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戦後沖縄の保健医療行政の推移とその展開
琉球大学保健学部保健管理学教室

鼎屋寛善

宮城重二

1 はじめに

りを受けてつねに動揺し,困乱と収拾を繰り返し
ながら発展してきた。
本稿は,戦後における沖縄県の医療事情を正し
く理解するために,戦後沖縄の保健医療行政の推
移とその展開について,表1のとおり,きわだっ
た特色を形成している四つの時代区分にそって略
述し,沖縄県の保健医療問題を考える参考に資し
(SB

戦後30年余は,我が国にとっても世界的にも,
激動の連続であるが,沖縄県にとって全く動乱の
歴史であった。その間、沖縄戦・米軍占領・異民
族統治・日本復帰と,政治的にも経済・社会的に
も大きく県民保健に深くかかわり,沖縄の健康問
題は国際社会の動きと内外の社会経済変動の煽
(第1表)
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※1沖縄民政府のはかに,宮古民政府,八重山民政府,奄美民政府と四つの民政府があった。
※2.沖縄群島政府のはかに宮古・八重山・奄美にもそれぞれ各群島政府が出来た。
※3.上記各群島政府は,琉球臨時中央政府に統合され,一年後琉球政府となる。
(注)奄美群島は, 1953年12月25日日本に返還された。
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Ⅲ米国施政下の医療区分
米国の沖縄統治は大きく分けて二つの時期に分
けることができる。すなわち,対日平和条約の発
効(1952年4月28日)の前(占領期)と後であり,
その法的根拠は,それぞれ,戦時国際法と平和条
約第3条とみることができる。1)前期は軍政で,
後期は民政と称し所謂,琉球列島米国民政府(US
CAR)時代となるが,医療区分では,前期は官
営医療時代であり,後期は医師の自由開業期に当
る。
前期は占嶺期(軍政)で,米軍の直接統治期で
あるが,これを2期に分け,1945年1949年を

医療制度としては,病院配置計画を作成し,秤
縄本島を幾つかの地域に分け,中央病院,地区病
院,診療所といった網の目が出来るように建設し,
生存医師や復員医師を登録・動員・配置して住民
の診療にあたらした。此等の施設は米軍側の設営
で,米軍軍医が管理し,沖縄の医師はその下で働
いていたが,後に公衆衛生部の発足で逐次住民側
に移された4) 1946年1月,沖縄民政府公衆衛生
部の発足に伴い,総合病院3,地区病院5,診療
所93が米軍から民側に管理権が移され,総べての
医師は公務員として診療に従事することになり,
3月には医療団が組織され 医師の動態も把握さ
れるようになった05)

