
南信地 区の看護師養成 を考 える

一看護師養成は自治体の責任である一

1.は じめに

駒ヶ根看護専門学校 (以下、駒看 とする)は、昭和 46年 4月 に開校し、平成 9年 3月 、

24期生を送 り出して閉校 となった。

この間に、毎年 40名 、総計 795名 の卒業生を世に送り出し、そのうちの約 70%が上伊那

を中心として南信地区に留まって、地域医療を支えてきた。

年間の県の予算は 6,000万 円で、諏訪赤十字附属高等看護専門学校の年間予算 1億円に

比べれば、極めて効率のよい運営であつたと思 う。

この閉校は、今考えても、返すがえすも残念なことであるが、過ぎたことは仕方がない。

駒看の設立には上伊那医師会が協力 し、その運営にも全面的に応援 してきた。 しかし、看

護大学創立の取引として駒看の閉校があることを、上伊那医師会が初めて知つたのは平成 3

年 8月 のことで、地元医師会に何ら相談もなく、寝耳に水のことであつた。

なんとか存続するよう上伊那医師会は努力 したが、「我々には准看護学院がある」といつた、

対岸の火事を見るような雰囲気の医師会員も少なからずいたと思 う。

駒看の閉校後、その影響が徐々に出始めて、上伊那地区の看護師不足が年ごとに増 し、高

等看護学校設立を再び望む声が高まってきた。

平成 13年 6月 に樋代昌彦上伊那医師会長は、看護大学に付属の高等看護専門学校 (3年制 )

