を受け、効果が期
待できる薬が見つかりました。それは、肺がんと皮
膚がんでは認められている薬ですが、卵巣がんでは
保険は適用されず、自費診療だとしても、使うのが
難しいという特殊な薬でした。しかし、アメリカな
ら保険適用される可能性が高い薬だそうです。彼女
の入院していた病院では検討さえされず、別の病院
では会議を開いた結果、その治療はしないと結論付
けられました。最後の砦と両親が相談した私立病院
は製薬会社に掛け合い、使用許可が下りました。し
かし間に合わず、彼女はひっそりと息を引き取りま
した。担当医は、もう少し早く動くことができれば
…と悔しさを滲ませていました。最後のチャンスが
目の前にあるにも関わらず、治療することができな
い歯がゆさ。単純に、治療を断った病院や医師らを
責めることはできません。日本では何かあれば、医
師の責任、病院の責任になってしまいます。医師や
病院を守る制度がなければ、同じ思いをする患者や
家族は減りません。
北海道は、全国と比較してもがんによる死亡率が
高いのが現状です。各機関が協力をし合って、がん
と寿命まで共存できるような取り組みを率先して行
ってもらいたいと強く望んでいます。

HTB 北海道テレビ放送
アナウンサー

国井

美佐

私は月曜から金曜まで夕方６時15分から放送して
いる「イチオシ！ニュース」でキャスターを担当し
ています。番組では今年から、病気や健康に悩む方
の味方になりたいという思いから、「医療のミカタ」
というコーナーを始めました。かかりつけ医や認知
症、糖尿病など、毎回異なるテーマを設けて伝えて
います。
「認知症」について放送した回では、54年連れ添
った妻が認知症になった夫の苦悩を取材しました。
優しかった妻が、予定を忘れ、服が着られなくなり、
汚物で遊ぶようになり、自分に向かって「あんた、
誰？」と言うようになる。お子さんは遠くに住んで
いるため頻繁には来られません。夫一人では限界が
あると思うのですが、それでも誰かに頼ろうとはし
ないのです。
「本人も好きでなったわけではないし、
長い間私を支えてくれた家内ですから。どんな風に
なっても１日でも１年でも家内に長生きしてほしい
です」と話します。例え制度があっても、他人に預
けることに罪悪感を感じてしまう家族は少なくあり
ません。老老介護の末、悲しい事件に繋がらないた
めにも、もっと「一人で悩まないこと。他の人を頼
ることは恥ずかしいことではない」という考えを、
報道機関からも医師側からも広めていくことが必要
だと感じました。
今年４月から国が推し進めている「かかりつけ医」
の回では、かかりつけ医が制度化されているイギリ
スを取材しました。家の近所に何でも相談できる、
かかりつけ医を持つことは、医療機関にとっても
患者にとってもWIN－WINだと感じます。しかし、
イギリスのＮＨＳという無料の医療制度では、患者
はどんな病気でも、救急の場合を除き、かかりつけ
医の許可なく専門医を受診することはできないとい
います。そのため、骨折しても専門医の手術まで数
週間待たされることもあるそうです。あくまでこれ
は、医療費がすべて税金で賄われているイギリスだ
からこそ、国の医療費を削減するための「かかりつ
け医制度」ですが、日本でも効率化が重視される今、
イギリスと同じように「かかりつけ医」が制度化し
てしまわないよう、医師会にしっかり注視してもら
いたいと思っています。
そして、継続して取材を続けているのが「がんゲ

プロフィール 愛知県名古屋市出身。
「イチオシ！」
（月～金15時55分から）を担当。入社３年目から記者を兼務し、東日本大震
災後には被災地を取材。テレビ朝日の「テレメンタリー」でディレクターとして番組を制作。
「今私たちにできること」と題して
震災を風化させない活動を続けている。イチオシ！ MCを経て、
現在はニュースキャスターとして、
特に医療問題を積極的に取材中。
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発言する医師、改革する医師

