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紺野 震災から六年が経って、
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沿岸部に位置する医療提供施設
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そのうち、大槌病院と山田病院
が診療再開しています。そして、
今年度中には高田病院も再建の
予定です。
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健やかな毎日を送るために、行政にはいまどのような施策が
求められているのか。第 2 回は「医師偏在」の問題を考える。

全国平均の差は約十九人だった

健康な
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医師偏在の是正なくして、
地域医療再生はありえない。
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「県民総参加型」の地域医療をめざして積極的なPR 活動を展開
下：医師の地域偏在解消のために「地域医療基本法（仮称）」制定を訴える
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しっかり支える制度というのが

ためにはやっぱり地域医療を

なものが求められていて、その

達増 はい。三つの施策が柱に

達増 ええ。お医者さんも県民
画的な養成で、これはやはり国

に支えられているということで、 なっていて、一つは医師等の計

本法（仮称）
」の制定を提言と
ということで、医師のキャリア

してまとめたんです。
デザイン、人生設計、これと地
域医療の確保が両立できるよう
にしていくということです。
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