
故知新、言わずもがなですが昔のことを研究して、そこから新しい知識や道理を見つけ出すこと。上の写故知新、言わずもがなですが昔のことを研究して、そこから新しい知識や道理を見つけ出すこと。上の写
真は岩手県旧沢内村「深澤晟雄資料館」です。今から半世紀以上前、それまで日本で最も「乳児死亡率」真は岩手県旧沢内村「深澤晟雄資料館」です。今から半世紀以上前、それまで日本で最も「乳児死亡率」
が高かった雪深い寒村、沢内村は僅か５年で、日本で最初に乳児死亡率ゼロを達成しました。が高かった雪深い寒村、沢内村は僅か５年で、日本で最初に乳児死亡率ゼロを達成しました。
１９５７年深澤は村長となり「人間の尊厳・生命尊重こそが政治の基本である」の信念のもと、医師より１９５７年深澤は村長となり「人間の尊厳・生命尊重こそが政治の基本である」の信念のもと、医師より

先に保健婦（当時）を雇い、４人の保健婦は毎日毎日家庭訪問を続け、一人一人のことも、村全体として取り組むべ先に保健婦（当時）を雇い、４人の保健婦は毎日毎日家庭訪問を続け、一人一人のことも、村全体として取り組むべ
き課題も保健婦がつかんできたのです。保健婦を中心に、行政・議会・村民が話し合い、実状に根ざした「沢内村地き課題も保健婦がつかんできたのです。保健婦を中心に、行政・議会・村民が話し合い、実状に根ざした「沢内村地
域包括医療計画」を立てました。現場から離れたところで作成され「上から降りてくる計画」ではなく、「現場から域包括医療計画」を立てました。現場から離れたところで作成され「上から降りてくる計画」ではなく、「現場から
練り上げられた計画」です。練り上げられた計画」です。
１９６１年、１歳未満、６０才以上の医療費を無料化。１９６２年、全国自治体初の乳児死亡率ゼロに繋がります。１９６１年、１歳未満、６０才以上の医療費を無料化。１９６２年、全国自治体初の乳児死亡率ゼロに繋がります。
その３年後に深澤村長は、当時では発見しにくい癌の病で倒れ在職５９才で亡くなりましたが、正に命を懸けて沢内その３年後に深澤村長は、当時では発見しにくい癌の病で倒れ在職５９才で亡くなりましたが、正に命を懸けて沢内
村を生まれ変わらせたと言って良いでしょう。村を生まれ変わらせたと言って良いでしょう。
さて、コロナ感染は第７波を迎え、各地で感染者数の過去最多更新のニュースが入っており、我が県でも７月２９日さて、コロナ感染は第７波を迎え、各地で感染者数の過去最多更新のニュースが入っており、我が県でも７月２９日
には過去最多の３７１１人を記録しました。オミクロン株「BA. ５」においては重症化リスクが低いと言われていまには過去最多の３７１１人を記録しました。オミクロン株「BA. ５」においては重症化リスクが低いと言われていま
すが、このような感染状況が続けば病床も近く飽和状態になると予測されますし、既に発熱外来における検査の負担すが、このような感染状況が続けば病床も近く飽和状態になると予測されますし、既に発熱外来における検査の負担
が限界に達しようとしています。このようなことを踏まえ、宮城県は仙台市と共に国が新たに導入した「BA.5 対策が限界に達しようとしています。このようなことを踏まえ、宮城県は仙台市と共に国が新たに導入した「BA.5 対策
強化宣言」を８月 5 日発出しています。どうか県民の皆様には協力要請と呼びかけについてご理解いただき、感染対強化宣言」を８月 5 日発出しています。どうか県民の皆様には協力要請と呼びかけについてご理解いただき、感染対
策にご協力下さいますようお願い申し上げます。策にご協力下さいますようお願い申し上げます。
コロナ感染だけではなく宮城県では３月１６日の福島県沖地震被害や７月中旬の豪雨被害等の復旧や支援等急務ですコロナ感染だけではなく宮城県では３月１６日の福島県沖地震被害や７月中旬の豪雨被害等の復旧や支援等急務です
し、４病院再編問題も県民の命をどう守るのかも問われています。し、４病院再編問題も県民の命をどう守るのかも問われています。
私も県議会議員としてできるところ最大限頑張って参ります。この報告が最近の県政の動向を知る一助となれば有難私も県議会議員としてできるところ最大限頑張って参ります。この報告が最近の県政の動向を知る一助となれば有難
く存じます。く存じます。

