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1． 世界中で蔓延する新型コロナウイルス感
染症

　新型コロナウイルス感染症の流行により、
世界は歴史的な危機に直面している。新型
コロナウイルス感染症が蔓延した結果、医
療機関の病床は逼迫に直面した。図表1は、
2021年1月13日時点の緊急事態宣言が発令さ
れた自治体の入院者数・確保病床数・使用
率等のグラフである。東京都の確保病床数
4,000床、入院者数3,345名、使用率84％、自
宅療養者数8,540人、埼玉県の確保病床数

1,267床、入院者数917名、使用率72％、自宅
療養者数3,665人となっている。病床が逼迫
し入院調整が難航したため自宅療養してい
た感染者の死亡例も相次いだ。例えば、
2021年1月14日の産経新聞は「自宅療養者の
死亡相次ぐ　病床逼迫で入院調整難航の高
齢者も」という見出しで、都内の2名の自宅
療養者の死亡例を紹介。都内の保健所が受
け入れ先となる医療機関を管内で見つけら
れず都の入院調整本部に連絡した件数が１
月６日以降では１日当たり400件を超えてい
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図表１　緊急事態宣言自治体の 2021 年 1 月13 日時点の入院者数・確保病床数・使用率等

注：�東京都の重症者数523は本調査のために国基準で集計されたものであり、確保病床数500と単純に比較できない
ため、使用率は空欄とされている。東京都の基準によれば、重症者数141、重症者を受け入れる病床数250、そ
の使用率は56％。

　　なお神奈川県と京都府はその後確保病床数を精査し、神奈川県1,555床、京都府416床に縮減している。
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症患者の療養状況、病床数等に関する調査結果（2021年1月13日0時時点）」を
筆者が改変
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ることを報道している。

2．自治体病院と感染症指定医療機関
　今回の新型コロナウイルス感染症への対
応において、自治体病院はどのような役割を
果たしたのか。感染症対策が行政の責務で
あり、政策を展開する上で連携を期待できる
こと。医療上のリスクがあり、不採算な医療
であることから、自治体病院が新興感染症
の患者を積極的に受け入れることは自治体

病院の責務として当然のことと考える。
　自治体病院は、新型コロナウイルスの患
者を相当数受け入れている。新型コロナウイ
ルスの患者の国内発生以降、自治体病院は
未知の感染症の患者を受ける恐怖、突然に
重症化し死亡する患者、手探りの治療法に
悩みながら患者を受け入れた。感染症患者
の第1波のピークになると増大する患者に対
するベッドの不足、多数の人手が必要となる
患者対応、マスクや防護服、消毒液などの

図表３　公立・公的等・民間病院別人工呼吸器等使用新型コロナ患者数の推移

厚生労働省「医療機関の新型コロナウイルス感染症患者の受入状況等について（補足資料）」

図表２　公立・公的等・民間病院別日別新型コロナ入院患者数の推移

厚生労働省「医療機関の新型コロナウイルス感染症患者の受入状況等について（補足資料）」
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不足に悩まされながら自治体病院の使命と
して積極的に患者を受け入れた。
　図表2は、厚生労働省が公表した、第3波
の始まる前である2020年10月7日から第3波
の新規感染者数のピークに近い2021年1月6
日までの公立（自治体）、公的等、民間病院
別の新型コロナ入院患者数の推移のグラフ
である。1月6日現在の自治体病院の患者受
け入れ数は3,668人で、総受け入れ数11,446人
の約32％に達する。さらに、図表3の病院別
の人工呼吸器等使用患者数（重症患者に対
応するものと思われる）の推移のグラフでは、
同日の自治体病院の受け入れ数は315人で、
総受け入れ数564人の約56％に達している。
全国の病院数に占める自治体病院の数は
11.1%、病床数に占める自治体病院の病床数
は14.4%（2019年医療施設調査）に過ぎず、
自治体病院が重症の患者を含め、積極的に
新型コロナウイルスの患者を受け入れてい
ることが分かる。

３．どのような形で患者を受け入れたのか
　自治体病院は新型コロナウイルス感染症
患者や疑い例の患者をどのような形で受け
入れたのか。全国自治体病院協議会は、会
員病院へアンケート調査を行った。アンケー

トは3回にわたり行われた。第3回目の調査は、
第1波が終わった5月31日までの新型コロナウ
イルス感染症の対応状況、課題、今後のあ
り方に関し調査を行った（6月17日～ 30日）。
867の会員病院に対してアンケートを送付
し、471院（54.3％）から回答が得られた。
図表4は、新型コロナウイルス感染症の入院
患者の受け入れ状況のグラフである。受け
入れ病院が219院（46.5%）、病床規模別に見
ると500床以上が64院（90.1%）で最も高く、
次いで300床台が47院（78.3%）と続き、99
床以下でも12院（11.1%）が受け入れている。
　新型コロナウイルス感染症の入院患者の
急増に対して、かなりの自治体病院では病
棟の閉鎖・削減をして対応を行った。図表5
は病棟閉鎖・削減の実施状況のグラフであ
る。患者受け入れのために病棟閉鎖・削減
を実施した病院が141院（30.3%）、受け入れ
準備のため病棟閉鎖・削減したところが51
院（11.0%）、合わせて192院（41.3%）が病
棟閉鎖・削減を行った。病床規模別に見ると、
500床以上が54院（77.2%）で最も高く、次
いで400床台が31院（67.4%）と続き、病床
規模に比例して高くなっている。100床台で
も30院（27.5%）が病棟閉鎖・削減を行って
いる。新型コロナウイルスの患者への対応は

