※ロータリーの友
※例会のお知らせ

私にとって非常に嬉しいことだと思っております。
その様なことで、この時間をお借りいたしまして市

横須賀・横須賀南ロータリークラ

ブ
◇
岩野 整委員長
会員総数２９名 本日出席１５名
本日欠席１２名出席率は５５．５％
となります。
◇
川﨑 昇 委員長
鈴木正孝 3,000円 結婚祝いありが
とう。小澤先生、今日はお忙しい所
ありがとうございます。楽しみにして
います。
芹川直行 1,000円 小澤先生、本日
の卓話よろしお願い致します。。
星野 雄 1,000円 初夏のようにな
りました。先週日曜日、鉄火巻き日本
一無事終わりました。小澤院長お話楽
しみにしています。
本山 誠 3,000円 結婚祝のお礼として。小澤院長
卓話宜しくお願いします。
村山智城 3,000円 結婚のお祝い有難う御座います。
高木 巌 1,000円 今日はよいお天気です。前回欠
席のお詫び。
秋本清道 1,000円 前回欠席しました。
鈴木康仁 1,000円 本日早退のお詫び。
星野 雄 3,000円 財団BOX
高木 巌 1,000円 財団BOX
秋本清道 1,000円 財団BOX
岩野 整 1,000円 財団BOX 小澤先生ようこそ。
星野 雄 3,000円 ポリオ撲滅BOX
秋本清道 1,000円 ポリオ撲滅BOX
星野 雄 3,000円 米山財団BOX
秋本清道 1,000円 米山財団BOX
◇
三浦市立病院院長 小澤 幸弘 先生
本日はお招きいただきありがと
うございます。
三浦私立病院の院長の小澤です。
皆さんは三浦市内の方々なので三
浦市立病院がこの先どうなっちゃう
の、この4月には無くなっちゃうん
じゃないのと言う話しが、町の所々
で広がっているように聞いております。
そうゆう状況の中で、この4月から何とか動き出し
てはおりますが、まだまだ皆さんには心配をかけてい
ると言うことは重々自覚しておりますが 、その中で
病院がどのような方向に進んでゆくのか、現状は如何
なのかを皆様にしっかりと事実と現状を知っていただ

立病院の現状と、此れからを、私自身がどのように考
えているかとをお話して行きたいと思います。
それに先立ちまして、私自身がどう云う人間なのか、
どう云う気持ちを持って三浦に来たのかと云うことを
皆さんに知っていただけると、これからの話しが理解
していただけるかと思いますので、身の上話しで申し
訳ないのですが、私自身の話しから入らさせていただ
きます。
医師になると云う思いは小さい頃からあったので、
苦労して勉強し大学に入り、大学は新潟大学で6年間
過ごしました。その間、私自身体を動かすのが好きで
したので、自ずと外科医を目指そうと云う気持ちが自
然に流れたのか、外科医を目指すと言う気持ちを持っ
て新潟に残るか、私自身、実家は東京の者ですから悩
んだ末、最終的には横浜市大に参りました。そこで外
科医の修行を始めた訳です、なぜ外科医になりたかっ
たかと言えば、メスで切って直す、結果が早く出る、
どちらかと云うと外科医でも、私自身食道癌を専門に
やっておりましたから全身関係が必要になってきまし
た。要するに全身が診れないといけない、その頃私の
「ボス」から食道癌をやる人間はｷﾝｸﾞｵﾌﾞｻｰｼﾞｬﾘｰにな
るとゆう風に云われまして、食道に誘われた訳で。
外科医の、その時代にあっては食道を選考する人間
がｷﾝｸﾞｵﾌﾞｻｰｼﾞｬﾘｰになると云われ、その道の入ったわ
けです。その後は、ただ食道だけでなく色々な所を回
して貰いました、南共済、東京のガン研、そこで色々
な癌を学ばせていただきました。その後が平塚共済、
その頃は精神病センターだった県立ガンセンターでボ
スから私の手伝いに来てくれと云われ県立ガンセンター
の創設期で食道癌を３年半切っておりました。その時
代は専門病院で食道癌を切らしたらいろんな教授より
数はいっぱいやってるぞと云う思い上がりもありまし
たけれども、その中で自分は専門家になって行くんだ