市立病院を退職しました。鹿野医師と出会ったきっ
かけは臓器移植の取材でした。2006年、私は臓器移
植のドキュメンタリー番組の取材のため、北海道医
師会で開かれた講演会に参加しました。発表者の一
人だったのが鹿野医師でした。鹿野医師の話は、そ
れまでの臓器移植のイメージや知識を完全に覆すも
のでした。北海道は心停止後の臓器（腎）提供で全
国でも最多。一方で市立札幌病院では心肺停止で運
ばれてきた患者の生存率が世界でもトップクラスで
した。臓器提供と救急医療、この一見相反するもの
が両立しているというのです。市立札幌病院では救
急現場にＰＣＰＳ（人工心肺装置）を導入しまし
た。本来は心臓の外科手術の際に用いられるＰＣＰ
Ｓを、鹿野医師は救急の現場に取り入れました。そ
うすることで心肺停止になった患者でも脳に血液を
循環させることによって脳へのダメージを少なくす
ることができます。原疾患はそのあとしっかり治療
すればいいのです。脳外科が専門の鹿野医師ならで
はの発想でした。その一方で、どれだけ手を尽くし
ても助からない人がいます。そんな患者や家族に真
摯に向き合う鹿野医師の姿を取材で何度も目にしま
した。患者家族と向き合うことは、臓器提供とつな
がっていました。「夫は生前、臓器提供したいと話
していた」「優しい母の性格なら臓器を誰かに使っ
てほしいと思うはず」。実はそう考える家族が少な
くありません。しかし医師に相談するタイミングが
分からず、申し出たときには医学的に提供ができな
い段階に至ることも多いのです。鹿野医師や医療ス
タッフなどの懸命な救急医療と、臓器提供の選択と
いう丁寧な説明が、救急医療と臓器提供と両立させ
ている理由でした。
鹿野医師はよく私に話していました。
「医療にはキュアからケアに移る瞬間がある。助
けられないことを率直に伝え家族の決断を信じる。
僕は臓器提供をたくさんしたいわけではない。きち
んと医療者としてキュアもケアも向き合った結果、
臓器提供を選択する家族が多い」
２人の医師に共通していたのは、社会に開かれて
いたことです。医師が病気の治療や最新の医療技術
に向き合うのは最もなことです。しかし医療をめぐ
る現状を変えようとするとき、そのチカラは社会に
向かって開かれなければなりません。これまでの取
材であんなに発言する医師を見たことはありません
でした。これまでの取材であんなに強い意志で常識
を打ち破る医師と会ったことはありませんでした。
そんな医師を応援し、光を当てる報道がこれからの
時代さらに必要なのかもしれません。

HBC 北海道放送
報道局報道部

山崎

裕侍

忘れえぬ２人の医師がいます。
一人は村上智彦医師。2007年に夕張市立診療所の
所長となり、財政破綻した夕張の医療を立て直そう
としました。マスコミに取り上げられることも多か
った医師です。白血病を患い、去年亡くなりました。
夕張は日本の地域医療が抱える問題の縮図でし
た。住民は都市部の大病院にかかり、地元の診療所
に通う人はあまりいない。一方で軽症にもかかわら
ず時間外に受診する“コンビニ受診”が繰り返され、
救急車をタクシー代わりに使うケースが絶えない。
地域の医師は過重労働となり、倒れる寸前にもかか
わらず、行政も議会も問題には目をつむったまま。
住民は「医師は寝ないで診るのは当たり前」とうそ
ぶきながら、自らは健康に気を使わずたばこや酒を
やめようともしない。これまで地方に医師を派遣し
ていた大学の医局の力は落ち、
「地域医療はこき使
われて大変」というイメージが広がることで、研修
医は待遇の良い都会の民間病院を研修先に選ぶ。ま
さに悪循環です。
村上医師が取り組んだのは予防医療でした。自分
の健康は自分の問題として、薬ばかりに頼らず、食
生活を見直し、運動を心がける。患者に諭すように
診察するとともに、行政や医療スタッフにもその取
り組みを求めました。財政破綻する前のような医療
水準の維持を求める議員に対しては「このままの意
識では第二の破綻を迎える」と舌鋒鋭く訴えました。
どん底だった夕張の医療の改革に取り組んだ結果、
医療スタッフや住民の意識が大きく変わり、市の医
療費も大幅に減りました。診療所には夕張の医療を
学びたいと全国から医師が集まりました。
休みもとらず、自らの生活も犠牲にしながら医療
に人生を捧げる医師の象徴である「赤ひげ先生」。
しかし現実の医師たちは口をそろえて言います。
「赤
ひげ先生にはなれない」
「赤ひげ先生の時代は終わ
った」と。悲鳴をあげる医療現場、あるいは一人で
懸命に地域医療を支える医師の姿はこれまでもたび
たび報道されていました。私は村上医師への取材に
よって、医療は制度や技術だけではなく、意識の問
題だと目を見開かされました。
二人目は鹿野恒医師。市立札幌病院救命救急セン
ターの医師で、その後、新たな地での活躍を目指し、

