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とちぎの地域と自治 とちぎ地域・自治研究所 所報第 211号 追補 

７月 19日の栃木革新懇総会での太田理事長の記念講演内容を本人が加筆修正したものです 

※グラフ等不鮮明な個所は元データーのＨＰを参照ください。本稿のカラー版は、研究所ＨＰ

(http://tochigi-jichiken.jp/index.htm)でごらんください。 

新 型 コ ロ ナ と 地 域 医 療 
 ～国民の生存権保障の観点から～ 

太 田 正（とちぎ地域・自治研究所理事長） 

１ 新型コロナウイルスに関する事実と欺瞞   

 新型コロナウイルス（以下「新型コロナ」という）をめぐって、私たちがまず確認す

べきことは事実を正しく認識することです。なぜなら、新型コロナは未解明な部分が多い

＜証拠（エビデンス）があり、正しい可能性が高い情報＞ 

【病態】 

・国、地域により致死率異なる 

・感染後、症状が出るまでの潜伏期間は１から 17 日とばらつきがある（平均は５～

６日程度） 

・感染しても30～50％では症状が出ない(無症候の割合はもっと高い可能性もある） 

・感染してもＰＣＲ検査で陰性となる場合がある 

・発症しても多くの場合は発熱や咳などの軽症 

・味覚・嗅覚異常が主症状のことがある。 

・高齢者や持病を持つ患者を中心に一部の患者では肺炎等で重症化、致死率も高い 

【感染】 

・一人が何人に感染させるか（再生産数）に関して、何も対策がなく誰も免疫を持っ

ていない時の基本再生産数は２以上、しかし、公衆衛生上の対策により有効再生産

数は１未満にすることが出来る。 

・咳等の飛沫とドアノブ等を介しての接触で感染する。 

・集団感染（クラスター）が世界各地で報告されている。 

・クラスター以外（家庭内など）でも感染する。 

・症状がなくとも、他の人に感染させる場合がある。 

【対策】 

・手洗いやマスクしていても感染することがある。 

・ワクチンはまだ開発されていない 

・レムデシビルが日米で治療薬として承認。アビガンは承認される見込み 

山中伸弥「山中伸弥による新型コロナウイルス情報発信」（下線は引用者） 

http://tochigi-jichiken.jp/index.htm
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「未知のウイルス」であることに加え、一国の首脳が誤った情報を平然と発信（米大統領

「新型コロナは鼻風邪」、安倍首相「短期間に収束できたのは日本モデルの力」など）

し、専門家と称する人たちの見解も揺れ動いたり政権との距離が疑われる言動が見られ、

さらには「科学の政治利用」ともいえる事態すら生じているからです。こうした状況の下

で、感染者、医療従事者、特定業種などへの偏見や差別が生まれています。 

そこで参考になるのが、山中伸弥教授（京大 iPS細胞研究所所長）が自らのウエブサイ

トで公表している「証拠（エビデンス）の強さによる情報分類」です。上記は、「証拠

（エビデンス）があり、正しい可能性が高い情報」に分類されたものですが、注目される

のは、①感染しても「無症状（無症候）」の割合が高く、多くは軽症だが他人に感染させ

る可能性があり、②高齢者や持病がある場合は重症化率や死亡率が高い、という点です。

ただ、若年者でも重症化し死亡するケースがあるので留意する必要があります。 

もう一つの重要な指摘は、「公衆衛生上の対策により有効再生産数は１未満にすること

が出来る」としている点です。有効（実効）再生産数とは、「一人の感染者が平均して何

人に感染させるか」を示すものですが、この値が大きくなるほど感染が拡大し、１未満に

なれば収束に向かうことになります。このことは、公衆衛生と医療の関係を考える上で重

要な視点であり、公衆衛生の社会的役割を示唆するものですが、この点は後述します。 

 

（1）新型コロナの感染状況の推移 

＜全国・東京都ほか＞ 

 

 新型コロナの感染状況について、先ずは全国的な状況ですが、明らかに収束とは程遠い

第 2派ともいえる新規感染者数の急増が見られます（データの時点は順次追加により不統

一）。とくに東京都を中心に大阪などの大都市圏での増加が目立ちますが、最新の状況で

はこれが全国化しつつあるとともに、感染経路不明者が増え市中感染の拡大が濃厚になっ
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ています。小池都知事などは PCR検査数の増加（とはいっても未だ少数）が反映している

ことを強調していますが、感染経路不明者数が増加し、陽性率（検査人数に占める感染者

数の割合）も上昇していることから、市中感染拡大の可能性は高いといえるでしょう。 

 