記 4.8.5記 4.8.5　　　　　　宮城県議会議員　かんま  進宮城県議会議員　かんま  進

温
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令和 3 年度第 3 回定例会本会議一般質問「4 病院統合・合築について」ほか
令和 3 年度第 4 回定例会予算特別委員会「宿泊・観光需要創出費について」
令和 4 年度臨時会予算特別委員会　　　「被災者住宅再建支援費について」ほか
令和 4 年度第 1 回定例会本会議一般質問「県立がんセンターのあり方と 4 病院再編について」ほか
令和 4 年度第 1 回定例会予算特別委員会「県産水産物販売促進費について」
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会派で東日本大震災からの復興状況調査で東部
振興事務所管内、鮎川漁港にも。なんと 3.16 福
島県沖地震による桟橋被害が。（R4.3.25）

▲

第381回定例会で一般質問。「知
事選の日程等の在り方につい
て」「4病院統合・合築について」
（R3.12.2）
第 384 回定例会でも一般質問。
「県立がんセンターのあり方と
4 病院再編について」「人口減
少等、県政の諸課題について」
（R4.6.22）

▲

地域医療を守る共同行動みやぎ連絡会による 4病院再
編統合反対署名 28,907 筆分（第一次集約分）の署名
簿が県に提出されました。（R4.4.20）

▼

東日本大震災から早いものでまる
11 年の「みやぎ鎮魂の日」。犠牲に
なられた方々のご冥福をお祈り申し
上げました。（R4.3.11 県庁２F講堂）

▲

再質問　	がんセンターについて部長からの答弁は検討する、そして機
能を残すというやんわりとしたものでした。知事にお答えい
ただきたい。ズバリ言って県立がんセンターの今の機能をよ
り高度化する。機能を残すということでよろしいんですか？
目指すということでいいんですか？

答弁　	 そういうことを含めていろいろこれから検討していくことに
なります。（中略）【長期的な視点を持って政策をすすめる観
点と東北医科薬科大の役割についての説明がありそれを受け
て】そういうことも全体を考えながら、宮城県の中でどうす
ればいいのかということを、将来を見据えながら考えていこ
うと話をしております。ただこれは県の中だけで考えること
ではなくて、今は東北大学さんに全ていろいろコントロール
して頂いておりますので、東北大学さんにしっかりご指導を
受けながら、がんセンターが将来稀少がん治療・難治がんを
しっかりと今と同じような形で持って行く方が、持って行く
べきなのか、あるいは別の形を目指せばいいのか、しっかり
とご指導頂きながら考えていこうということで進めていると
いうことです。現時点においてはまだそこまで話合いは進ん
でいないということであります。

かんま進県議会・県政報告 2022 晩夏号　カンマーマン通信かんま進県議会・県政報告 2022 晩夏号　カンマーマン通信

＜R4.6.22一般質問＞

質疑　	 今回の追記「仙台市の考え」に対して知事は 4月 4日の定例
記者会見で病院間の議論の場において仙台市の考え方を一つ、
富谷市や名取市から出てきた意見、それ以外の自治体から出
てきた意見などを出して検討したい旨の方向性を示し、その
後「あらためて仙台市に対して、富谷市に対して、名取市に
対して何かを説明するということは、今のところ考えていま
せん。」と答えています。

	 説明する考えはないというのは聞きようによってはいかがな
ものかと思うものです。今回の追記「仙台市の考え」に対す
る県の対応について及び今後の検討協議について知事の所見
をお聞かせ下さい。

答弁　	 仙台医療圏の 4病院の統合・合築に関し、昨年 11月と今年
3月に仙台市の考えが示されましたが、県では昨年12月、市
の考えに対する見解も含め、県議会での議論や関係者の御意
見も踏まえながら、病院再編に関する課題や方向性について
政策医療分野ごとに項目立てをして、県の考え方を整理いた
しました。

	 今年3月に仙台市から示された考えは、仙台市が4回にわたっ
て開催した懇話会における意見などを追記したものでありま
すが、県の整理以外の新たな視点はなかったことから、現段
階で県から説明できる内容は全て説明していると考えており
ます。

	 県といたしましては、仙台市をはじめ、関係自治体や医療関
係者の御意見についても参考としながら、政策医療の課題解
決につながるよう、4病院再編の協議を進めてまいります。（知
事）

質疑　	 「県立がんセンターあり方検討会議」の報告書で県立がんセン
ターの課題解決に向けた目指すべき方向性が示されています。
（中略）報告書の目指すべき方向性１で示している「がんを総
合的に診療できる機能を有する病院」とする必要があるにつ
いては理解するものの、現在でもがんセンター自身でそのよ
うな趣旨に沿った形で従来からの診療科の充実と診療科の新
設等行っており、実際にはかなり達成されていると関係者か
らは伺っています。その評価について及びがんセンターのあ
るべき具体像についてお尋ねします。