プロフィール 1971年生まれ。日本大学文理学部出身。2006年HBCに中途入社。医療・福祉を中心に取材し、ドキュメンタ
リー番組も制作。主なものに『命をつなぐ～臓器移植法10年・救急医療の現場から～』2007年（第49回科学技術映像祭内閣総
理大臣賞）、
『赤ひげよ、さらば。～地域医療“再生”と“崩壊”の現場から～』2009年（第５回日本放送文化大賞グランプリ）。
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北海道でがんで亡くなる人を減らす
ためにローカルテレビ局が
できること

であることを周囲に明らかにして、病と向き合いな
がら生き生きと暮らす患者はけっして珍しくなくな
った。こうした時代の変化を受けながら、北海道ロ
ーカルのニュースでどうがんについて伝えていくべ
きなのか？
特集では、がんの早期発見につながる検査の重要
性、そして最新の検査方法などを紹介、また部位別
の最新の治療法だけでなく、治療と仕事をどう両立
させるか、「心の痛み」とどう向き合うのかなど、
がん患者の悩みにもスポットを当ててきた。さらに
は今、大きな課題となっている受動喫煙の問題にも
切り込んだ。喫煙率が高い北海道にとっては喫緊の
課題であり、がんの防止という観点でも強い関心を
もっている。
さて、ここでテレビ局の取材が一般的にどのよう
な流れで進んでいくのか説明したい。まずは担当す
る記者やディレクターが放送を予定している特集の
テーマに沿ってその分野に詳しい医師などに電話連
絡させていただき、対応していただけることになれ
ば取材の打ち合わせ。診察や検査の様子など、どの
ような映像を撮影させていただけるのか、またイン
タビューで聞きたい内容など固めていく。また資料
の提供や、取材可能な患者の紹介をお願いする場合
もある。そして、実際の取材。診察や検査の様子、
紹介したい機器の様子などをカメラで撮影してい
く。また医師をはじめ、テーマに沿った関係者の方、
あるいは患者にインタビューをし、その様子を収録
していく。取材は通常、記者ないしはディレクター
一人とカメラマン、音声や照明などを担当するカメ
ラ助手の３人で行う。これにキャスターが加わると
プラス１人となるが、松本キャスターの場合、ディ
レクターの役割を兼任しているため３人のまま。取
材時間はケースバイケースだが、一定程度の時間を
割いていただく必要がある。撮影した映像やインタ
ビューを編集して特集ニュースを制作していくが、
撮影時間の長さに比べて、実際に使用される映像の
長さが短いことがほとんどだ。いろいろと協力した
のにこれしか放送されないのかと思われる方もいら
っしゃると思うが、限られた放送時間内で分かりや
すく伝えるべく、さまざまな要素を吟味して検討し
た結果なので何卒、ご容赦願いたい。
さて、災害を無くすことはできないが、小さくす
ることはできるという「減災」の考え方が今は一般
的になっている。行政、専門家、メディアが三位一
体となり、この「減災」に取り組んでいるが、がん
について北海道では更に強力な六位一体での取り組
みが進んでいる。その推進のために、医療関係者や
行政担当者に情報提供や取材への協力を引き続きお
願いしたい。