(2) 新型コロナの「エピセンター」と「クラスター」 

 また、新型コロナをめぐる現状認識の重要な論点が、7月 16日に行われた参議院予算

委員会での参考人（野党推薦）意見陳述において、児玉龍彦名誉教授（東大先端科学技術

研究センター）か

ら示されました。

「エピセンター」

（震源地）という

概念が示され、単

に感染者の集団を

意味する「クラス

ター」との違いが

強調されました。

とくに東京都新宿

区がそうした状況

にあることが指摘

され、そこから周辺や各地に新型コロナが伝播・拡散されており、これを封じ込めるには

PCR検査の面での大量実施（事業者 20万人、区民 33万人）が必要との見解が示されまし

た。たしかに、武漢や北京、ニューヨークでも大量検査が実施され、北京では実に 1日最

大 100万人超、ニューヨークでも 1日 6万人以上の検査を実施し、感染者の隔離・治療に

つなげ封じ込めに成功しつつあります。増えたとはいえ 1万件をやっと超えた日本の現状

とは桁が違います。 

＜栃木県＞ 

栃木県「栃木県における新型コロナウイルス感染症の発生状況および検査状況について」（2020/7/25） 
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栃木県「警戒度に関する判断基準となる指標の推移」 

 

栃木県の感染状況については上図に示すとおりですが、全国と同様に 6月末から新規感

染者数が急増している（約 3週間で累計感染者数の過半を占める）とともに、複数のクラ

スターが発生し感染はほぼ全県に広がってきています。また、陽性率の上昇とともに病床
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稼働率も急上昇しており第 1派のピークに迫る勢いですが、心配されるのが重症化しやす

い 60歳以上の感染者数が全体の 23％を占めていることです。こうした状況に、栃木県新

型コロナウイルス感染症対策本部会議においても、「有識者からは、患者数の増加に伴

い、感染症指定医療機関等への負荷が大きくなってきていることを懸念する意見」が出さ

れたことが報告されています（感染拡大防止に関する知事メッセージ 7/21）。  

 

(3) 虚構の「日本モデル」と「ファクターＸ」の謎 

 安倍首相は、5月 25日に記者会見を開き緊急事態宣言の解除を発表し、「日本ならでは

のやり方で、わずか１か月半で、今回の流行をほぼ収束させることができました。正に、

日本モデルの力を示したと思います。」と胸を張って見せました。この人の大ウソには慣

れっこになっていましたが、「感染流行をほぼ収束させた」という軽薄な判断とともに、

それが「日本モデル」の力によるものだとする認識にはさすがに唖然とさせられました。

その後の推移を見れば、収束どころか第 1派を上回るような感染拡大が生じている事実が

大ウソを証明していますが、「日本モデル」の方は、日本の感染者数と死亡者数が世界的

に見れば少ないことから何となくモヤモヤ感が残るかもしれません。 

  

上図を見ると、たしかに日本の「10万人あたりの感染者数」も「致死率」も低い位置に

あることがわかります。しかし、この事実は日本を含む東アジアの特徴であり、その中で

みれば日本だけが低いわけではなく、逆に致死率では日本は感染者数で世界 1位の米国や

2位のブラジルよりも高いのです。このことを見ただけでも、優生思想と批判された麻生

大臣の「日本人の民度が高いからだ」との発言も含め根拠がないことは明白です。ただ、

山中伸弥教授も欧米との違いを「ファクターＸ」と呼び、それが何によるかは現時点で不

明としています。同じコロナウイルスである中国の広東省を起源とした SARSの影響など

の交差免疫の存在、結核の予防接種である BCGの効果、日本人の生活習慣などが指摘され

ていますが、現時点において特定されるまでには至っていません。 

 

日経ウエブ「チャートで見る世界の感染状況」 



 

６ 

 

２ 新型コロナをめぐる政府（都）の対応 

これまで新型コロナの感染状況について見てきましたが、ここでは、こうした未曾有

の危機を迎えて政府や自治体（とくに東京都と栃木県）は、どのような対応をしてきたの

かを検証することにします。まず押えておくべきことは、下図に示すように緊急事態宣言

解除の前後で政府等の対応が 180度異なることであり、このことは五輪延期決定前後の違

いと瓜二つです。それを象徴するのが国民（住民）への状況説明と行動要請です。五輪延

期決定（3/24）直前の状況として、3月 20日に政府は一斉休校要請の解除を決め、東京

都からも具体的な行動自粛などの呼びかけはなく、人々は緩和状態のまま連休を楽しんだ

わけですが、その約 2週間後に感染爆発ともいえる第 1派のピークを迎えることになりま

した。小池知事は、延期決定の翌日になると手のひらを返したようにロックダウン（都市

封鎖）や行動自粛を言い始めますが、時すでに遅しの状況になったのです。 

極めて不十分な補償による休業要請を経て緊急事態宣言は解除され、その後は感染拡大

防止から一気に経済活動再開へと舵が切られ、混迷を重ねながら GO TOキャンペーンの前

倒し実施へと突き進んでいます。東京都では大阪府をまねた“東京アラート”なるものを

発動し、レインボーブリッジを赤く染めたかと思えば、都知事選挙への出馬表明の前日に

わずか 10日間で廃止し、具体的な数値基準を示さない総合的判断による方式に変更しま

した。しかし、その後に感染者数が急増する状況となり、“東京アラート”とは何であっ

たのかが問われています。こうした一貫性や連続性を欠いた対応が繰り返されています

が、その際の根拠とされるのが「死亡者数・重症者数が少なく病床数に余裕がある」とい

うものです。しかし、これは増加傾向にある現時点の数値に過ぎず、これから減少する要

素がないことを考えると、戦略性を欠いた全く無責任な対応といわざるを得ません。 

 栃木県でも、現状（7/25現在）の状況判断として、最も低い警戒レベルである「感染

観察レベル」に据え置くこととし、経済重視の姿勢を引き続き鮮明にしました。その理由
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として、新規感染者数が特定警戒レベルである 10名を超えている（33名）が、①検査陽

