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[２面の講演要旨の続き] 

所得税の累進強化と法人税の増税や租

税特別措置を段階的に廃止して課税

ベースを増やす。 

 いずれにしても社会保障を削らない

で社会保障に税金をたくさん投入する

ような政権を作らなければならない。 

選挙に際して社会保障は景気対策と並

んで有権者が重視する項目の１位か２

位である。内容が複雑なためマスコミ

報道でも表層的な議論や印象論に終始

してしまう。更に自民党も社会保障の

充実や待機児童の解消をいうので社会

保障が争点にならない。更に社会保障

の財源は消費税しかないという考えが

信じられている。消費税だけで社会保

障をやるというのは無理で、そんな国

はどこにもない。現在、消費税が税収

の中のトップである。こんな国もない。

基幹税というのは所得税と法人税で、

普通は累進性の強い所得税である。 

 安倍政権の支持層の大半を占める消

極的支持層を説得できる対案を出すべ

きである。特に社会保障は複雑なので

是非医療関係者が社会保障運動として

野党に対案を提示して、次の衆院選挙

の争点にしていく。憲法改正と並んで

安倍政権がやっている社会保障削減を

国民に知らせていく必要がある。野党

にちゃんとした対案なりマニュフェス

トを作らせ、それを今度の衆院選の争

点にしていくべきだろうと思う。 

 私も保険医協会と協力して、一歩一

歩あきらめずに対案作りをやっていた

だければと思う。 

（文責・編集部） 

し、注意深く見守っていきたい。 

○推計値の「現実離れ」 

 この日、県事務局からは「医師の確

保などで医療提供体制が整えば病床は

稼働し、患者の流出入状況も変わって

くるであろう」との説明がなされた

が、医療・介護従事者の確保は現状で

は困難であり、新専門医制度による医

師の流出を懸念する声もある。また、

患者の流出入を巡って、委員からは

「患者にとっては佐久医療圏と上小医

療圏などは実質的に一つの医療圏とし

て機能しており、「推計値」は現実離

れしている」「患者の住所と勤務先が

二つの医療圏にまたがる場合、患者は

勤務先の医療圏で受診する傾向があ

る」との指摘があった。行政区域をも

かりやすく参加しやすいと思います。 

 何しろ写真を撮るメリットは計り知

れません。昔は自分が独りで撮ってい

ましたが、これを衛生士が撮影するよ

うになると、彼女達も見えて来るもの

が全然違うようで、様々なセミナーに

参加すること以上に日常の診療の質が

格段に向上することを実感していま

す。また、見せていただいた症例では

『上顎の７番が近遠心的に破折した状

況』が、写真１枚あれば『わかりやす

く丁寧な説明』になるものを、それが

無いが故にレントゲンだけを前に『言

い訳的な苦しい説明』に終始するであ

ろう事態は想像に難くありません。 

 是非、このセミナーを頻繁に開催して

いただき写真撮影を基本とする診療室

が増えるきっかけづくりにしていただき

たいと思いました。人生の幕引きに際し、

大した残高も無い預金通帳を前に何を

か語らんや。自分の

症例写真を前に、例

えば歯科医師の孫な

んかに毎晩自慢話を

語って迷惑がられる

のもきっと楽しいと

思います。（笑） 

（いさつ歯科医院 

歯科医師） 

 去る９月２日、第４回

長野県地域医療構想策定

委員会が県庁で開催さ

れ、長野県地域医療構想

の素案が提示された。構

想案は県内の必要病床数

の推計値として、昨年７

月１日時点で稼働してい

た18,519床に対し、2025年

には16,839床が必要になる

としている。 

 この推計は「医療機関所在地ベー

ス」で行われており、国が発表してい

る推計値をほぼ踏襲している。2015年の

稼働病床数からは1,680床の減少であ

り、2015年度に19,769床だった許可病床

数からは2,930床の減少となる。２次医

療圏ごとの内訳は表1の通り。なお、必

要病床数の推計は、昨年度の調査によ

り把握した2014年度以降の医療機関の取

組みが、構想区域間の患者流出入に影

響を与えると考えられるものについて

調整が行われる。 

 構想案の「基本的な考え方」では、

必要病床数推計の意義として以下の４

点が明記された。(1)推計は、国が定め

た一定の仮定に基づく推計である。(2)

