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日本の医療崩壊の波が、中津川市にも押し寄せている！

●医療崩壊って？

医療崩壊とは､それなりに廻っていた医療体制が

何らかの原因でたちゆかなくなること､またその状

態を漠然と指す言葉（ウィキペディアより）

現場で感じる医療崩壊は、

第一段階 たらい回しや医療事故など､実際に

患者が診察時に不都合な事態

第二段階 医師不足や赤字などが原因で病院

や診療科が閉鎖され､患者が居住地

で医療を受けられない状態

第三段階 後期高齢者医療制度の導入や今後

生じうる混合医療､患者自己負担増

による国民皆保険制度の崩壊

●日本の医師は｢20 万人｣不足って本当？

日本の医師の総数は現在およそ 26 万人

↓↓ 多いの？ ↓↓ 少ないの？ ↓↓

人口あたりの医師数を比較すると一目瞭然

≪OECD の 1000 人あたりの医師数（人）≫

ギリシャ 5.4

ベルギー 4.0

イタリア 3.7

ドイツ 3.5

フランス 3.4

イギリス 2.5

アメリカ 2.4

カナダ 2.2

日本 2.1

資料によると OECD 並みに医師を確保するな

らば､約 14 万人不足。ある教授によれば 20 万人

不足と推測されています。現在､医師は年 3000～

4000 人増加しているようですが､20 万人に追い

つくのに 50 年かかります。

●医師不足はなぜ起こった？

日本の医師数(人口あたり)は､1970 年頃までＯ

ECD 加盟国の平均レベルで､その後も高齢化を踏

まえ､医師数をどんどん増やしていきました。

しかし､1983 年「医療費亡国論」が発表され、

国が医療にお金をかけると経済発展を妨げるとし

て､医学部の定員を減らす提案がされ､1987 年か

ら2006年まで､実に20年にわたって医学部の定

員を抑え続けました。それが､今日の医師不足につ

ながってきています。

※OECD：ヨーロッパ諸国を中心に日·米を含め 30 ヶ国の
先進国が加盟する国際機関

※OECD 統計の医師数定義は、「公的及び民間施設で実際
に診療を行っている医師の数」

市政懇談会を開催
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ス 市政報告会(社内)を開催 各団体との会合に出席第一中学校竣工式

私たちは医師の増員をお願いしながら､自分た

ちで出来る健康管理や医療について理解を深め

なければなりません。市民病院の診察規制やコ

ンビニ受診を控えるようにお願いしているの

は､このような状況からだと推測します。

医師不足は､そう簡単に解決できません。

『中津川市が近隣地域と医療に関して､連携を

とっているか？』『無駄なことや非効率な運営

をしていないか？』『市民に医療の現状を理解

してもらう働きかけをしているか』等をよくチ

ェックして､少しでも地域医療の環境改善が図

られるよう､行政に提言していきます。

日本は、主要先進７ヶ国の

中で最下位。OECD３０ヶ国

の中でなんと２７位です。

（OECD の平均：3.1 人）

中津川市の 1000 人あた

りの医師数は 1.26 人です。

OECD の平均（3.1 人）で

中津川市をみると 257 人の

医師数になりますが、実際の

医師数は約 110 人のため、

世界水準と比較する と約

150 人足りない状況です。
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３月定例会が開催されています

スマイル苗木店前の国道

３月定例会が２/27～３/28 の会期でスタート

今回は、青山新市長の初めての議会ということ

で、初日はテレビ局の取材が行われました。

青山市長の所信表明は、和と絆を育むことと風通

しの良い一体感のあるまちづくりを推進する。一方

図書館建設中止を前提に行財政を考える意向であ

り、中止となった場合の費用が明確でないため分か

り次第、市民の皆さんに公表させていただくとの見

解でした。

≪3 月定例会 提出議案：44 議案≫
①報告 1 件（専決処分の承認）
②条例 11 件（中津川市介護保険条例の一部改正など）
③人事 2 件（中津川市公平委員会委員の選任など）
④その他 7 件（中津川市営土地改良事業の変更）
⑤補正予算 10 件（中学校大規模改造補強事業など）
⑥当初予算 12 件
⑦追加予定議案 1 件（工事請負契約の締結など）

◆一般質問を行います 3/8(木) 10 時～

今回は、中津川市の医療について質問します。

全国的に自治体病院は赤字経営となっており、中

津川市も同じことが言えます。総務省からの指導で

病院の再編・ネットワーク化による改革プランが取

り組まれていますので、その状況について質問した

いと思います。

一般質問の模様は、中津川市のホームページからイ

ンターネットでライブ中継しています。

http://113.42.218.61/Nakatsugawa/

平成 24 年 3 月定例会 中継予定

2/27(月) ､3/7(水)、3/8(木)、3/28(水)

※一般質問は 3/7・8 です。

過去の定例会の録画映像も閲覧可能です。是非一度

ご覧いただき、ご意見をお願いいたします。

【お知らせ】

「安心・安全・あたたかい中津川市」

をめざして活動しています。

市政についてのご意見・ご質問､ご

相談は､お気軽にご連絡ください。

携帯 TEL：090-5873-5152

E メール ：ushida@takenet.or.jp

7 日（水） 本会議（一般質問） １６日（金） 予算特別委員会

８日（木） 本会議（一般質問） １９日（月） 予算特別委員会

9 日（金） 中学校卒業式 ２１日（水） 予算特別委員会

１3 日（火） 総務企画委員会 ２2 日（木） 予算特別委員会

１４日（水） 文教民生委員会 ２3 日（金） 小学校卒業式

１5 日（木） 産業建設委員会 ２8 日（水） 本会議（最終日）

３

月

の

予

定

議会報告会が開催されました

昨年に引き続き、６つの地域に出向いて議会報告会を開催しました。参

加者は１３３名（男 108・女 13）で、昨年（148 名）を下回りました。

市長リコールなど中津川市の混乱で、厳しい意見が多く出されました。

◆意見・要望（一部抜粋）

・議会で決まった事を守ってほしい。 ・市民を混乱させた責任は重い。

・説明資料をもっと分かりやすくしてほしい。

・参加者の意見は文句ばかりで楽しくない。これでは若い人は来ないと

思います。

その他にも､防災対策･医療･地域循環バス･鳥獣被害市の財政･林業･

市民が主権者･リニアとまちづくりなど多くの意見を戴きました。

ミニ集会を開催中！！ お気軽に､ご参加ください（^o^）

日時：毎月第３土曜日 19 時～
（約１時間程度）

※都合により変更となる場合が

ありますのでご了承ください。

場所：中央公民館 会議室
（会議室案内をご確認ください）

内容：市政のホットな情報提供

皆さんから質問・意見を伺い、市政に反映していきます。

議会報告会という性質のため、議員自身の想いが答えられない事が

参加者の不満につながっているように感じました。来年は工夫をし

て、参加してよかったという報告会にしたいと思います。


