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2010 年 4 月 30 日

ボケ防止を兼ねて

中安ｒち日
宏規

今回 臨時４頁

第９７号の「独メルケル首相の国民への
呼びかけ」全文、第９８号の「ドイツに遅れ
る日本の医療/２７年間ひたすら医学部入
学定員を減らしてきた」は、反響がありまし
た。９８号の補足と、医学部入学定員減ら
しの影響、歴史や体験を無視する安倍首
相らの新型コロナ対策を考えます。
❶ 図Ａは、OECD Health Data の 2010 年
（左）と 2015 年（右）の「人口 1000 人に対
する医師数」のデータです。１０年版は「医
師数」で１５年版は「臨床医数」。臨床医は
病院勤務医のイメージがあるが、辞書によ
れば、基礎医学以外の患者と接する勤務
医と開業医を指す用語である。
❷ 図Ａは、３１か国の中から医師数の上
位５か国とＧ７（赤字）をピックアップした。
2010 年の日本は、総合順位２４位でＧ７で
はドンジリ。５年後の２０１５年は、総合順位
が２７位に落ち、Ｇ７もドンジリだった。一方
のドイツは、わずか５年で人口１０００人当りの医師数
が３.６から４.１へアップし、現在、日本の２倍近い医師
を抱えているよう思われる。
➌第９８号❷でドイツは「空飛ぶ病院」と日本の６倍近
い１万床の集中治療病床を準備している外電を紹介
した。そのとき「ドイツに周回遅れの日本医療」の見出
しを考えた。しかし、新型肺炎での日本の実態が新聞
などから判らず「ドイツに遅れる…」と和らげた。
➍ 図Ｂは、共同通信が４/１８日、地方紙へ配信した
「空き病床が２０％未満の自治体」の表である。東京の
▲25％は、入院患者が２５００人・確保病床が２０００床
で５００床の不足を示す。大阪・兵庫も▲印。沖縄は満
床で滋賀・香川の空き病床は １ケタである。表の８都
府県が確保している病床は計３６２４床。対する患者は
４１３１人で差引き５０７床が不足している。
❺ 表にない埼玉県では、自宅待機中だった５０代の
男性が入院予定日の２１日に死亡する悲劇が起きた。
共同通信の記事は【埼玉県は、京都府・高知県と共に
空きが 20％以上 30％未満。中でも埼玉は２００人程度
が自宅待機中で実情は切迫してる】/【少なくとも３４自
治
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自治体が入院中の軽症者を宿泊施設などに移送】
/【４７都道府県が確保した病床は計約１万５００床だ
った】/【国は全国の感染症指定医療
→次頁へ
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前頁から） 基幹病院の空き病床を足しあげて２
万８０００床を確保と説明してきた】/【実際は設備
や医療スタッフ不足のため、すぐ入院出来ない
病床もあり、実態より多目に算出されていた】。
共同通信は、政府のごまかしを指摘している。

図Ｃ
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軽症者への政府対応の変転
❻ 図Ｃは、政府の軽症者への対応を新聞記
事からまとめた。図Ｂ・Ｃを合わせて読みながら
「政府は詐欺師だ」。そう思うと同時に、
「軽症者の命を軽く見るパワハラ」を感じた。
ホテルなど借り上げの宿泊療養は、医療関係
者も常駐しているらしい。自宅療養は保健所が
１日１～２回、電話などで体温・せきなど聞き取
り、悪化したらすぐ入院してもらう事になってい
るという。専門家は「肺炎になると、徐々に酸素
を取り込む機能が落ちるが、すぐ息苦しさを感
じることは無い。だが血中の酸素濃度が一定レ
ベルまで下がると、急激に重症化する」（4/24
毎日新聞）。下の図Ｄは厚労省が２８日発表
が
図Ｄ