を開設するよう、時の田中康雄知事に要望書を提出した。

その志は、次期伊藤隆一会長にも、現在の神山公秀会長にも引き継がれているが、自治体

の長があまり熱心でないのか、話がなかなか進まないのである。

この看護師不足にさらに追い打ちをかけたのが、平成 18年に制定された 711の基本看護

料で、これは大都市の大病院に有利な制度で、そのために新卒者は等で集められるように

都会に吸集されて、地域医療崩壊の原因の一つとなった。

この改定による看護師不足は、地方の病院ばか りではなく、これまで比較的緩やかであつ

たクリニックにまでもろに影響が及ぶようになつた。対岸の火事ではなくなつたのである。

高看の設立を考えるうえで、駒看の歴史も少 しは役に立つであろうと思 うので、ここに紹

介することにする。

2.駒ヶ根看護専門学校始末記

私が県立駒ヶ根病院に赴任 したのは、昭和 45年 8月 であつた。ベッド数 300、 入院患者

260名 、県立病院であるのに看護師は 40名 しかいなかった。当時も全国的に深刻な看護師

不足で、新潟県の某院から始まった 2人夜勤で月 8回限 りという、いわゆる二人 (ニ ッパ

チ)闘争が全国的に吹き荒れていた。職組は長野県知事と交渉 して、昭和 47年 3月 までに

駒ヶ根病院の看護師を 111名 確保すると約束 していた。



そんなこともあつて、昭和 46年 4月 に県立駒ヶ根病院附属高等看護学院を新設することに

なった。駒ヶ根病院は市の中心部から離れた不便な所にあったので、駒ヶ根市の市街地に

あつた組合立の昭和伊南病院 (現在の駒ヶ根文化会館の場所にあつた)に隣接して建てら

れた。3年制で、1学年 40名 の定員である。現在同様、看護師不足が叫ばれ、看護師養成

の急務が説かれていながら、看護学院の内容はどこでも貧弱で魅力に乏しいものであった。

看護学院は講習所ではない。高校を卒業して 3年間の課程は、へたな短大以上である。マ

ンガを読んで、歌を歌つて、タバコを覚えて、何となく卒業するような短大なんか出たつ

て仕方がない。それより看護学院に行こうと思わせるような魅力ある学校にしたいと思つ

たのである。

看護師という職業は、かなりの忍耐と協調性を必要とする。宿合もあることだし、1年間全

寮制として 2年からは希望により通学を許可することにした。開校までの2ヶ 月間に、上・

下伊那と松本地方の 22の高校を生徒募集のために回つた。当時はまだ、高校の進学指導の

教師たちは短大の方が上で、大都会のデパー トに勤めるのが上等のような考えで、看護学

校進学にはあまり熱意を示さなかった。

私は高等看護学校を魅力ある学校にするために、基礎医学及び教養学科に信州大学の専門

家にお願いするより他にないと思つた。教授のところヘー人一人お訪ねして、講師をお願

いした。当時、まだ中央高速自動車道はなく、松本から駒ヶ根まで鉄道の連絡が悪いため

に、二時間の講義に一日がかりで、しかも薄謝である。お忙 しい先生方に、無理を承知で

お願いして歩いた。不便なところだからこそ、よい講師においでいただき、よい人材を育

てなければならない。そして、彼女たちに核になってもらい、よい看護を伊那谷から県全

域に拡げていかなければならない。私のこの願いは、幸いにも先生方に理解 していただけ

た。大学の附属を除けば他に類をみないような、充実した講師陣になつた。解剖、生理、

病理、細菌、公衆衛生、物理、 ドイツ語、英語、心理、哲学は、いずれも現職の教授自ら

のお出ましであった。当時、信大医学部長であられた尾持昌次教授 (解剖学)は、公私と

もにお1亡 しい中を、公務員は兼務できないからと休暇を利用して講義においでくださつた。

このことが、他の教授方が講義においで下さる引き金になつたと思う。

かくして、年を追って受験生も増え、それに従つて質も向上し、卒業生は伊那地方の看護

力を確実に充実してきた。公立病院ばかりでなく、民間病院やクリニックにも就職するよ

うになった。

表 1は、入学者の出身高校

表 2は、卒業者の就職状況  である。

駒ヶ根病院は、昭和 45年に看護師 40名 で、病棟を閉鎖しても 30名 不足であつたのに、駒

看創立 22周年を迎えた平成 6年には 93名 となり、うち 40名 は駒看の卒業生で占められる

ようになったのである。平成 6年までに 635名の卒業生を世に送り出し、70%が 上下伊那

を中心とする南信地区に留まって、地域の医療を支えていたのである。

ところが、ここに異変が起きた。



前にも述べたように、駒看は昭和伊南病院の付属看護学校のような位置にあつたので、昭

和伊南病院の看護師需要は潤沢であつた。希望者を断るほどになつたので、それに気を良

くされた小日元昭昭和伊南病院長には、看護師余剰感があつた。それに、駒看は昭和伊南

病院の付属と思つてしまうようなところもあつたのであろう。駒看と木曽高校の准看コー