ろなと思っておりましたが１０年目で大学に戻されま
した。
大学で教育スタッフとして色々やって行く内に4年
目に救命センターに配属されました。
横浜大学の救命センターでしたが、この時、神戸の
大震災が起こりました。このとき救命センターの医局
長をやっておりましたので、救急隊を組織して真っ先
に神戸に駆けつけましたし、この時期サリンの事件も
あった年でもあります。
このような経験から、この2年間で、専門家でやっ
て行くよりも全身を診て対処するのが本当の外科医で
はないだろうか、ソレまでの経験を生かす事が出来る

くことが非常に大事なのではないかと考えております。 と思いました。そうこうしている時に大学からの話し
その様な意味からも、こう云う機会を頂いたことは で、そろそろ医局から羽ばたき、何処かの病院の部長
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医師に成っても良いのではとのお話があり、三浦市立
病院と足柄上病院のどちらかに行ってくれないかと云
うことになりました。
私自身、三浦も足柄上病院のどちらも行ったことは
無く、向こうは県立でしたが訪れたことは無く、自分
が実際に手の届く範囲の医療をやりたいな！又、そう
ゆうのでないと自分でも遣り甲斐を持てないのではな
いかとの思いがありましたので、足柄上では５００床
ぐらいあるかと思いますが、そのくらいの病院ですと
多くの外科医も居れば他の医師もいる処で一人の医師
としてやって行くよりは、三浦は１３６床で３名の外
科医はおりましたけれども、そのような規模の病院で
でやってゆくほうが自分の手の届く納得した医療が出
来ると思い、両方とも良く知らなかったのですが三浦
に行かせて貰いますと云うことで１３年前からこちら
に参った訳であります。
そう云う訳で、そのころは五十嵐先生が院長で外科
を私にやれと呼ばれた訳です。
基本として地域にあって、きちんとした癌の治療が
地元でも出来ると云う思いで外科医としてやってまい
りましたし、地元で日本の同じレベルの治療が出来る
病院にして行きたいと思っております。
そう云う中で13年間やってまいりましたが、昨年前
院長の五十嵐が大和病院に移りまして、私が院長にな
ると云う異例な人事異動でありました。これは今の医
療制度の改革の中の流れであって、三浦の特殊な出来
事ではなく、近年の医療制度の改革の一例だと思いま
す。と云いますのは、今までは医局制度、医局が医師
を派遣してきて地域の医療を支えていると云う方式が
診療報酬等を含め変化してまいりました。医局の力が
だんだん弱くなってきて大学の医局が医師を地域に均
等に派遣すると云う機能がだんだん落ちてきています。
そういう中で、今の研修員制度は個人が病院を選べ
る、個人が自由に病院を択べ、そこで研修も出来、修
行も積み重ねることが制度として変わってきた訳です。
このような流れの中で、大きな病院、小さな病院、
それに都会の病院、地方の病院とでは差が有りまして、
都市部の病院へ医師が流れやすくなって居ります。
個人の選択に任せれば、どうしてもその様な現象に
なるのは否めない。今までの医局制度では医局が医師
の勤務先をコントロールが出来たのですが、その医局
でさえ医師が不足して、医局が関連する病院に序列を
付け出したのです。医局の理由は色々あるようですが、
どちらかと云えば大きい病院で修行したいと選択させ
る方向に成ってしまいます。
今の若い医師が望む病院、今の医師を育てる医療制
度、どちらかと云うと専門的な医師を育てている。内
科ででも例えば、糖尿病を専門にやる医師、呼吸器を
やる医師、循環器を専門にする医師等、これから大き
な病院に就職するなり、開業するなりしても、専門的
に修行しておいた方が有利なポジションに有るのだ！
と云う風潮が確かにあることは事実です。
又、大学にしてもその様にしないと医局に医師が集
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まってこない現状なのです。このような状況では大き