性率、②病床稼働率、③重症病床稼動率のいずれもが感染観察レベルであり、④感染経路

も概ね把握できていることを挙げています（県発表）。しかし、陽性率も病床稼働率も明

らかに上昇傾向を示していることから、現時点の数値のみを見て判断することは適切とは

いえません。また、県は 7月 10日にステップ 2からステップ 3へと移行させ、イベント

の規模要件について屋内外とも参加人数上限を 5千人までに緩和しており、据え置きによ

り引き続き緩和の継続を図ることとなりました。 

 ただ、厚労省が 6月 19日付で全国に通知した基準では、「人口 10万人当たりの週平均

新規感染者数が 2.5人となった日」を基準日として、営業自粛等の協力要請を行うとして

います。この基準を栃木県に当てはめると 50人となりますが、現状は 33人であるものの

明らかな上昇傾向を示しており、しかも今後減少に転じる要素は見当たらないことから、

2.5人の基準に到達するのは時間の問題ともいえるでしょう。 

(1) PCR検査の全国実施件数の推移と国際比較 

 PCR検査の実施件数が少なすぎることは当初から繰り返し指摘されてきましたが、下図

に示すように、安倍首相が国会で約束した 2万件/日すら今日に至るも実現されていませ

ん。7月 8日現在の実施件数は 11,897件で、第 1派のピーク件数と比べ 1,789件の増加

にしか過ぎず、2ヶ月以上経過して 2千件弱の増加にとどまる実態は、もはや政権の不作

為というほかありません。これに対して、加藤厚労相は「拡充するとはいったが 2万件検

査するとはいっていない」と開き直る始末です。しかし、PCR検査実施件数が少なすぎる

ことは政権自体も認めていることであって、国際的に見ても日本の現状がいかに非常識な

状況かは OECD加盟 35か国中日本は実に 34位で、OECD平均実施件数の 8％にすぎないこ

とが物語っています。これが経済活動再開に前のめりになる一方で起きている実態です。 
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(2) 感染拡大を防ぐ唯一の方法といえる PCR検査の積極的な実施が不可欠 

新型コロナの特徴の一つとして、感染の自覚がない無症状感染者の割合が多いことにつ

いてはすでに触れましたが、こうした感染者は「無症候キャリア」と呼ばれ本人が知らぬ

まま他人に感染させる可能性があります。しかも、「無症候キャリア」の多くは活動が活

発で行動範囲が広い若者や現役世代である場合が多く、知らず知らずのうちに重症化リス

クの高い高齢者に感染させてしまう危険性があり、最近になって徐々に中高年齢者層にも

感染が広がりつつあることが懸念されます。こうした特性を有する新型コロナの感染拡大

を防ぐ唯一ともいえる方法は、無症状を含む感染者とその濃厚接触者を隔離し、重症・中

等症患者は専門病床に入院させて治療し、無症状・軽症の陽性者はホテル等の経過観察施

設で受け入れる、という区別をいち早く行うことです。 

 そのために必要不可欠となるプロセスが PCR検査であり、精度の問題（擬陽性・擬陰性

が 3割程度発生）が指摘されますが、複数回検査の実施などの工夫を講じることも含め、

現時点でこれ以外の有効な方法は存在しないことは、世界各国の事例が示しています。そ

して、大都市を中心に全国的に発生しつつあるエピセンターの封じ込めの場合には、エリ

ア（面）単位での大規模検査の早期実施が求められているわけですが、特定の場所や施設

（とくに高齢者福祉施設）でのピンポイントの検査もあわせて重要といえます。 

３ 国民の生存権に基づく公衆衛生と医療のあるべき関係と対応 

 下図は、国民の生存権を保障するための公衆衛生と医療の関係を図式化したものです。

左側に「公衆衛生」、右側に「医療」、両者の真ん中に「検査」が置かれ、左から右に矢印

が描かれています。こうした位置関係と矢印の方向性には重要な意味があり、矢印の方向
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が逆になることは基本的にありえません。また、検査について公衆衛生側からの矢印と医

療側からの矢印が描かれ、同じ検査であっても意味合いが異なることが示されています。 

 まず「公衆衛生」と「医療」の関係ですが、ともに国民の生存権を支える社会保障制度

を構成する重要な要素であることが重要といえます。その根拠となる憲法 25条は、第 1

項で国民の権利として生存権を明記するとともに、第 2項で国家の義務として国民への生

活保障を定めています。そのうえで両者の違いを説明すると、ともに国民（住民）の健康

を守ることを使命としていることは同じですが、公衆衛生は集団（社会）の健康が対象で

あるのに対して、医療は個人（患者）の健康を対象にしている点が本質的な違いです。 

よく公衆衛生はパーセンテージの世界といわれますが、その意味は社会の健康状態を計

る際に、分子を「病気の人々」、分母を「病気の人々」＋「健康な人々」とする分数と捉

え、その値をできるだけ小さくするというイメージになります。これに対して医療は、患

者という個人の健康が対象なので、公衆衛生の状態がどうであれ治療を必要とする目の前

の患者がすべてということになります。その意味では医療は受身であって、時々の社会や
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集団の公衆衛生の状態を前提に、そこから生じる患者となった個人を治療することになり