UHB 北海道文化放送
報道スポーツ局報道情報部付 部長

向田

陽一（解説委員）

ＵＨＢ北海道文化放送では、月曜から金曜日の午
後３時50分～午後７時まで放送している『みんなの
テレビ』で月に１回、がんについての特集を放送し
ている。北海道新聞の「がんを防ごうキャンペーン」
と連動した特集で、2016年４月から放送を始め現在、
３年目に入った。担当しているのは医療キャスター
の松本裕子キャスター（フリー）。
松本キャスターは９年前、ニュースキャスター時
代に母親が卵巣がんになったことをきっかけに、が
んに関する取材・啓発活動を始めた。自らの経験か
ら、
「患者とその家族」の視点・気持ちに寄り添っ
た報道を心がけている。またインターネットをはじ
め、医療に関する情報が溢れる中、「何が正しくて、
何が間違っているのか？」
。道民と医療をつなぐ架
け橋として、科学的根拠に基づいた正しい情報を分
かりやすく発信しようと取り組んでいる。
がんを防ごうの特集では、企画の立案、取材先の
選定、取材依頼、そして取材、原稿の作成とVTR
編集、そしてキャスターとしてスタジオに出演し伝
えるということをひとりで担って毎月、放送してい
る。キャンペーンの目的は「１人でもがんで亡くな
る人を減らす！全国で３番目に高い北海道のがん
死亡率を下げる」こと、そして「がんと共に生き
る」ためにどうしたらよいのか、視聴者と共に考
えていくこと。これまでの放送の内容については
UHBのホームページ（https://uhb.jp/program/
ganwofusego/）に掲載し、放送の後でも視聴者が
情報を確認できるようにしている。このキャンペー
ンを続けるにあたり、医師をはじめとした多くの医
療関係者に取材へのご理解とご協力を頂き、感謝申
し上げる。
ＵＨＢでは2001年、食道がんで亡くなったある男
性患者を、11 ヵ月に渡って取材したドキュメンタ
リー番組を放送した。がんであることを公表し、自
分らしく生きようとした男性患者の姿は、多くの共
感を呼んだ。患者本人へのがんの告知が一般化しつ
つあった時代。ただし、まだまだ「がん」イコール
「死」というイメージがつきまとっていた。それか
ら17年、医学、医療の進歩でがんの生存率が上昇、
かつてのイメージは大きく変わり、
「がん」イコー
ル「死」ではなくなり、あの男性患者のようにがん

プロフィール
ワインの町として知られる十勝管内池田町出身。1990年北海道文化放送入社。報道部配属。函館駐在記者。uhbスーパーニュ
ースキャスター、ニュース編集長、報道部長。趣味は登山、家族、妻と愛犬。
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災害時における
医療情報の活用
毎日新聞社
北海道支社

要性を感じない」と話す人ばかりで、台帳を受け取
っても、個別の避難計画を立てたり、日々の安否確
認に利用するなど自主防災組織などが活用できてい
る例はわずかでした。
しかし、高齢者や身体障害など、外形的な特徴か
ら判断がある程度可能なハンディキャップであれば
まだしも、精神疾患を持つ患者さんなどを「ご近所
付き合い」で把握することは簡単ではないでしょう
し、把握できても適切な避難計画や対応につなげて
いくというのは、医療知識や患者さん本人について
の深い理解が求められることと思います。また、札
幌市のような都市圏では「ご近所付き合い」でお互
いの状況を把握することがより困難になります。そ
こで、医療機関が地域や行政と連携し、災害時の対
応についての啓発・情報提供や、必要に応じて患者
さん本人やその家族など周囲の人への避難態勢の確
認といった形でフォローしていければ、被害をより
減らすことができるのではないかと考えています。
無論、どのような医療的処置を受けているか、どの
ような病状かなどは個人情報の最たるものゆえ活用
もしづらく、全員の情報を正しく台帳に掲載するの
は不可能ですが、患者さん本人が台帳への情報提供
を拒否したとしても、担当のケースワーカーがいれ
ば医療情報の共有をスムーズに行えるようにした
り、付き添いの家族がいるならば、患者さん本人も
交えて災害時の対応について考えを促したりするだ
けでも啓発になりうると思います。
今回は岡山県や広島県が被害を受けましたが、北
海道も対岸の火事というわけではありません。道内
では２年前、豪雨によって南富良野町の空知川が２
ヵ所で決壊し、189戸が浸水するなどの被害があり
ましたし、札幌市のハザードマップを見ても石狩川
が氾濫すれば多くの場所に浸水被害が及ぶと想定さ
れています。地震も含めてこの10年、多くの災害が
国内の多種多様な場所で発生していますが、現場で
の取材を通じて「どこへ、どのように、どの段階で
避難するか」というのは、誰もが考えなくてはなら
ないと痛感しています。今後、道内で災害があった
場合に命を落としたり、困ったりする患者さんや高
齢者を減らすためにも、道医師会の先生方とも、何
ができるか共に考えていければと願っています。