スをまとめて、塩尻あたりに看護短大を作ろうと日論んで、活発に運動をされた。私には

ごくはじめの頃、塩尻あたりに看護短大をつくるがどうかという相談があつたのだが、駒

看のことは一切触れなかった。さすがに遠慮されたのであろう。小日先生は私の尊敬する

大先輩で、気も合つて、一緒に副知事に陳情に行くような仲であったが、困つたことに、

常に何か動いていないと納まらない性格で、何か思いつくとすぐ受話器をとって、相手が

出ると「さて、何でしたっけ」というような性急なところがあつた。そして、厄介なこと

に政治力もあるので、こんな人騒がせなことを、勝手にどんどん進めてしまつたのである。

それがいつの間にか、看護大学構想にすり替わつてしまった。県医療審議会の席でこの案

が出た時、主張したのは県看護協会会長の Y女史で、誰も賛成しなかつたが、県医師会の

Y副会長がこれに賛成したため逆転して、看護大学を作ろうということになってしまつた。

知事ですら、最初は乗 り気ではなかったという。医師会のY副会長はY女史に同情して賛

成したが、「まさか通るとは思わなかったので賛成した」ということで、なんとも軽薄でお

粗末な話である。信大の看護短大が大学に昇格することすら、予想できなかったのであろ

うか。この辺の経緯は、当時県衛生部長であつた藤島弘道先生はよくご存じのことである。

看護大学が駒ヶ根に決まったのは、北信でオリンピックをする代償であったという。

その結果、駒看は県立看護大学誘致と引き換えに須坂に移され、跡地は駒ヶ根市に払い下

げになるということで、平成 5年から募集を取 りやめ、8年に閉校ということになった。

これは、南信地区、特に上下伊那の看護師養成に大きな影響を与えると心配した私たち上

伊那医師会は、1年でもよいから閉校を延期してもらおうと運動した。入学生を送り込んで

いる上下伊那の高校の校長や PTAの会長の協力を得て、要望書を携えて、数回、知事に陳

情したり、県議会に陳情したりした。一方、官下創平代議士や自民党県議団長の登内英夫

県議にお願いして、政治的にも動いていただいた。これが成功して、閉校が 1年延び、平

成 6年にも募集することになった。成功すれば欲も出る。さらにもう 1年延ばし、できれ

ばずつと続けてほしいと願 うのは当然のことである。

ところで、駒看が平成 5年で募集を打ち切 り、閉校になることが話題になり始めた平成 4

年 9月 に診療報酬改定が発表された。入院医療に新看護制度が取り入れられ、看護師数が

医療法の定員より多くなればなるほど入院費が上がるようになつた。そのため、看護師争

奪戦が始まって、看護師余剰感はどこへやら、どの病院も看護師不足に悩まされるように

なった。当時の県の調べによれば、平成 5年、県下の病院の看護師不足は 800名 、平成 6

年には 940名 になるということで、左 うちわでいた昭和伊南病院ですら、看護師不足のた

め一病棟閉鎖する状態になつた。

その後、各病院は看護師募集に努力して、県下 137の病院は医療法上の看護師数を確保す



るようになった。中には、新看護を採用する病院も増えて、人件費を気にしなくてよい公

立病院は 3:1も珍しくなくなってきた。人件費 110%な どという県立病院もあつて、人件

費 45%を経営上の分岐点と考える民間病院から見ると、夢のようなうらやましい話だが、

国の制度がそうなっているので仕方がなかつた。

こんな次第で、看護師の需要は増すばかりである。駒看を存続させようと、また活発な運

動をすすめることになった。

1年延期のお礼に伺つた時、登内県議は「今の自民党県議団の勢力なら何でもできる」とい

われ、宮下代議士にも「駒看の年間予算が 6,000万円くらいのものなら、国から回して県

に働きかけることもできる」と、お二方ともそうして一年延ばしにして、ずつと認めさせ

る方法もあるが、医師会がその気になるかどうか、上伊那医師会の決意一つだ、というこ

とであった。

私は、当時、上伊那医師会の支部である伊那市医師会で池上正之会長のもとで副会長をし

ていたが、本部である上伊那医師会ではヒラに過ぎないので、なんとも返事のしようもな

い。その旨、上伊那医師会に伝えたが、前回に較べて熱気が乏しく、反応が鈍いのである。

そこで、池上正之伊那市医師会長と、駒看存続に同意していただくよう支部である南部、

東部、北部医師会長をお訪ねして要望書をいただいた。それを上伊那医師会に提出して、

審議をお願いしたが却下された。

ちようどその頃、上伊那医師会執行部には、上伊那地域医療問題懇談会 (医療懇)で、第 3

セクターで高等看護学校を設立しようという案があつた。それで、私たちの構想、動きは

まずいということになつたのであろう。

私は、駒ヶ根病院に赴任する前に、国立武蔵療養所 (現国立精神 。神経センター武蔵病院)