な病院でないと大学から医師が派遣されず、地域にあ
る小さな病院は派遣をする序列としては、下の方にな
り、この様なことが医師に関しましては、ここ数年あ
からさまにないてまいりました。
三浦市は横浜市大から医師を派遣してもらっていた
のですが、三浦は横浜からそう遠くではないのですが
横浜市内の病院か横浜市外でも５００床以上の病院に
比べると三浦市立病院は格下にされてしまうと云うの
が現状です。
その様な中で派遣される医師も段々減ってゆき、医
師もモチベーションが下がった状態のなかで派遣され
てくると云うのが、ここ２、３年の状況だったと思い
ます。昨年は内科医師が３人にまでに減らさせれまし
て、土曜日は休診にするとか、何とか乗り切った訳で
すけれど、救急は24時間、３６５日確保し何とか凌い
でまいりました。昨年の12月の末、内科の方の医局か
ら、来年度は医師を派遣しないと年末の押し迫ったと
きに最終通知かまいりまして、もちろんその前には色々
交渉はしたのですが！内科医が全く居ない、と云うこ
とに成りますと非常に病院の機能自体が持ち堪えられ
ないと云うことになりまして、色々な方面にお願いに
行きました、大学は当然行きましたし、思いつくとこ
ろ総て廻りました。ただ今の状況では、大学の内科の
医局から見捨てられた医局に外の医局が目を向けては
くれないのが現状でした。そこで発想を変え外来のレ
ベルを高く入院のレベルを下げると云うのではないの
ですが、今までもそうでしたが入院で診る治療はある
程度制限せざるを得ない。心筋梗塞、脳梗塞等非常に
専門的な治療が必要ですし設備的にもかなり大きな設
備が必要です。この様な部分までもうちで総て賄う、
いままでも出来ていた訳では無いのですが、うちの病
院の機能設備としてはそこまで求めてやる仕事ではな
いと私自身が思っております。
横須賀には大きな病院が揃っております。うわまち、
共済、市民、それぞれの病院が心筋梗塞に対するｲﾝﾀｰ
ﾍﾞｰｼｮﾝと言いまして血管外治療が出来る施設が三つご
ざいますし、脳卒中に対しても今は血栓溶解療法と云
う三時間以内にその溶解療法が出来れば、後遺症を残
さずに完治する可能性も高くなって居るます。その様

な高度のな治療を含めある程度の専門的な治療は其方
にお任せするしかないと考えております。ただ、その
様なことがすんなり行なえうかどうか、ソレと判断で
すが、その時の診断の力、後の方治療も必要になって
くると思います。そう云う意味での入院治療はうちで
やる、その様な役割りをうちの病院が行う。
市民やうわまちや共済病院のような病院をもう一個
三浦に持とうと云うのではなく三浦に適した、合った
機能のある病院、そして有効に働く病院を作り上げて
行くことが大事なことだと思っております。
そうなりますと、どちらかと云うとスペシャリスト
を集めるのは今の状態では困難だと言うことは先ほど
申し上げましたが、今、うちが求めているのはゼネラ
リスト、幅広く、浅くとは云えませんが、そんなに専
門的に深くはなくとも、幅広く症状が診える人、幅広
い判断が出来る医師を集めることが、より機能として
高い病院を作り上げる一番の礎になるかなと思ってお
ります。
その様な中で、今回大学の医局に、表現は自虐的に
なりますが見捨てられた状況は、大学からの関係が途
切れたことについては、ある意味で喜び多きことだな、
と思っております。大学側が求めることはより専門家
を育てることです。その様な中で、うちは専門家の医
師を求めているんではないと、私自身は考えています
し、又大学からくる人間も専門的な修行をしようとし
ても、うちでは修行がしきれない、そうすればモチベィ
ションも下がる。そうすれば中々やる気も無くなる。
と、云う様な流れの中で最近の若い人の中には、結構
その様なものを求めている人が多くなっています。要
するにゼネラルをやりたい、地域で広い知識を身に付