医薬品,医療機械,器具などは米軍の支給品で,
診療費や食費は無料であったfi) 1946年4月から
を第2期(準備期又は転換期)とすることができ
法定通貨が定められ,貨弊経済も復活し,それま
る。後期は民政期で,米国の間接統治期である。
これを2期に分け,1952年・1964年を第3期(本
で無償だった配給品その他の物が有料制度になっ
たが,診療費は依然として無料であった。7)この
格的基地建設期),1965年‑1972年を第4期(日
制度は1948年まで続き,ようやく同年7月に至
本政府援助の大巾進出期)とすることができる。
り有料制がとられたが極めて低廉であった。この
以下,以上の医療区分にそって述べる。
年設立された結核療養所・精神病院は砺療養所と
A)前期(軍政),占領期
共に引き続き無料であった。
1)第1期,占領期の前期
1948年im総べての企業が自由経済に移行した
(1945年・1949年)
後も医療だけは官営医療制度が続けられ,公営の
第1期は占領期で,米軍にとっては難民救済時
代である。占領軍たる米軍が直接に占領目的の遂 名の下,統制医療が継続された。医師の自由開業
行と秩序の回復にあたった時期である。敗戦につ は認められず,米軍監督下の官営医療制度が続い
た。その頃,生活物資,特に金程の極度の不足と,
づく占領下の時期で,文字どおり焦土と化した国
これに伴うインフレーションの進行と,復員者,
土に,戦災者・復員者はひしめき,県民保健の切
実な課題は食糧危機と傷病,特に急性伝染病の蔓
海外引揚者,疎開引揚者,戦災者の氾濫,失業者
の急増等,一般社会は名状すべからざる混乱に陥
延防止であった.とくに弱者をかかえる療養所で
入り,随所にごたごたが絶えなかったが,この官
は「あの激烈な空襲で死者1名,軽傷者5名,職
営医療制度だけは住民から歓迎され,支持された.8)
員並びにその家族に1人も被害がなかったと言う
第‑に低廉な医療,第二に無医村の解消である。
のに,敗戦直後は栄養失調,下痢,敗血症でつぎ
今日の介輔制度のモデルはこの時期にすでに発足
つぎと死亡し,壕生活から出て半年の問に,二百
人近い入園者が死亡した2)l
していた。
。Jと言うことである。
環境衛生対策としては,米軍は公衆の健康及び衛
このような時期に米軍は,諮商会や沖縄民政府
等の住民組織を育成しながら終戦処理と復興事業 坐(1945年・米国海軍々政府・布告9号) ,衛生
を積極的に支援し,戦後の混乱期を収拾した03)
の件(1946年・米国海軍々政府・指令114号) ,
衛生規則( 1948年・米国軍政本部指令33号)等を
なかでも医療衛生面の諸策は精力的に進められ,
布告・指令し,沖縄民政府は衛生改善対策委員会
資材は米軍が,労務は沖縄側が提供し(その報酬
規程(1947年・沖縄民政府告示第15号) ,衛生向
として食糧や物品が支給された所謂q軍作業"),
上自治会整備要領( 1947年・沖縄民政府令第2号)
次々と病院・診療所が建設され,また,環境衛生
等を告示して軍民共同であたった。
事業が強力に進められた。
第1期(占領期の前期)とし.1950年1951年
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戦時中,各市町村の衛生組合の設置規定が設け
られ,衛生組合が官制の団体として行動し,伝染
病対策をその業務としていたように,軍政府の下
請機関の役目を沖縄側が果したと言えるであろう。
しかしながら,米軍による大量の防疫資材並に
医薬品の放出供与と,適切な指導・対策は,戦後
の沖縄の防疫事業に大いに貢献した。特にDDT
の導入は昆虫管理計画に根本的な変化をもたらし
た10)また,人員の構成と指導は,地理的または
政治的,或いはその他便利と思われる単位にもと
づいてなされたが,その編成されたチームは適切
に行動した。また,地域住民の衛生教育や生活指
導は徹底し,違反者は厳格な処置がとられた。特
に軍事施設周辺一哩内は住民移動も固く禁止し,
強力なコントロールが行われた。また,港湾,飛
行場,軍施設等,米軍が重要と認める地域は,徹
底して環境衛生作業が実施された。
以上が沖縄における衛生行政の第1の段階であ
るが,結果的には米軍も住民も一体となって戦後
の荒廃した沖縄の環境衛生対策を強力に進めた時
期と言える。その効果はマラリアの激減を筆頭に,
各種急性伝染病の防圧に効を奏した。
沖縄への自由渡航も禁止され,出入管理も厳重
であったから,外来伝染病の侵入防止にも役立っ
たと言えるであろう。
2) 第2期,占領期の後期
(1950年 1951年)
準備期(転換期) :この期間は,米国の恒久的
統治のための準備期である。政策転換の為の準備
期と言ってもよいであろう。
沖縄の公衆衛生事業が,環境衛生対策を中心に,
琉球諸島における昆虫及びねずみ駆除事業及びマ
ラリア撲滅事業を進めている間に,各種急性伝染
病は抑圧された。
しかし,伝染病対策を至上命題として軍民一体
となっての島ぐるみ闘争も,対人保健サービスを
必要とする疾患一癖,結核,性病等一にはほとん
ど無力に近かった。
特に性病は,米軍が最も関心を払い,特別布告
として占債軍への娼業禁止(1947年・米国海軍々
政府・特別布告・13号) ,花柳病取締(1947年・
軍政府・特別布告・ 15号) ,婦女子の性的奴隷制
の禁止(1947年・軍政府・特別布告・16号)とか,
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琉球住民と占額軍々人との結婚を禁止する(1948
年・軍政府特別布告・28号) ,同廃止する(1948
年・軍政府特別布告・31号)とか,或いは性病取