ます。医療としては、公衆衛生の状態によって医療が受け持つ患者の数と疾患が決まるこ

とになるので、公衆衛生としては、医療に過度な負荷をかけることなく、できる限り医療

の対象にならないように「病気の人々」がより少なくなる社会の状態をめざすことが求め

られます。この意味で、「健康な人々」を維持・増進する「予防」が、公衆衛生の社会的

な役割といえますが、感染症の場合も同じで、感染の拡大を防止し入院患者（とくに重症

者）を最小にすることによって、医療崩壊を防ぐ重要な役割があるのです。 

 以上の両者の関係を踏まえるならば、矢印の向きが左から右に向かっている理由がご理

解いただけると思います。検査についても、公衆衛生からする検査は感染拡大を防止する

ための検査ですが、医療からする検査は早期発見－早期診断－早期治療のための検査で

す。日本では、とくに PCR検査が、一定期間、公衆衛生からの行政検査（保健所経由）に

限定されたため、医師が診断のために必要な検査すらできず治療に支障を生じる事態にな

りました。今は PCR検査が保険適用となって、ようやく医師の判断で検査が一応可能にな

りましたが、地元医師会などによる PCR検査センター等の整備が不十分な地域では実質的

に変わらないとの指摘もあります。一方で、先述したエピセンターの封じ込めなどの場合

には大規模検査が必要になりますが、ニューヨークのようにコンビ二でも検査できるよう

にするためには、「医師が必要と判断した場合」という条件を外す必要があります。もっ

ともこの場合の検査は、医療の側からする検査ではなく、感染拡大防止という公衆衛生の

側からする検査になります。改めて公衆衛生の側からする検査体制について、従来からの

発想を転換し大規模検査を可能にする抜本的な拡充を速やかに行うべきでしょう。 

 

３ 医療崩壊の潜在的危機と新型コロナの影響 

(1) 二重の要因による医療崩壊の危機の構図 

菅官房長官が記

者会見（7/22）

で、「東京都の医療

提供体制は逼迫し

ていない」と発言

したことに対し、

翌 22日に開催され

た東京都の「モニ

タリング会議」

で、「『都の医療体

制が逼迫していな

い』という政府の

説明は誤り」とする専門家（山口芳裕杏林大学教授）の見解が示されました。公式の会議

の場で官房長官の発言を真っ向から否定する異例の見解表明であったことから、多くのマ
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スコミの注目を集めることになりました。山口教授が「誤り」と断じた理由は主に次の 2

つです。（マスコミ各社の報道内容に基づく） 

①病床の拡大には 2週間以上の時間が必要であること（病床のレイアウトやシフトの変

更、感染防止対策の徹底、入院している患者の移動などに多大な作業を要する）。患

者の増加と重症者の倍増の中でとても逼迫していないとはいえない。 

②ベットの確保イコール患者の入院可ということではないこと（コロナ患者の入退院に

はより多くの手間とマンパワーが必要で、現場の医療も本当に疲弊している）。 

 また、山口教授は、小池知事に対しても「赤（最悪のモニタリング指標）ではないが、

医療関係者をはじめ都の職員、保健所、ホテル、様々な人の努力や苦労によってオレンジ

で踏ん張っている、こらえていると知事にはご理解いただきたい。」と述べています。 

こうした現場の声が、マスコミに取り上げられる公式の場で表明されたことに危機感が

滲み出ていますが、他の専門家や医療現場からも同様の悲鳴が上がっており、下図に示す

ように、新型コロナ患者を受け入れるほど病院の経営や職員の処遇が悪化する実態も指摘

されています。そもそも医療費削減・効率優先の医療政策によって、「病床が９割くらい

埋まらないと採算が取れない仕組みなので、今回のような非常事態が起きると、すぐにお

手上げになってしまう」（横倉日本医師会前会長、毎日新聞 5/27）とされるように、医療

現場は医療崩壊寸前の運営を強いられてきたのです。 

 

(2)病院経営の危機的状況と医療従事者の処遇の変化 

下図の報告書は、「新型コロナウイルス感染患者の入院を受入れた病院では、診療報酬

上の様々な配慮はあったものの経営状況の悪化は深刻であった。また、病棟閉鎖せざるを

えなかった病院の

悪化傾向は顕著で

あった。これらの

病院への緊急的な

助成がなければ、

今後の新型コロナ

ウイルス感染症へ

の適切な対応は不

可能となり、地域

での医療崩壊が強

く危惧される。」と

警告しています。 

 また、病院経営

の危機的な状況

は、そこで働く医療従事者の処遇にも反映されています。開業医・勤務医 1,266人に対す

るアンケート調査結果（小川洋輔「開業医 91.3％収益減、勤務医 34.9％収入減、1266人

調査」）によれば、開業医で 6月給与が前年比で 20％以上減った割合が 27.9％に上り、な
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んと 50％以上も減った割合も 2.5％ありました。賞与では前年比で 20％以上減った割合