北海道報道部

源馬のぞみ
このたびは北海道医報が記念すべき1200号を迎え
るとのこと、大変おめでとうございます。医師の先
生方をはじめ、道医師会に関わるすべての方々のた
ゆまぬご尽力があってこそ、このように長い歴史を
重ねられたことと拝察いたします。今後のご活動が
ますます栄えあるものとなりますよう、お祈り申し
上げます。
さて、道医師会が精力的に取り組まれていたメデ
ィカルウイングを取材したことが縁となり、光栄に
も寄稿させていただけるということで、災害時に医
療情報がどのような役割を果たせるかということに
ついて、稚拙ながら綴ってみたいと思います。
現在、私は警察・司法記者として、道内の事件取
材や裁判取材を担当しておりますが、７月上旬に西
日本を襲った豪雨を受けて、土地の４分の１が水没
した岡山県倉敷市真備町に派遣され、７月末から８
月上旬まで取材活動を行いました。その際に出会っ
た自治体職員の女性が「
（災害時）要援護者台帳と
いうものを作っていたが、意味をなさなかった」と
無念そうに話してくださったことがきっかけで、台
帳について調べるようになりました。
災害時要援護者台帳とは、
「65歳以上の高齢者」
「要介護３以上」
「身体／知的／精神障害者」「難病
の患者」など、地震など災害が起こった際に素早く
避難することが困難な人の住所や名前、生年月日や
ハンディキャップの内容を記したものです。該当す
る住民が情報提供に同意すると自治体が台帳に掲載
し、警察や消防、民生委員や主に町内会を単位とす
る自主防災組織などが受け取って情報を共有し、災
害時の避難などの支援態勢を整備することを目的と
していますが、報道でも伝えられているように、今
回の豪雨では多くの高齢者が逃げ遅れて亡くなりま
した。現場で取材していると、亡くなった人につい
て「あの人は足が悪かった」という話も聞くことが
あり、ハンディキャップを持つ人をどう支援するか
はいまだ課題として残ります。
真備町内で台帳の利用実態を探ると「自分は高齢
だが、まだ大丈夫」あるいは「病気や障害を知られ
たくない」などの理由で情報提供を拒否する住民も
いることから、
「ご近所付き合いで把握できる情報
の方が信頼できるもので、わざわざ台帳をもらう必

プロフィール
1994年生まれ、東京都出身。2017年４月に毎日新聞社に入社。北海道報道部で警察・司法取材を担当。ほかに関心を持ってい
ることは、精神医療、生活困窮者を対象とする福祉施策、労働問題など。
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「地域で進める『六位一体』での
がん対策」の大切さ
室蘭民報社

また、「室蘭がんフォーラム」の特長的な活動の
一つが「会合後の懇親会」だ。がん教育を充実させ
るため、受動喫煙防止ポスターの原案は子どもたち
から募集するべき―となったのは、この懇親会から
だ。「ただの飲み会」ではなく、「忌憚のない意見交
換ができる場」として重宝されている。
活動３年目に入った本年度は、受動喫煙防止対策
を進めるための共通認識を図り、具体的な方策を考
えるきっかけづくりに―と、「室蘭禁煙フォーラム
（仮称）」の開催も予定している。室蘭市内小中学生
対象「たばこの害のないまちづくり・ポスターコン
クール」も、懇親会で話題となった案で実施した。
今後も「がん」を発信する活動を続ける事で、地
域の医療資源を生かしたまちづくりや検診の受診率
向上など、がんに対する理解の浸透を図り、「がん
と共存できる社会」の構築も進める考えだ。
一方、道外の医療機関では、このほど、コンピュ
ーター断層撮影装置（ＣＴ）での画像診断による「が
んの見落とし」が明らかになった。担当医が検査画
像の中で、患者の主症状に関連する部分にしか、注
意を払っていなかったことが原因だ―という。
しかし、放射線診断専門医と「連携」して、よく
見ていれば、もっと早い段階でがんを発見できたか
もしれない。進歩した診断技術が有効に活用されな
い状況は、到底納得できず、極めて残念な状態だ。
医療技術の進歩に伴い、医師が扱う情報量も大幅
に増えている。高度医療の現場では、専門領域の細
分化も進んでいる。だからこそ、診療科を超えて情
報を共有するなど、病院内といった「狭い範囲での
連携」が進めば、ミスも無くなり、診療技術の向上
などにもつながるのでは。対岸の火事と思わず、各
医療機関が再発防止に取り組む事も重要だ。
その一方で、
「がん」に関して、地域内といった「広
い範囲での連携」が進めば、早期発見・早期治療の
重要性もより一層PRでき、結果的には、５年・10
年生存率の向上にもつながるのではなかろうか。
命を預かる医師の責任、住民の健康寿命を延ばす
ための施策、がん患者団体の前向きな活動…など、
それぞれの立場の動きを報道機関は逐一、報道する。
少なくとも、室蘭（西胆振医療圏）では、そのよう
な体制になっている。
「がん」に関する連携の強まりと深まり。「室蘭が
んフォーラム」を発足から見つめてきた記者の一人
として、その活動内容に確かな手応えも感じられる。
と同時に、「道内の他地域にも、室蘭の活動を参
考にしてもらえれば」とも率直に思う。だからこそ、
北海道医師会には、「『六位一体』でがん対策に取り
組む」とする考えを、全道にさらに普及させる―と
いった役割も期待したい。