答弁　	 県立がんセンターについては、我が県のがん征圧拠点の 1つ
としての役割を担っており、近年では診療科の新たな開設や
改編により充実が図られたと認識しています。これを踏まえ、
昨年 9月、がんセンターと仙台赤十字病院の統合により、が
んを総合的に診療できる機能に加えて、周産期医療、救急医療、
災害医療及び新規感染症にも対応し、地域の拠点となる病院
の整備を目指すことについて公表したところであり、その実
現に向けて引き続き取り組んでまいります。（保健福祉部長）

	 県立精神医療センターの合築浮上については、本来このがん
センターのあり方とは全く別物であります。3病院連携・統
合の協議を進める中で突如として出てきた感が否めません。
所見をお聞かせ下さい。

	 県立精神医療センターについては、老朽化が著しく個室化に	
も対応できないなど、早期の建替えが必要であるとともに、
単独では対応が難しい身体合併症について総合病院との連携	
体制の構築が課題となっておりました。このような状況の中、
東北労災病院、　仙台赤十字病院、県立がんセンターの3病院
の連携・統合の協議において、がん医療以外の政策医療の課
題解決について検討を進めたところ、我が県の精神科医療の
基幹病院である精神医療センターについても再編の検討の対
象とすることになったものであります。したがって、突然浮
上してきたものではなく、身体合併症への課題の解決などに
ついて、今回の再編に関わる関係者間で必要性を共有できた
ものであります。（保健福祉部長）

2020.8.4　知事臨時記者会見　
総合的ながん治療の提供体制に向け、県立がんセンターと東北労災
病院、仙台赤十字病院の連携・統合に向けて協議を始める旨を発表。
〇2020.9.8　富谷市が誘致に名乗り、以降、名取市議会が「がんセ
ンター」市内存続を求める決議。病院の誘致活動が始まる。
〇当事者として関わる県医労連や太白区町内会長協議会、青葉区連
合町内会など地域諸団体等、宮城県議会、仙台市議会も関っての要
望活動が始まる。
〇2020.11.26　仙台市長が知事と会談。「議論は平行線」
〇12月県議会知事答弁「年内結論は難しい。」「ゼロベース、統合
ありきではない。」と強調。
〇2021.1.21　環境福祉委員会部長答弁「協議の内容については、
この場でお答えできることはありません。」
＊このような内容の答弁が2月議会でも続き、県は何も明らかにせ
ず、6月県議会ではコロナ感染症対策が感染拡大もありメインテー
マとなった。
〇2021.8.3　知事定例記者会見「いろいろ調整はしておりますけれ
ども、まだここで公表できるという段階には至っておりません。」

〇2021.9.9 県議会自民会派代表質問に答える形で4病院再編につい
て発表。その後に「政策医療の課題解決に向けた県立病院等の今後
の方向性について」公表。代表・一般質問で4病院再編について6
名が質問。
〇2021.10.14～ 10.31　宮城県知事選・村井知事5選を果たす。
〇2021.11.15　仙台市が宮城県が公表した「政策医療の課題解決に
向けた県立病院等の今後の方向性について」に関する本市の考え公
表。
〇12月県議会一般質問で7名が4病院再編について質問。
〇2021.12.20　宮城県が「仙台市医療圏の4病院の統合・合築に係
る宮城県の考え方」を公表。
〇2月県議会代表・一般質問で4病院再編について5名が質問。
〇2022.3.31　仙台市が、宮城県が公表した「政策医療の課題解決に
向けた県立病院等の今後の方向性について」に関する本市の考え（追
加版）を公表。
〇2022.5.18　宮城県は4病院再編の具体的な方向性について検討を
行うための「仙台医療圏地域医療構想推進業務」を日本経営に委託。
〇2022.5.27　名取・富谷両市が宮城県に新病院の建設候補地を提案。
〇2022.6.15～ 7.5　6月県議会
〇2022.6.22　県議会自民会派一般質問に答える形で4病院の再編に
係る新病院の具体像について公表。
その後7.1の環境福祉委員会に配布資料として提出。

● ● ● 　 県 立 が ん セ ン タ ー の あ り 方 と 4 病 院 再 編 に つ い て 　 ● ● ●

 市民・県民の目線で
仙台市の考えに対する県の対応及び今後仙台市の考えに対する県の対応及び今後
の協議の方向性についての協議の方向性について
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答　弁

答　弁

答　弁

■4病院再編については出発点として■4病院再編については出発点として
	 県立がんセンターのあり方を検討する	 県立がんセンターのあり方を検討する
	 ところから始まっています。	 ところから始まっています。

再質問

 4 病院再編の経緯・ふり返り
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東北労災病院東北労災病院 県立精神医療センター県立精神医療センター