推計は、あくまで将来の医療提供体制

構築に向けた参考値である。(3)推計値

が県の病床の削減目標といった性格を

持つものではない。(4)現在稼働してい

る病床を削減させるような権限は県に

は存在しない。 

○必要病床数推計値「数字の独り

歩き」懸念強く 

 構想案では「県による病床数の削減

目標といった性格をもつものではな

い」という点が強調されている。しか

必要病床数
（2025年）

2015年７月の
稼働病床数 増減数 増減率

佐　久 1,754 2,024 △ 270 86.66
上　小 1,764 1,999 △ 235 88.24
諏　訪 1,733 1,725 8 100.46
上伊那 1,153 1,186 △ 33 97.22
飯　伊 1,338 1,515 △ 177 88.32
木　曽 138 186 △ 48 74.19
松　本 3,595 3,828 △ 233 93.91
大　北 403 471 △ 68 85.56
長　野 4,420 4,902 △ 482 90.17
北　信 541 683 △ 142 79.21
県　計 16,839 18,519 △ 1,680 90.93

２　次
医療圏

 もともと点数改正うん

ぬんは関係なく口腔内写

真は撮ってきましたが、

今回、現在使用中のカメ

ラの調子が悪くなりつつ

あり、その代替機後継機

種をさがしていたことも

あり参加させていただき

ました。 

 カメラに詳しい訳では

ないので、解像度や画素

数がどうしたとかいう話

はさておいて、口腔内写

真を撮ることにしぼって『どのような

機種が良いのか』『どこで購入すれば

良いのか』を教えていただけたので、

シンプルでわかりやすく時間も短くて

得意技の目を開いたままの居眠りもせ

ず（笑）良かったです。これなら初め

てカメラの導入を考えている方にもわ
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とにつくられた２次医療圏によって患

者の流出入を把握することは難しく、

患者の実際の受診行動を反映している

とは言いがたい。 

○今後の動き 

 県地域医療構想はおおむね素案どお

りに進めることが今回の策定委員会で

確認されたが、構想には「看取り」に

関する項目を含めるべきであり、その

ためには倫理観や死生観を含め看取り

に関する国民的コンセンサスの形成が

必要であるとの提案がなされた。 

 構想は、素案に今回の策定委員会で

出された意見を加えて修正・整理さ

れ、県民意見の募集、残り２回の策定

委員会を経て本年度末までの策定をめ

ざす。 

 

し、「数字の独り歩き」に対する懸念

は委員の中でも依然根強く、算出され

た数値は慎重に取り扱う必要があると

いう点があらためて確認された。 

 構想案第５節「将来の医療提供体制

を実現するための施策」では、「慢性

疾患を中心とする医療ニーズの増大に

応じた適切な医療を提供できるよう、

地域の実情に応じた病床機能の構成へ

と転換していく必要がある」、との現

状の課題が示されている。「地域で不

足する病床機能への転換への関係者の

自主的取り組みを支援」する取り組み

としては、「地域医療介護総合確保基

金を活用した転換の支援」を進めると

のことだ。厚労省はこれまで病床機能

報告制度における「病床機能の選択」

について「医療機関の自主的な選択に

よる」としており、前述のように必要

病床数の推計においては県側からも

「現在稼働中の病床を削減する権限は

県には無い」と説明されている。しか

し、委員からは将来的にはそうした文

言も変化していくのではないか、と憂

慮する声が多数上がっている。必要病

床の推計値だけでなく、今回示された

取り組みが何らかの強制力を持つ可能

性や、規範化していく可能性に留意

県保険医協会の布山常任理事が講師を務めた9月11日松本で開催の「実践!!口
腔内写真」の勉強会。▽口腔内写真撮影のために ▽歯科診療の見える化 

▽長期症例からみた記録の重要性などについて話があった。 

 権力を憲法で縛る立憲主義を「権

力」＝ライオン、「憲法」＝檻のたと

え話で解説した、いま一番わかりやす

い憲法入門書。イラストを交えて小学

生高学年から大人まで読みやすい本な

ので待合室においていただくにも最適

です。 

 憲法改正議論が加速しようとする中

で、安全保障関連法や緊急事態条項な

どの ホットな憲法問題についても触れ

ています。 

 ご希望の

方は本紙に

注文書チラ

シを同封し

ましたので

ご活用くだ

さい。 

 書名「檻の
中のライオ
ン～憲法がわかる46のお話～」 著者 弁
護士 楾 大樹（はんどう たいき）、かも
がわ出版 2016年６月刊行、定価（本体
1300円＋税） 

 