編集局報道部

松岡

秀宜

「
『がん』は二人に一人がかかる時代」を迎え、
「三
人に一人が『がん』で死ぬ時代」となった。インタ
ーネットで「がん」と検索すると、治療法の解説に
早期発見の重要性、患者団体の活動、そして、残さ
れた時間を有意義に過ごす大切さ…など、硬軟問わ
ず、さまざまな情報が見つかる。
道内の「がん死亡率」は上昇の一途をたどる中、
道では「北海道がん対策推進計画」で、2018年度か
ら向こう５年間で「がん死亡率を全国の平均値まで
下げる」ことを掲げている。第１期、第２期計画で
は未達成。それだけに、目標達成への道のりは長い。
だからこそ、原点に立ち返り、立場を越えた「連携」
を図っていくことも重要ではないだろうか。
室蘭では「
『オール室蘭』＆『六位一体』」の態勢で、
がん対策への取り組みを進めるため、2016年２月に
「室蘭がんフォーラム」が発足した（現会長は野尻
秀一室蘭市医師会長）
。道内自治体では初の取り組
みで、
「がんになって安心できるマチづくり」を目
指して、一体となった活動を進めている。
2015年４月。全道の自治体では初となる「室蘭市
がん対策推進条例」が施行された。総合的かつ計画
的ながん対策の推進を目的に、教育、保健医療福祉、
事業者、市民が一つになって、
「がん教育やがん対
策に取り組むこと」も明記された。
いわば、
「がんの医療や対策に携わるすべての関
係者が連携し、
『オール室蘭』で課題解決に取り組
む必要性」を記した格好だ。この趣旨に沿い、患者
を中心に、医療者、政策を実行する行政、条例や予
算を決める議員、患者らを支える企業・経済団体、
報道機関の６者が連携する「六位一体」の考えに基
づき、適切な役割分担と一体化した動きで施策を進
める組織―として、「室蘭がん対策協議会（現・室
蘭がんフォーラム）」が発足した。
同フォーラムでは、がんの部位別の予防法や治療
法をテーマにした講演会や意見交換を主体に、これ
まで、
計15回の会合を開催。この会合の“結果”は、
報道機関が詳報し、市民らに呼び掛けたり、周知す
るシステムを築き上げている。
そして、発足当時は計10機関だった構成機関（団
体・社など）は、現在は計13機関まで増え、「官・医・
患・民
（議会や企業含む）
・報」が一体となった「オ
ール室蘭」
の態勢の構築＆充実にもつながっている。

プロフィール 1973年４月、苫小牧市生まれ。駒大苫小牧高校、駒澤大学法学部卒。96年４月、北海タイムス社入社。警察・
司法担当記者として勤務。98年11月、室蘭民報社入社。本社編集局報道部記者、東部支社記者などを経て、08年４月から本社
編集局報道部記者。経済担当などを経て、国や道の行政機関、医療・福祉などを担当。
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