は 18.6％で、給与と比べ少なくはなりましたが 50％以上減った割合は倍の 5％でした。

勤務医では 6月給与が前年比で 20％以上減った割合は 15.29％でした。 

開業医・勤務医の違いとともに給与・賞与の減少幅もバラつきがありますが、新型コロ

ナの感染患者を命がけで治療した第一線の医師の処遇が、増えるどころが減らされる実態

をどう考えたらよいのでしょうか。日本医療労働組合連合会（医労連）の調査では 122組

合で賞与が減額になり、東京女子医大病院では看護師 400名が賞与カットに対して退職希

望の意向を示し、千葉県の船橋二和病院では夏の賞与が過去最低の 0．9カ月分になった

ことで、医師や看護師らがストライキを決行するまでになっています。 

 こうして、平常時からの継続的な医療費抑制・効率優先の医療政策の下で、ギリギリの

運営を余儀なくされてきた医療現場は、新型コロナによる文字どおりの緊急事態によっ

て、新型コロナ関連の診療のみならず診療全体が危機的状況に陥ることになりました。医

療全体が疲弊する中で、病院経営も医療従事者の処遇も悪化する事態は、医療崩壊に至る

逼迫した状況にあるといわねばなりません。もはや単に診療報酬の加算や前払いといった

制度の枠組みの範囲での対応だけでなく、病院経営の減収（赤字）補填にまで踏み込む必

要があり、そうでないと病院経営も医療従事者の維持もできない段階にきています。 

 

４ 果たして地域医療は大丈夫か 

(1)医療を入口で支える保健所の疲弊 

 医療との関係における公衆衛生の役割は、「病気の人々」がより少なくなり、「健康な

人々」が維持されるか増えるようにすることで、できる限り医療の対象となる人々を抑制

し、医療に過度な負荷をかけることのない社会を実現することです。もちろん、このこと

は医療費削減を狙った受診抑制を働かせようとするものではなく、社会の健康水準を維持

し向上させることが医療を下支えするという意味です。こうした公衆衛生の役割を第一線

で担っているのが保健所ですが、その保健所が新型コロナ対応により感染者が急増した都

市部を中心にパンク状態に追い込まれました。 



 

１３ 

 

全国保健所長会が実施した新型コロナ対応に関する緊急アンケートでは、「行動歴、接

触歴なしの発熱だけの相談が医療機関から多い。外来後の受入れ救急病院なし。県全体の

方向性が見えないなど、受診調整が困難」「行政検査の枠組みで、民間検査委託が増えず

検査体制が未整備」「休みが取れずメンタルダウン。そもそも通常事業から定数削減、感

染症専門家の育成がなく、自治体の業務負担や人員不足が深刻」といった切実な生々しい

声が寄せられています。こうした実情を前に、より一層の業務委託による負担軽減を追求

すべきとする主張がありますが、教訓とすべきことはそうした合理化・効率化の徹底では

なく、国民の生存権を保障する公的責任体制の再構築であるといわねばなりません。 

保健所をめぐっては、地域保健法の施行（1995年）を契機に、住民に身近な保健行政

の市町村への移管とともに、保健所数の大幅削減（1994年の 847カ所から 469カ所へと

ほぼ半減）が進められ、人員も定数削減による慢性的な人手不足状態に置かれてきまし

た。こうした中で、多岐にわたる新型コロナ対応（医療機関への受診調整、検査機関への

検体搬送、感染経路の追跡など）に追われることになりましたが、今また第 1派に続く感

染の再拡大により職員はさらに疲弊しています。まさに医療機関と同じ構図が見られま

す。この状態のまま本格的な第 2派、第 3派に突入すれば、医療を入口で支える公衆衛生

の砦ともいえる保健所の崩壊を招きかねず、早急な体制強化が求められます。 

 

(2) 新型コロナ感染者ピーク時の予測患者数と病床数（全国＆栃木県） 

 公衆衛生によって感染拡大を防止しつつ、同時に重症

患者が発生しても対応できる医療提供体制の確保が問わ

れます。中等症の場合は人工呼吸器、重症になると集中

治療室（ICU）を使用することになりますが、日本の ICU

整備水準は国際的に見て脆弱といえます。たとえば、人

口 10万人当たりの ICU病床数（左図）を見ると、日本

は約 5床ですが、米国約 35床、ドイツ約 30床、フラン

ス約 12床、イタリア約 12床、スペイン約 10床であ

り、日本はスペインの半分の水準です。 

 また、専門医が少ないことも課題であり、「日本集中

治療医学会が認定した集中治療専門医は 19年 4月時点

で約 1820人。ICUのある病院だけでみると 1病院当たり

平均約 3人だが、ICU専従の専門医は少ない。」（「日本経済新聞」2020/4/15）と指摘され

ています。ICUの整備と要員確保の水準は感染拡大のピーク時の死亡率に直結します。 

 厚労省作成による下表は、新型コロナの感染ピーク時の予測患者数と現状の各種病床数

を示したものですが、これによれば現状のＩＣＵ病床数は全国に 5,896床、県内に 74床

ありますが、ピーク時の重症患者数は全国で 7,557人、県内は 115人であり、それぞれに

大きく不足することが予測されます。また、感染症病床数では全国で 1,871床（結核病床

を含めると 5,373床）、県内が 31床（同様に 76床）ですが、ピーク時の入院患者数は全

国が 225,024人、県内では 3,486人と予測されており、この場合も圧倒的に不足すること

「日本経済新聞」（4/15） 
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になります。そこで、感染症病床以外の病床（急性期病床を中心とする一般病床や高度急