にいて、付属の高等看護学校に関係 したり、駒看の新設で厚生省の看護課と交流したりし

ていたので、高等看護学校がそう簡単に認可されるとは思つていなかつた。また、駒看は

募集打ち切りが 1年延びて平成 6年 4月 に入学するが、卒業するのは 3年後の平成 9年 3

月。駒ヶ根看護大学は平成 7年 4月 の開校で、卒業は 4年後の 11年 3月 である。その間、

1年の空きができる。現在、看護師不足の時に、1年間卒業生の出ない空自の時期があるこ

とは大変な損失である。看護師の補充が絶えないようにするため、駒看存続をということ

で共同歩調がとれないかと思つたので、伊那市医師会役員と上伊那医師会執行部と「だる

ま」で話し合つたが、時の上伊那医師会の高橋会長に「近藤先生は俺たちが何もしていな

いようなことを言 う」と言われたので、それ以上話すのをやめた。なぜそういう発言にな

つたのか、その辺の複雑な事情は分からない。上伊那医師会がそういう方針なら、理事で

ある池上伊那市医師会長もそれに従わなければならない。閣内不一致では不都合というこ

とで、先生は私と袂を別かつことになつた。それで、私は一人になつた。

県職員なので表には出られないが、当時県立駒ヶ根病院長であつた松沢冨男先生が、ただ

一人、応援 してくださつた。私が駒看の存続に執着するのは、駒看の初代校長だからだろ

うと多くの医師会の先生方に言われたが、私にはまつたくそんな感傷はない。駒看を存続



させることは、看護師確保が第一だが、その他に地元高校の安定した進学先を確保するこ

とになり、また、卒業生は嫁対策と少子化対策に大きく貢献すると思つていたからである。

このようなことを盛 り込んだ趣意書を作成して、商工会や婦人会に配布した。この趣意書

に賛同して下さつたのは、当時、山浦鉄工の社長であつた山浦義人さんで、駒ヶ根商工会

を中心に、また、駒ヶ根市小町谷の官下操子婦人会長が、婦人団体をまとめて、運動を拡

げて下さることになつた。長野県病院協議会でも前回 (募集を一年延期する運動)同様、

この問題を重要視して、さらなる募集延期と存続のための要望書を作成して、県議会に提

出することを、理事会で決めた。坂本和夫会長と井口寛次副会長が要望書を提出する直前

になつて、理事であり研修病院である伊那中央病院の上野院長と、同じく理事である昭和

伊南病院の塩原院長から、先に賛同したにも拘わらず待つたがかかつた。昭和伊南病院長

には、駒ヶ根地区選出の中原嘉之吉県議から市長を介して間接的に干渉があつたらしい。

また、伊那中央病院長には婦長たちから、看護大学、准看の学生の研修指導に手一杯なの

で、駒看までは引き受けられないと反対があつたということであつた。

しかし、駒ヶ根市の商工会や婦人会が活発に動いて地元の世論になれば、一年延期も望み

なきに非ずと思つていた。ところが、山浦社長が、地元の有力者である早田先生に運動の

進め方を相談したところ、「あれは近藤さんが張り切つているだけで、医師会では関心がな

いに」と言つたので、山浦社長は「医師会が本気にならなければ仕方がない」と、断念し

てしまった。早田先生は飯田高校の大先輩で、日頃親しくしていただいているのに「なん

と言うことを」と後日苦情を言つたが、先生は看護師で苦労されたことがないので、ご自

身、あまり関心がなかつたのであろう。そうこうしているうちに期限の平成 7年になり、

駒看の募集は打ち切りとなつて、すべてが終わつた。

いずれにしても、医師会、研修病院、地元民がシャカリキにならなければどうにもならな

いことで、私の駒看存続の運動も独り相撲に過ぎなかつた。

3.自 治体で看護師養成を考える

(1)外国人看護師導入の動き

2006年に経済連携協定 (EPA3の合意で、フィリピン人看護師が日本で永住的に働く仕組

みができた。2008年にはインドネシアとの間で EPAの合意ができて、当初、2年間で各国

400人ずつ受け入れることになつた。

入国して 6ヶ 月間は日本語研修、看護導入研修を行い、マッチングで引き合わされた病院

に就労。研修を受けながら日本の看護師国家試験合格を目指し、3年の在留期間で受かれば

永住できる。受からなければ帰国することになるという制度である。介護福祉士も、2年で

1,000人受け入れることになつている。その渡航費・研修費は日本政府もちで、今年度は

19億円の費用を計上している。

経済界では外国人労働者を 1千万人受け入れようとするなど、とんでもない案が出ている

が、外国人看護師雇用にこれだけの投資をするなら、国内の地方の看護師養成にその費用



を回してもらいたいものである。

12)厚労省は看護師需要の現状を知つているのか

つい数年前までは 10年 もすれば看護師は余ると言つていた。最近になつて、2006年度の

看護師需給は約 4万 1千人の不足だが、2010年 には 1万 6千人の不足にまで緩むなど、悠

長な試算を発表した。

看護師を養成しても都会に流れる。最近の傾向として、現場を嫌がり、管理業務の希望者

が多い。介護福祉施設やその関係事業。ケアマネージャー、会社の健康管理部など、需要

範囲は広がるばかりである。夜勤を嫌 うものは多く、養成した数だけ現場に残るわけでは

ない。そのことを、厚労省は全く理解していないのである。

(0これまでの看護師養成は、ほとんど企業内養成であった。国立、日赤、厚生連、医師会