国際リニアコライダー（ILC）
の誘致を推進するため、一関
文化センターでの推進大会に
宮城県議会からも多くの議員
が参加。（R3.12.24）

◀︎



当然出していいお金なので県民のがん治療のためにという
ことで出しておりますが、全く県の負担なしに黒字経営なん
だということでは決してないということはご理解頂きたい
思います。（知事）

　
	 ご説明ありがとうございます。やはりそういったことを明ら

かにした中で、どういう風に考えるのかということが大事だ
と思います。知事が別にそれは高いものではない的な発言を
されたので良かったけれど、どう評価するかだと思います。
「それは負担だ」と言って、「じゃあもう高度医療については
止めちゃおう」というようなところに結び付くのではないか
との不安がやっぱりあるんです。誰が思っているかというと
全体として、全て我々は分かっている訳ではないから。そう
いった点で一つ一つやはり説明した中でどういう風にする
かとか進め方だと思います。ずっと情報公開について話をし
てきましたがやはり出せるものはきちんと出して提供して、
そして議論していくことが、やはり県民が「なるほど」と納
得の中で行政が進んでいく訳です。がんセンターの事が中心
になって始まった事ですから是非そういった姿勢を持って
色々とご検討頂ければと思います。

　　

〇県内調査　4.6.2～3（1泊2日）
■社会福祉法人東松島市社会福祉協議会
　被災者ケア・社会福祉協議会の現状と課題及び災害時
　要援護者対策について
■一般社団法人東松島みらい都市機構
　スマート防災エコタウン及び東松島市地域新電力事業について
■気仙沼地域エネルギー開発株式会社
　バイオマス発電について
■社会福祉法人	はらから福祉会登米大地
　障がい者就労の現状と課題について

〇県外調査4.8.8～9（1泊２日）
　コロナ感染拡大の為、当初予定の宮崎県調査は中止
■特定非営利活動法人NPOこどもサポート・みんなのおうち
　子育て支援及び子どものための取組について（熊本県）
■球磨村役場
　「脱炭素×創造的復興」によるゼロカーボンビレッジ創出
　事業について

	 今検討中であることはわかりましたが、医科薬科大学の地域
医療と専門医療の認識については専門家に聞かないといけ
ないと思います。中途半端なものにならないようきちんと詰
めて頂きたい。どういう過程でどういう話になっているか全
く分からないので憶測で物を言うので失礼かもしれません
が、そういったことを感じております。繰り返しになります
が、がんセンターの経営についてお聞きします。

　
	 近年がんセンターは経常利益黒字を出しておりますが県と

して20数億円の毎年繰り出しをしている訳ですが、今回の
再編については財政的な視点が最初にあるのではなくて、が
んセンターの機能を今後いかに維持して発展させるかとい
う観点でありまして、その為の東北大学との機能分担、民間
との機能の分担、又がん以外の分野、周産期等での地域医療
の課題の観点で検討するものです。（保健福祉部長）

　
	 少し付け加えご説明します。20数億運営負担金を出してい

ますけど交付税も入っています。数億。15億まで行ってな
いと思います。10数億は一般財源ですから県民の負担が全
くない形で黒字経営している訳ではなく、その分を抜いてし
まったら毎年10数億の赤字ということになります。これは

答　弁
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環境福祉委員会

答　弁

やまなし・ＣＯ２フリーの水
素社会を目指したＰ２Ｇシス
テム技術開発状況。
水素トレーラーに載せる水素
タンク。7/9～ 10スポーツラ
ンドＳＵＧＯでのスーパー耐
久でＳＵＧＯ初登場の水素燃
焼カローラへ水素供給で行っ
て来たばかりとの話には一同
驚きでありました。

▼︎

鬼首地熱発電所更新工事
の視察時。地球のエネル
ギーは凄い！国の 2030
年度電源構成（新ミック
ス）100 分の１が地熱、
その１％が貴重です。

▲︎

山梨県果樹試験場は甲府盆
地が見降ろせる丘陵地帯。
調査終了後に全員集合。

▼︎

《前項の続き》

再生可能エネルギー・脱炭素調査特別委員会
〇参考人意見聴収　4.4.14
■東北地方整備局建政部住宅調整官
　脱炭素社会に向けた住宅・建築物の省エネ対策について
■東北大学大学院工学研究科技術社会システム専攻教授
　カーボンニュートラル社会とイノベーションについて

〇県内調査　4.5.17日帰り
■電源開発株式会社鬼首地熱発電所
　最新設備への更新工事の実施状況について

〇県外調査　4.7.13～15（2泊3日）
■山梨県果樹試験場
　4パーミル・イニシアチブによる二酸化炭素低減の
　取組について
■米倉山太陽光発電所PR施設「ゆめソーラー館やまなし」
　（電力貯蔵技術研究サイト）
　やまなし水素・燃料電池バレーの実現に向けた取組について
■経済産業省
　クリーンエネルギー戦略について

再質問
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