性期病床）を転用することになりますが、このイザという時の急性期病床こそは、国が

「地域医療構想」を各都道府県に作成させることを通じ、病床数の大幅削減を強く求めて

きたものなのです（詳しくは後述します）。 

 

(3)栃木県の医療提供体制の現状と特徴 

 新型コロナが地域医療に与える影響の特徴は、感染拡大に伴う新型コロナ患者の診療

にとどまらず、全ての診療、スタッフの態勢、医療機関の経営などにわたり直接・間接の

大きな打撃を与えることです。しかも、地域医療は平常時においてギリギリの運営を迫ら

れてきたことから、緊急時に対応できるだけの能力や態勢が十分とはいえず、栃木県では

果たして大丈夫だろうかとの不安が生じることになります。防災・減災の場合もそうです

が、緊急時の対応は平常時の準備や態勢に左右されることになります。新型コロナへの対

応も地域医療の現状を知るところから始める必要があります。 

①総病床数の推移と現状 

 県内は、上表の左側の欄に表示されているとおり 6つの 2次医療圏に区分されていま

す。そこで、全国・全県・各医療圏という視点から見ていきます。総病床数の推移（2004

～2018年）を見ると、全国から県内各医療圏の全てにおいて減少となっていますが、栃
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木県の減少率は全国平均を 5ポイントも上回っていることが特徴です。これにより 2018

年の県内総病床数は 13,350床、人口 10万人あたりでは 68床（全国 77床）となり、人口

10万人あたりの全国水準を 1割以上下回っています。県内医療圏の特徴では、県北・県

西・県東の水準が低く、とくに県東は人口 10万人あたりで県南の 6割弱の水準です。 

②医師数の推移と現状 

 医師数については、病床数とは異なり全国・全県ともに増加となっていますが、この

場合も全国の増加率（15％）に比べ、栃木県は 6ポイント低い 9％の増加率にとどまって

います。また、人口 10万人あたりで見ると、栃木県は 223人で全国平均と比べ 22人も少

なく、県南を除き他の医療圏全てが全国水準以下（115～197人）となっていますが、と

くに県東は全国水準の半分以下で、しかも県内で唯一減少（△5名）しています。その一

方で、県南だけが全国水準の 1.6倍（400人）と突出しています。明らかに、総病床数と

併せて県内において医療資源の偏在とともに、県南への一極集中が見られます。 

③専門医（総合内科・小児科・産婦人科）及び看護師等の推移と現状 
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 全国的にも不足が懸念されている専門医（小児科・産婦人科）については、人口 10万

人あたりの栃木県の水準（19.6人）は全国平均（22.9人）を 3.3人下回ります。また、

県内医療圏では、県南のみが全国水準を上回りましたが（37.8人）、他の医療圏はいずれ

も全国水準に届かず、とくに県東は 10人を切って 9.1人に過ぎません。看護師について

は、これも人口 10万人あたりで見ると全国水準より 54人少なく、県南のみが全国水準を

上回り、宇都宮・両毛が全国水準に近い位置となりましたが、県北・県西・県東は全国水

準を 256～151人下回り、とくに県東の水準が低いという状況になっています。 

 

５ 医療費抑制・効率優先の医療政策の破綻 

(1) 医療費抑制政策の全体像と足跡 

医療崩壊に繋がる背景や温床となっているのが、この間の歴代政権による医療費抑制政

策ですが、現在進行している政策のベースになっているのが「新経済・財政再生計画」

（2018年 6月）です。そこで、そのポイントを概略的に見ておきたいと思います。 

当面する医療費抑制策の前提とされているのが「財政健全化目標」です。具体的には、

2025年度に国・地方を合わせた基礎的財政収支（プライマリーバランス：新規の借金

（国債発行）と過去の借金の元利償還を除いた財政収支）の黒字化を実現し、さらに債務

残高対 GDP比の安定的な引下げを図ることが目標とされています。この目標の下に「2019

～2021年度の予算編成における歳出改革の方針」が定めら、医療費を含む「社会保障関

係費」については、「2020 年度に向けてその実質的な増加を高齢化による増加分に相当す

る伸びにおさめる」ことが示されています。そして「目標の実現」に向けては、全世代型

社会保障制度を着実に構築するため、総合的な議論を進め、2020年度の「骨太方針」に

おいて、政策を取りまとめ、改革を具体化するとともに、基盤強化期間内（2019年度～

2021年度）から改革を実行に移すことが記されています。 

このように医療費抑制策は、「財政健全化目標」に組み込まれる形で、「社会保障関係費

の実質的な増加を高齢化による増加分に相当する伸びにおさめる」というキャップがはめ

られ、しかも「全世代型社会保障制度」という枠組みのもとでコントロールされるスキー

ムとなっています。これは、高齢化等に伴う費用の自然増も他の社会保障分野との競合の

中で制御され、結果として年々の医療費削減を余儀なくされる仕組みといえます。 

 