る

その後

４/２１日
４/２３日

軽症者に対する政府対応の変転
陽性が確認された患者は、軽症者を含め全員を
入院させる
感染者が増えた場合、軽症者を自宅療養とする
方針を示す
重症者の受け入れに支障をきたす都道府県は、
高齢者や妊婦などを除く軽傷者の自宅療養を認
め、家族に高齢者や医療従事者がいる場合など
は優先的に宿泊療養とする。
自宅療養が全国的に増え、家庭内感染が増加。
埼玉県で５０代の男性が自宅療養中に死亡。同
県では４月中旬、７０代の会社役員の男性も自宅
待機中に悪化し救急搬送後死亡と公表。
・東京都が、家庭内感染防止などの観点から加藤
厚労相に軽症者の宿泊療養を原則とするよう要
望。厚労省は軽症者や無症状者はホテルなど宿
泊施設での療養を原則とする方針に変更。
・埼玉県の感染者７２９人中半数の３５７人が自宅
待機と判明。神奈川県では１２６人中６１人が自
宅待機している。
・菅官房長官会見：「感染者の状況は厚労省が
都道府県を通じて把握しているが、自宅療養して
いる方の数は現時点で把握しておらず、今後把
握していく」と述べた。

発表した「要注意１２症状」
だ。流行し始めた頃は「糖尿
病など基礎疾患がある高齢者
の罹患が多い」を盛んに伝
え、「熱が３７度以上４日続い
たら注意」と喧伝。肺炎で最も
注意すべき症状を今頃とは!!
パルスオキメーターターは、指
に挟むタイプのネット販売は１
万円以下で購入可能だ。
❼ 菅長官の「自宅療養者は

全国の病院で院内感染が拡大している。だが、院内感
染の都道府県別の統計を政府は把握しているのだろう
か。個人で地方紙を含め集計するのは困難だ。図Ｂや
Ｃのような軽症者の自宅待機者の人数すら把握してい
ない棄民的な安倍政権への期待は無理だろう。全国
紙も右往左往だ。テレビは有名芸能人のコロナ犠牲
者に時間を割いている。そこで地域のコロナ対策基幹
病院の院内感染に絞ってウオッチしてみた。
❽ 図Ｅは、かわら版９８号を送信後に寄せられた神戸
市立医療センター中央市民病院で手術を受け、現在も
再診が困難な生の声である。赤字で示した専門医の苦
闘は、前号指摘の２７年に及ぶ医学部入学定員を削減
してきた自民党政権のツケの証言でもある。 ☛次頁へ
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把握していない」発言は、上
からの視野の狭いスッポトライ
ト発言の典型だ。かつ政府の
粗末さを露呈した。“安倍のマ
スク”の予算４６６億円のほん
の一部を割けば、自宅療療
養の待機者に血中酸素濃度
の測定器の貸与が可能だろ
う。菅発言は、ドイツの「重症
用１万床を確保」の足下にも
及ばない事を認めたのだ。

図Ｅ 私は一昨年前立腺手術、昨年は肺炎で入
院しました。入院したのは地域の拠点病院、神戸
市立医療センター中央市民病院でした。痛感した
のは、医者はほんとに過酷な労働をしていること。
手術、病床の見回り、そしてさらに外来患者の診
察…。私を担当した若い医師には、こちらから「先
生大丈夫ですか」と声をかけたほどです。今回ここ
でコロナの院内感染が発生し、新規の外来診察な
どは中止になりました。病院内は今どうなっている
のだろうと考えます。感染を恐れた私は 3 月の再
診を延ばしてもらい、さらに 4 月も再延長してもらい
ましたが、予約変更専用電話も代表番号もずっと
話し中、メールでやっと用が通じました。その際相
手は事務職員でしたが、心からの感謝と激励の言
葉を連ねました。

1％増やす気持ちがあったら…
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医学部入学定員を 1％.増やしたら…
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前頁から） ６年連続で「全国救命救
急センター評価結果」で全国１位の
神戸市民病院は、４/8 日から看護職
を中心に入院患者ら３３人が感染し
た。同じ時期に東京の基幹病院の都
立墨東病院も患者職員４２名が感
染、一部の診療を除いて新規入院の
受け入れを中止するなど、現在も基
幹病院の機能を失っている。