けて、地域で医療をやりたいと云う人間が少しずつで
はありますが増えてきています。そう云う人間はなか
なか医局からは派遣とはならないのです。そのような
中で公募と言う形で広く個人で動いている人達をピッ
クアップしてゆけば、こちらが求めている医師が集ま
るのではないかなと思っています。
と言っても、そう云う医師が直ぐ集まるか、とは中々
行かないのですが、その様な医師をこれから先集めて
ゆき、三浦に合った機能を有する病院に作り上げてゆ
くことが私の目指すところでありますし、又その様に
やってゆくと考えております。
かと言って内科をこの４月からすんなりとそう云う
医師を集められて始められた訳ではないんです、実際
に外来は専門医をかなり大学から非常勤ですが派遣し
てもらっておりますし、内科の病棟には見てみますと、
実際の所、２０年選手の外科医に内科の部長になって
もらいました。それからもう一人幸いに救命センター
から救急医を派遣してもらい、救急医は何でも診ます
から内科を診ています。ただ内科が二人では少ないの
で、正直私が一人の内科医として病棟を見ております。
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その様に４月にスタートしたので、厳しい状況下先
が思いやられるな！と思われるかもしれませんが、幸
い６月に二人の内科医が公募で見つかりました。内科
医が二人就職してくれることが決まり、これから先、
三浦の地域で三浦が実際必要としている機能を果せる
病院を作るためには、如何に医師を集めるかに掛かっ
ていると思います。
その様な中で、今回６月から二人の内科医を常勤医
として迎えることが出来たことは、これから先、かな
り希望の持てる状況かなと思っています。
そんな中で、しっかりと、ゼネラルにやってゆける
医師をうちで見つけ、うちで育ててやって行ければ、
今は経営的にも厳しい状況にありますけれども、そう
云う機能をしっかり求めてゆければ、逆に、三浦にとっ
て、また三浦らしい病院が出来上がってゆくのではな
いかと思っております。
今日は時間的に内科だけのお話になってしまいまし
たが、今一つ心配事は６月に整形外科も大学が引き上
げます。この話しは少しく聞いて居られる方も有ると
思いますが、内科と整形外科が４月６月で大学側が引
き上げることにないております。残念ながら一ヶ月に
なっておりますが６月からの整形外科の体制は未だ確
定しておりません。今、一人常勤を確保出来るか交渉
中なのですが、６月から幾つかの非常勤で来てくれる
所のOKを貰っておりますので、そう云う形で６月から
繋ぎながらより整形も今の必要な形でやってゆけるよ
うに作り上げてゆこうと思っております。
私自身、先ほども言いましたように、ある意味大学
からの呪縛が解けて三浦らしい病院を作り上げてゆけ
るスタートをこれで切れたんだなと云うふうに思って
おります。当然それによって経営を良くして市に財政
負担が無いような形での病院を作り上げてゆくのが一
つの私に課せられた仕事かなと思っておりますので、
皆さんのご支援が一番重要、大切なものに成って行き
ますので、これからも宜しくお願い申し上げます。
芹川Drの質問（紙面不足で省略）に答えて！
内科の方は専門性を持った医師を非常勤ならば大学で
は出せるのです。要は非常勤だけの、ある意味大学だ
けの給料ではやって行けない部分があるので、外に出
したい訳です。その所を此方も使わせて頂き、各専門
の医局にお願い致しまして、非常勤の先生を出して貰っ
ています。そう云う意味で云えば神経内科の教室から
は月火木金と助教授を初め、後二人上の先生が来てく
れますし、消化器内科も不足しておりますが、毎日来
てくれている様に成っています。その外にも非常勤で
はありますが呼吸器や循環器の専門の先生も週に二度
三度と云う形で来てくれて、専門的な治療や診療のレ
ベルを落とさないように非常勤では有りますが協力し
てくれていることをご承知おき下さい。