図表４　新型コロナウイルス入院患者受入状況

全国自治体病院協議会第3回アンケート
「COVID-19流行時における自治体病院の対応と今後のあり方」
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手間がかかり、大量の医療スタッフを必要と
する。既存病棟を閉鎖し、閉鎖によって生ま
れたスタッフで、新たに新型コロナウイルス
病棟・病床をつくり、患者の受け入れをする
ことは合理的であると考える。

４． 民間病院批判をどのように考えるか
　感染者が急増し、病床が逼迫した第３波に
おいて、一部の報道機関やネット上において

「わが国の病院数の７～８割を占める民間病
院が新型コロナウイルスの患者を受けていな
い」という批判が起きた。このような意見に
ついてどのように考えるべきか。まず、指摘
しておくことは、現在の緊急事態においては
それぞれの医療機関でできることをすべきで
あること。自治体だ、公的だ、民間だとレッ
テルを貼り批判するのは国民の分断を広げる
だけであるということである。正直、現場を
見れば民間病院で患者の受け入れについて頑
張っておられる病院もあるし、自治体病院で
も、受け入れ能力があるのに患者の引き受け
が今一つの病院もある。
　図表6は、厚生労働省の公表した、2021年1
月10日現在の公立、公的等、民間別病床規模
別のコロナ患者受け入れ可能医療機関のグラ
フである。民間病院でも200床以上の病院は

新型コロナウイルスの患者を相当数受けてい
る。さらに、厚生労働省が同時に発表してい
る資料では、公的等病院の中に161の民間の
地域医療支援病院が入っており、うち139病
院が具体的に患者を受けている（公立・公的
等・民間別の新型コロナ患者受入可能医療機
関及び受入実績の有無について）。民間病院
の相当数が新型コロナウイルスの患者を受け
ていない100床未満、100床以上200床未満の
病院は、自治体病院（地方の小規模病院が多
いと思われる）も患者を受けていない。そも
そも200床以下の民間病院は高齢者の療養が
中心の病院が多く医師や看護師の体制も整っ
ていない病院が多い。現在の診療報酬の水準
では建替えの余裕はなく、動線など感染症の
患者の入院を受け入れる建物になっていな
い。これは、地方の200床以下の自治体病院
も同様である。民間病院であろうと自治体病
院であろうと無理に感染症の患者を受けて
は、患者やスタッフが感染する危険性がある。
民間の療養病院の場合、既に高齢者で病床は
満床が通常で、新型コロナウイルスの患者を
入れる余裕がないのが現状である。自治体病
院の場合は地方財源の投入があり、万一、経
営危機が起きた時に対する一定の支援も期待
できる。そのような財源の支援のない民間病

図表５　新型コロナウイルス入院患者受入のための病棟閉鎖・削減の実施状況

全国自治体病院協議会第3回アンケート
「COVID-19流行時における自治体病院の対応と今後のあり方」
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院に、院内感染を起こした時の損失、風評被
害などを負担してもらうことは現実的ではな
い。
　本原稿を執筆している2021年3月1日現在に
おいて、第3波の感染拡大は終息の傾向にあ
る。しかし、万一、第3波を超える感染者数
を生じさせる第4波が発生した場合や新たな
新興感染症が発生した時は、医療スタッフが
多く、一般病棟を閉鎖することで患者の受け入
れが可能な、大規模・中規模の自治体病院・
公的病院、民間病院を中心に患者を引き受け
るのが現実的であり、小規模の民間病院に広く
引き受けをさせるのはかなり無理があると思わ
れる。当然、大規模・中規模の病院の一般病
棟を閉鎖することで、感染症以外の患者の診
療ができなくなることは理解すべきである。

5． 地域医療構想と新型コロナウイルス感染症
　2019年9月26日、厚生労働省の「地域医療
構想に関するワーキンググループ」の第24回
会議が開催された。会議の中で厚生労働省
は、再編統合など地域医療構想を踏まえた
具体的対応方針の再検証を要請する424病院
の実名を公表した。424病院には自治体病院