(2) 社会保障関係費抑制の実績 

実際にも、社会保障関係費の実質的な増加を制度改正等により、「高齢化による増加

分に相当する伸びにおさめる」ことが実行され、以下に示すように、医療・介護分野で

の各種予算等の削減が進められてきました。 

 ・平成 27年度:1700億円減（介護報酬の改定、協会けんぽ国庫補助の見直し） 

・平成 28年度:1700億円減（薬価改定等、協会けんぽ国庫補助の見直し） 

・平成 29年度:1400億円減（ｵﾌﾞｼﾞｰﾎﾞ薬価引下げ、後期高齢者医療保険料軽減見直等） 

・平成 30年度:1300億円減（薬価制度の抜本改革） 

・平成 31年度:1200億円減（介護納付金の総額報酬の拡大、薬価改定等） 
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（3）地域医療構想に基づく病床数の削減と医療機関の再編・統合 

 以上のような医療費抑制政策は、窓口負担の増大などによる医療を受ける側（国民）に

対する抑制策と、診療報酬の改定などによる医療を提供する側（医療機関）に対する抑制

策に大別されます。「地域医療構想」（以下「構想」という）は後者の抑制策になります

が、毎年の予算や 2年ごとに改定する診療報酬とは異なり、地域の医療提供体制を丸ごと

再編・統廃合することをめざす長期・構造的な抑制策といえます。 

 「構想」とは、どんな診療に対応した病床なのかという視点から病床の機能を 4つ（高

度急性期・急性期・回復期・慢性期）に分類し、2025年に必要となる診療需要に過不足

なく（無駄なく）適合するように、人口減少に応じて全体の病床数を計画的に削減すると

ともに、地域ごとに病床と医療機関を再編・統廃合していこうとするものです。前提にあ

る考え方が医療費抑制に向けた経済合理性であるため、日ごろは空ベッドとなる（病床稼

働率を低下させる）感染症対策などは全く考慮されていません。 

 上図に示されるように、全体の病床数は、約 135万床（2013年時点）から 119.1万床

へ約 15.6万床も削減（△11.6％）され、これにより 3割以上の削減となる県は鹿児島県

の 34・9％を筆頭に 8県にも上ります。その内訳では急性期病床数を大幅に削減する一方

で、回復期病床数は増やす計画となっています。これによる医療費削減効果は、年間で 1

兆 4,814億円と試算されています。「構想」は国が指示し都道府県が策定したものです

が、その実現に向けて実効性を持たせるために、2次医療圏を基本に構想区域を設けて

「地域医療構想調整会議」を置き、関係者の参加と合意形成によって地域の状況に応じた

病床の機能分化と再編・統廃合を進めることを標榜していました。 

ところが、合意形成の結果として出てきた 2025年の見込みが、「構想」による必要数よ

りも全体で約 2.7万床多く、とくに病床機能の再編として最大の削減対象とされた急性期

病床数が約 18.8万床も超過したものになりました。思うように調整が進まないことに国

は苛立ちを見せることになりますが、「構想」の調整協議は公立病院・公的病院・その他
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の医療機関に分けて検討が行われており、どこから手を付けるかが迫られていました。 

そこで、国や知事の権限が行使しやすい公立・公的病院が俎上にのぼり、上から狙い撃

ちする形で強権的にリストラを迫る指名リストが提示されるに至ったと考えられます。リ

ストアップされた 424病院の中には、宇都宮市にある 2つの病院が含まれています。それ

は、漢字で表記される「宇都宮病院」（旧国立療養所東宇都宮病院）と、平仮名で表記さ

れる「うつのみや病院」（旧宇都宮社会保険病院）ですが、それぞれ感染症（結核）の病

床や実績を有する病院です。そもそも公立病院は、民間病院では採算性などから対応が困

難な医療（僻地医療や感染症治療など）を担っており、実際にも感染症病床の約 6割を担

っています。しかも、リストラ（再編・統廃合）対象とされた 440の公立・公的病院の中

には、感染症指定医療機関が 53病院も含まれています。なお、昨年 9月に公表されたと

きは 424病院でしたが、その後、見直されて病院数が 440に修正されています。 

そのため各地の自治体からは、「地方の実情が分かっていない」といった批判が相次い

で出されました。とくに、今ある公立・公的病院の半数が対象にされた北海道は、面積が

広大で公共交通機関に恵まれず通院に時間がかかる人も多いなかで、とくに冬場はままな

らなくなるという地域の事情があります。にもかかわらず全国一律の基準（診療実績と類

似・近接性）によって、縮小や再編を求めること自体に無理があります。リストアップさ

れた病院や自治体、地域住民から反発の声が挙がるのも当然といわねばなりません。 

 