立の養成機関が育てたのである。自治体で養成 した例は少ない。

自治体の長の中には、5人採用しようとすれば 10人応募してくる。看護師問題は心配ない、

養成機関は不要という向きもあると聞くが、これは身勝手な考えである。給料を上げれば、

いくらでも集まるのは当然である。税金で建てた病院で、足りなければ税金を投入して給

料を支払 うことのできる公立病院ならたやすいが、借金をし、税金を払い、人件費 45%が

企業経営の分岐点といわれている民間医療機関では、公立並みに給料をぼんぼん上げるわ

けにいかない。

地域医療機関全体に看護師が充足できなければ、安定した地域医療活動ができるわけがな

い。中核となる公立病院は、自分のところは足 りているから看護師養成に関心はないなど

と自己中心的なことを言わずに、充足できるような方法をともに考えてもらいたいもので

ある。それも、中核であるリーダー格病院の役割である。

に)高校生の介護福祉士希望者が増えている。1989年に始まつた第 1回国家試験を受けた

のは、全国で 35人だつた。それが第 12回の 2002年は、150倍の 5,245人 が受けている。

看護師の希望者が介護福祉士に流れていることも念頭におくことである。

b)看護師養成機関の経済効果

報道によれば、公立病院の 80%は赤字だという。私は、それは誤りで 100%赤字だと思う。

なぜなら、公立病院はすべて公的会計だからである。公的会計というのは偽装のようなも

ので、一般人から見るとごまかしにみえる。一般に民間企業は、企業会計で 10億の収入が

あつても人件費などで支出が 11億あれば、1億の赤字という決算報告をする。誰が見ても

一目瞭然である。ところが、国や県の用いる公的会計は全く違 う。例えば、県立病院の収

入が 10億で、人件費などが 14億だつたとする。実際の赤字は 4億 ということになる。と

ころが、決算の時に県から補助金が 3億 5千万円出て、決算報告では差し引き 5千万の赤

字ということですむ。実際は 4億の赤字なのに決算書では 5千万円の赤字ということで処

理され、県民にはそう報告され、実態は知らされない。もし補助金が 4億 2千万円であれ

ば、決算書では 2千万円の黒字ということになるのである。おかしなことだが、決算報告

を受ける政治家は、誰もその点を指摘 しない。これが慣例ということで済んでいるのであ



る。

ところで、自治体病院の赤字の最も大きな原因は、医療スタッフの人件費であろう。駒看

がある時は看護師不足も割合緩やかで、伊那地区の公的病院の給料もそう高額ではなかつ

た。私は昭和 47年に開院したが、給料は伊那中央病院の看護師給料を参考にし、それより

少し上乗せして賄ってきた。平成 6年ころ、各地で准看学院や高看の閉校が相次ぎ、基準

看護の改定などで看護師不足となり、伊那中央病院の看護師の給料が年々上がって、とて

も追い付けなくなつてしまつた。給料の高騰は市当局としても頭の痛いことである。

看護師養成がうまくいけば、無理をして高給で勧誘しなくてもすむようになる。自治体が

今、看護師養成に投資しても、長い日で見れば経済的な見返りは大きいと思う。

16)南信地区で看護師不足を訴えて高看新設を要望すると、看護大学があるではないという

常套句を使つて、問題をさける。看護大学は全県的な施設で、また、意識も高いので、金

をかけているわりに現場の医療には関心がなく、あまり当てにはならない。何しろ、妊婦

の生活指導の研修用と称して 14億もかけて温水プールを作つたがあまり利用されず、学生

の娯楽用にしていたために批判が出て、市民に開放している有様である。まだ、第 1期の

卒業生もでないうちに大学院の修士課程を作った後、さらに膨大な予算で博士課程を目指

したのである。

それはともかくとして、これだけの資金を投じたのだから、地元にそれなりに貢献しても

らいたい。

それは、代々の医師会長が要望した付属の高等看護学校併設である。

(巻末に、「長野県保健所管内別看護師養成所配置図」を添付)



長野県保健所管内別看護師養成所配置図 (H20.4.1)

地図上の数字は人口(人)を示す

(H10年版長野県衛生年報より)
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長野県駒ヶ根看護専門学校

入学者 出身地区(高校)別

地区  高校名 昭和46年～平成6年

南 信 557

赤穂 126

伊那弥生ヶ丘 74

その他 上伊那 127

飯田風越 104

阿南 42

その他 下伊那 84

中 信 124

東 信 6

Jヒ 作ヨ 55

県内 計 742

県外 計 28

合計 (単位 :人 ) 770



長野県駒ヶ根看護専門学校

卒業者 地区(高校)別就職先

募集が1年延期 (平成6年)になったので、平成9年の時点で卒
業生は795名 である。

地区   病院名 昭和49年～平成8年

南信 504

昭和伊南総合病院 143

伊那中央総合病院 94

長野県立駒ヶ根病院 61

飯田市立病院 54

栗山会 飯田病院 51

長野県立阿南病院
“
ロ
ー

２

そ の  他 80

中信 98

東信 6

Jヒ1言 22

県内就職者 計 630

県外就職者 計 68

進  学  者 44

そ の  他 ３４
１
１

合計 (単位 :人 ) 755