❾ 図Ｅは、「失われた２７年」が始まった１９８１
年から、前年の定員の１％を増員する前提で作
成したグラフだ。増員数は小数点１位で四捨五
入し加算した。４０年後の今年２０２０年時点で７
万５６６０人の医師が増えたことになる。２０００年
から介護が始まり、高齢者対応の医師も必要だ
ったはずである。定年を何歳にするか等の問題
もあるが、その６割の４万５０００人余を勤務医と
して採用。専門医・勤務医・地方手当などを加
算。それぞれの勤務年限に沿う退職手当制度
を盛り込めば、地方の医療過疎や専門医の負
担軽減、研究にもプラスになり、コロナ騒動のよ
うな後手へになるような事も無かろう、という
素人の考えである。

❿ 図Ｆは、国別感染数を「ＢＣＧ接種国」と「接
種しない国」に色分した。幼児の結核防止ワク
チンＢＣＧが、コロナ肺炎に有効らしいという話
が広がっている。そこで結核を撲滅したと接種
を廃止した欧米 ■に比べ接種を続ける■日
本・中国などに色分けし人口１００万対の死亡数
を比較してみた。欧米に比べ接種を続ける日本
や韓国・中国などは少ない感じがする。封じ込
め手段の当否には時間必要だろう。

女性がトップのドイツ・台湾・ニュージーランド
は、死亡数が周辺国より少ない。ニュージーラ
ンドのアーダーソン首相は４０歳誕生日の翌４/
２７日、「ウイルスは現時点で排除された。だが
油断は禁物」とロックダウンを解除した。男に比
べ迷わず手を打ったと言われている。

図Ｆ
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❽ 鰥寡孤独と篤癃。

東日本大震の発生当時、話題になった平安時代初期

７世紀の飛鳥時代から１３００年余、日本の政治のト

の８６９年に起きた貞観 地震。この歴史上の巨大地震

ップが守ってきた伝統の福祉政策です。

が、陸奥 の蝦夷征討 の最前線の多賀城 （宮城県多賀

じょうがん

みちのく

え み し せいとう

た が じ ょ う

城市）を襲った。大津波で多賀城は壊滅。死者は１００

鰥は妻を失った男性

しょくにほん ぎ

０人に達したことが続日本紀に書かれている。

寡は夫を亡くした女性・未亡人

せいねい

当時２０歳の清寧 天皇は、京都から約８００ｋｍ離れた

孤は親のない孤児

多賀城へ被害調査団と慰問使節団を派遣した。

独は身寄りのない者

慰問使節には、国司（多賀城長官）と共に民夷（国民と

篤癃は難病を抱えた人

蝦夷）を問わず温情で接し犠牲者を 棺 に納め、被害

こ く し

みん い

ひつぎ

じ とう

女帝の持統天皇（６９０年即位）が、こうした弱者を救
済したことが日本書紀に見える。

者には減税を行い、困窮し立ち上がれない鰥寡孤独
ちん

あわれ

の者には、朕 （天皇）自ら接するよう 憐 みを以て対応
せよと命じた（続日本紀）。

ようろうれい

７１８年の養老令は弱者を村落で養い、国家が救援

も う し

せい

鰥寡孤独という言葉は孟子 （前３７２～前２８９）が、斉

米を支給する制度を整えた。

の宣王（～前３０１年）が王政について尋ねた時、徳望

平安中期以降は５月吉日に京都の困窮者に米塩支

の高かった周 の文王（生没年不明）が、鰥寡孤独を救

こ う きょう

せん お う

おさ

あ

給を行い、中国の古典「孝経」の「国を治める者敢え
かん か

あなど

ち し ゃ

おきて

しゅう

ぶん お う

済した話をした。宣王は「すばらしい話だが、私には出

て鰥寡を 侮 らず」の影響を受け、以後、治者の 掟 に

来ない。第１に私は財貨を好み、減税や救民は出来な

なる。

い。第２に女色を好む…」と。
よしむね

めやすばこ

徳川８代将軍吉宗が目安箱の提案を受け小石川養

面白い対話は省くが「孟子」が日本に伝わったのは、
けいたい

生所を開設したことも一つに挙げられている。

継体天皇２３（５２９）年頃と見られる。

安倍政権には、日本の伝統ある弱者救済の福祉行政を知る者がいないようだ。
寂しいかな安倍政権!!