が多数含まれていた。筆者は、効率的で質
の高い医療提供体制を確立するため、地域
の医療関係者の協議を通じて病床の機能分
化と連携を進める地域医療構想の考えには
賛同するものである。しかし、医療費の削減
が前面に立ち、現場の実情を反映せず公的
病院等の再検証を要請する424病院の実名公
表については、地域の医療を破壊するもの
として批判をしている。そもそも424病院の
議論において感染症に関しての議論は行わ
れていない。
　その一方、新型コロナウイルスなどの新興
感染症への対応に関しては、地域医療構想
の考え方と整合する部分が多い。ECMOや
人工呼吸器などの重症患者への治療は、高
度急性期病床のある病院を中心に対応する。
中等症・軽症の患者は急性期病床や回復期
病床を有する病院を中心に対応する。感染
の可能性のある患者は、かかりつけの診療
所で診療や検査を行う（現在、進められて
いる診療･検査医療機関の指定が当てはま
る）。地域の医療機関がその役割を明確化し、
連携して新興感染症の患者に対応すること
が重要である。新型コロナウイルスの経験を

図表６　公立、公的等、民間別病床規模別のコロナ患者受入可能医療機関

厚生労働省「医療機関の新型コロナウイルス感染症患者の受入状況等について（補足資料）」
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踏まえ、地域医療構想を通じて新興感染症
への対応を議論することが必要と考える。

6． 新型コロナウイルス感染症を踏まえたこ
れからの自治体病院のあり方

　筆者は、わが国の医療機関の今回の新型
コロナウイルス感染症への対応を踏まえれ
ば、自治体病院や公的病院に関して、現状
のままで良いとは思わない。新型コロナウイ
ルスの患者を受け入れたのは400 ～ 500床以
上の病院が中心であった。感染症専門医、
呼吸器内科医の数や医師の集約化のメリッ
トを考えれば、自治体・公的病院を統合再
編して機能向上を図ることは必要であると考
える。特に、感染症の患者が発生しやすい
都市部の病院において統合再編による規模
拡大が必要と考える。
　さらに、筆者も陥っていた思考であるが、
中規模病院を統合して拠点病院を作れば終
わりと考えやすい。今回の場合、拠点病院
が感染により機能不全を起こした例が多数
あった。拠点病院の一極集中ではなく、複
数の拠点病院の整備が必要と考える。さら
に今回、中等症や軽症の感染患者の入院の
受け入れ体制が問題となった。拠点病院の
周辺の病院の感染症対応を充実することの
必要性を感じている。
　病院の建物も古い建物では、感染症に対
して十分対応できない。ローコストを意識し
つつ、個室化、陰圧対応、感染症外来設置、
動線の考慮など、感染症に対応した病院とす
べきである。感染症の対応を考える場合、病
院の改修では限界がある。建替えが可能なら
移転新築することを検討すべきと考える。
　その際、筆者が特に指摘したいのが個室
化である。個室のメリットは、インフルエン
ザなどの感染症に対応できる、男女関係なく
入院可能、認知症の患者の対応もしやすい、
家族の付き添いが可能となる。そして何より
も団塊の世代以降の世代は、質の高い療養
環境に対する志向が強く、個室化はその志
向に応えることができる。これまで、自治体
病院は個室料を取れるのが3割までなので、

個室率は30％を上限とする思考を持ちやすか
った。個室率を高めれば床面積が増え、建設
費が増加する問題もあった。しかし、個室を
増やすことで病床の稼働率を高め、収益を上
げるという発想もあって良いと考える。
　地方の中小病院では、医師・看護師不足
や建物の老朽化で患者が他の医療機関に流
出し、病床利用率の低迷、収益の悪化に苦
しんでいるところも多い。病院の先行きが不
透明なことから建替えを行うのをためらい縮
小の道を歩んでいる場合もある。老朽化し
ている病院では若い医師や看護師は勤務し
ない。過疎債が使えれば過疎債を組み合わ
せて、ローコストで病院を建築するという発
想もあって良いと考える。その際、病床数に
ついては、現在の病床利用率が低い場合、
一定程度病床を削減して個室化（できれば
全室個室）と医療提供能力の向上を図るべ
きと考える。
　新型コロナウイルスなどの新興感染症へ
の対応を考えると、いざとなると病床そのも
のはプレバブでも確保することができる。重
要なことはマンパワーである。人手がいなけ
れば新型コロナウイルスなどの新興感染症
に対応できない。非常時への対応の観点か
ら、ある程度の余裕を持った人員配置が必
要となる。しかし、自治体の人事担当課の
無理解で、ぎりぎりの人数での運営を強いら
れている自治体病院も多い。病院事業の場
合、職員の雇用により医療提供能力を上げ、
収益の改善を実現できるという面がある。弾
力的な職員定数増による職員採用が必要と
考える。
　筆者は、新型コロナウイルス感染症は、わ
が国の医療機関に関する課題を浮かび上が
らせたと考えている。新型コロナウイルス感
染症の後も、新しく新興感染症が蔓延する
可能性は高い。さらに、本格的な少子高齢
化の到来は、新型コロナウイルス感染症以
上の混乱を医療現場にもたらす可能性があ
ると考える。新型コロナウイルス感染症の蔓
延の経験を踏まえ、これからのわが国の医
療体制のあり方を考えるべきである。
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