(4) 栃木県の地域医療構想による病床削減と機能再編 

 栃木県の「構想」によると、2014年の総病床数 17,497床が 2025年の必要病床数では

15,458床となり、2,039床が削減（△11.6％）されることになります。その内訳は、高度

急性期病床数を 2,011床削減（△53.7％）、急性期病床数を 2,397床削減（△30.1％）、慢

性期病床数を 1,199床削減（△27.4％）し、その一方で回復期病床数を 3,921床（4倍以

上）増やすことになります。総病床数が 1割以上削減されるなかで、増加するのは回復期
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病床数のみで、そのために主に高度急性期病床と急性期病床が大きく削減される格好とな

っており、全体構造は国が目指す姿に沿ったものといえます。 

 次に、「構想」の「病床機能報告結果」とは時点（2014年）等が異なりますが、4-(3)

で示した 2018年実績に基づいて圏域別の増減（2018-2025年）を見ることにします。そ

れによると、減少するのは県南（△703床）と県東（△7）の 2圏域で、他の圏域はすべ

て増加することになります。とくに宇都宮は 978床の増加、県北が 139床の増加となり、

これにより県南への医療資源の一極集中はいくぶん是正されますが、最大の人口を要する

宇都宮より県南の病床数が引き続き多く、これまでも医療資源が県内最低であった県東が

さらに削減されるなど、従来の基本構造は維持されたままです。 

 
 

４ 「Withコロナ」と新常態（New Normal）をめぐって 

  新型コロナの第 2派、第 3派の感染拡大が懸念される中で、政府は Co Toキャンペー

ンの前倒し実施を強行するなど経済重視の姿勢を鮮明にしていますが、マスコミの同調も

得ながら「Withコロナ」という形で「感染防止と経済活動の両立」を訴えています。し

かし、ブレーキとアクセルを同時に踏む“カミワザ”ような「両立」が果たして本当に可

能なのでしょうか。本来は「新型コロナ対策が最大の経済対策」ではないのでしょうか。

具体的な感染拡大を防止する有効な手立てを講じることなく「両立」を掲げても、国民が

抱く感染拡大の不安が払拭できず増幅されることによって、巨額の税金を投入し迷走を続

ける Co Toキャンペーンの効果もいよいよ怪しくなっています。 

 同時に、こうした混迷のなかで冷静に注視しておくべきことは、「Withコロナ」の呼び

かけとともに「新たな生活様式」への移行が当然視され、さらにはポスト・コロナや新常

態（New Normal）という触れ込みで、あたかも希望あふれる未来社会が到来するかのよう

な「期待」が吹聴されていることです。上図はそうした状況を表現したものですが、

「Withコロナ」による「新たな生活様式」への移行として掲げられている事柄は、おお
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むね 3つのカテゴリーに大別することができます。 

 ①「マスク・手洗い・消毒」の励行は個人ベースの行動変容といえます。一人ひとりが

自覚して行うものであり、誰もがすぐに実行可能な対応です。これに対し、②「３蜜」対

策と呼ばれるものは、そこに個人が含まれるとはいえ自分以外の人との関係（接触）を前

提としたもので、自分が属する集団や空間または環境に左右されるといえます。これら①

や②と明確に異なるのが、③「テレワーク・オンライン化」です。そのきっかけは個人や

会社などの集団かもしれませんが、それを社会的に可能にし広げていくことにより意味を

有することになるものです。いわゆる「社会・経済のデジタル化」ですが、このテーマは

新型コロナ以前から政府・財界がめざしてきた「デジタル・トランスフォーメーション

（ＤＸ）」と呼ばれるもので、阿倍政権が掲げる最後の「成長戦略」ともいえます。 

この意味で、③は決して「新たな」ものではなく、これまでは思うように推進・浸透で

きていなかった社会的状況がコロナ禍を契機に大きく変わり、これを機に一気に加速させ

ていこうとする「便乗主義」的な側面を有しています。テレワークや各種のオンライン化

（オンライン診療、オンライン授業など）のほか、医療での電子カルテ化、マイナンバー

カードによる国民の一元管理、国・地方を問わない行政事務のデジタル化、追跡アプリの

普及、IoTによる身の回りのモノのネットワーク化、自動運転の実用化、物流システムの

デジタル化、そして個人情報をビックデータ化しＡＩを使っててビジネスに活用すること

など、デジタル技術を駆使して今までにないイノベーション（第 4次産業革命）を起こ

し、社会を「丸ごと未来都市」にしていこうとするものが Society5.0であり、それを社

会実験的に実装化するのがスーパーシティ構想です。 

 しかし、社会経済のデジタル化は、政府や企業による個人情報の活用に対する保護規

制、テレワークやギグワーカー等の新たな就労形態に対する労働者保護規制、デジタル化

による生産性向上が求められる中小企業淘汰への対策など多くの課題が存在しており、そ

れらを不問にしたバラ色の未来社会はありえません。新しい生活様式と新常態（New 

Normal）をめぐっては、こうした歯の浮くような未来都市への転換をめざすのではなく、

転換すべきは医療費抑制・効率優先の新自由主義的な医療政策や身内による縁故主義政治

であり、めざすべきは国民の生存権を保障する貧困や格差のない社会への転換です。 