柿(1950年・米国軍政本部・布令・21号) ,性病
取締規則(1950年・米国軍政本部・布令39号)
等,いろいろと布令・布告を頻発してその抑圧に
努めるが11)性病はそのような軍の高圧的取締り
ではどうにもならなかった12)
太平洋全域,′ 日本,朝鮮,マルポ,フィルコム
における兵員の病気中,どの地域でも性病が断然
トソプを占めているが,13)このことは基地と性病
との関係の深さを物語るものであろう。沖縄でも
基地強化と平行し, 1948年以降急速に性病が激増
している14)
折から国際情勢の変化は沖縄の軍事的価値を認
識せしめ,米国は1949年7月,沖縄の軍事施設
に五千万ドルの予算を投じ,本格的基地建設をは
じめるが,翌1950年2月10日,東京のG・托Q・は
沖縄に恒久基地建設を発表し,それから4ケ月後
の同年6月25日,朝鮮事変が勃発した15)基地建
設は急ピッチに進められ,港湾改修,兵舎建築な
ど彪大な工事内容が入札者に示された。日本の土
建業者代表が続々来島し,歓楽街が一斉に花開い
たのもその頃である。沖縄基地を飛び立った米国
の戦略爆撃機が連日朝鮮全土を爆撃し,その偉力
を発揮したが,これを契機に沖縄基地の重要性は
高まった。
この為,米国としては従来の臨機的占領政策か
ら転じて沖縄における長期施政の体制を整えるこ
とが必要となり, 1950年12月15日,琉球列島米国
民政府(United States Civil Administration
of Ryukyu Islands ‑ USCAR)が設立され
た。これは軍政から民政への移行を示唆しォ)住
民側は,沖縄民政府から沖縄群島政府‑ (1950
年11月15日),さらに,全琉的統一政府として
の琉球臨時中央政府(1951年4月1日)を経
て,琉球政府(1952年4月1日)の設立へ移行す
る過渡期である。この間,外交的にはサンフラン
シスコ講和会議(1951年9月4日)が開催され,
対日講和条約,日米安全保障条約が調印されるが,
沖縄‑の米軍首脳の動きも活発となり,沖縄の保
健医療行政も俄かに変動期を迎える。
保健所の設立
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1949年12月10日,マッカーサー司令部公衆衛
生福祉局長サムズ准将が来島し,各地の病院学校
Iにおける衛生状況を視察した後,彼は「保健所の
設置と性病の訪歴」を強調,早急に沖縄の医療制
度の拡充強化を図り,また,沖縄の如何なる僻地
においても性病の治療を受けられる施設をなし,
医療器械類ペニシリンなどの薬品を近日中に入荷
する旨発表している16)
そして,まず軍施設が多く米軍人との接触の多
い胡差地区に保健所を設置することになり, 1950
年1月18日軍民合同の第一回胡差保健所設置協議
会が胡差中央病院で開催された。その時,暫定的
に同保健所を胡差中央病院におき, 2月1日から
実施予定なる旨発表があった。そして今後の方針
及び仕事に関し次の事項が決定された。
△方針 現在の診療機構のままで保健所業務を
行い,実施後協議の上漸次改善する。
△仕事 まづ性病取扱を開始し, 1過2回検査
材料,血液を中央病院に送り,治療は各診療
所で実施し有料とする。軍施設最番の町村よ
り痘苗接種を実施する。
と言うことであった。また, GH.Q.から送りこま
れた軍公衆衛生看護顧問ワ一夕‑ワ‑女史並に沖
縄側の指導看護婦等による性病患者の取扱に関す
るデモンストレーションが行なわれた。
このようないきさつを経て保健所が開設される
が,そのためには其処に働く人の養成が必要で
ある。中央病院内にモデル病棟を設置し,公衆衛
生看護婦の養成を始めたり,また保健所運営のた
めの研修として東京の国立公衆衛生院に医師,看
護婦,衛生検査技師等の派遣が次々に行なわれた。
保健所は正式には1951年7月開設されるが(当
初は那覇・コザ・名護に,少し遅れて八重山に,
次いで宮古に開設される。後に1963年になって石
川, 1972年目本復帰時に中央保健所が開設される)一
当初は,胡差保健所が性病,那覇保健所が結核,
名護保健所がマラリアと,重点業務があり,宮古
・八重山はそれぞれマラリア中心に業務が開始さ
れた17)そして従来の各地区衛生課並に各村衛生
課の職員はそのままそれぞれの地域の保健所に移
され,環境衛生業務を担当し,また新規に養成さ
れた公衆衛生看護婦が任用されて対人保健の指導
・サービスに当った。

戦争がすんで7年目,やっと沖縄にも占領時代
の臨機的公衆衛生対策から保健所行政への転機を
迎えることになったが, 1952年4月琉球政府の創
立により各保健所は琉球政府厚生局のかい庁にな
り,同年8月28日保健所法が公布された。このよ
うにして保健所が設置され,以後住民に直結した
衛生活動が展開されるが,これは本土の保健所法
に遅れること約6年後のことである。
医者の自由開業と医療関係従事者の再教育
1950年2月17日,軍政府公衆衛生部長スコア
‑ブランド博士及び軍政官公衆衛生課長アーカス
少佐は, tt公衆衛生の恒久プラン"として次の3
っの政策を発表した18)
(1)医師,薬剤師の自由開業施行
(2)保健所設置
(3)医療関係従事者の再教育及び医学留学生
以上のうち,医師及び薬剤師の自由開業につい
て軍では,今後漸次医師の自由開業を実施するが,
自由開業による医師の偏在を避けるため試験的に
特別委員会(医師配置委員会)を設置し,軍と協
議の上医師を適正に配置する。また,とれと同時
に病院付である薬剤師も戦前同様に自由開業を許
可するというものであった。
保健所については既述のとおり,全琉で五つの
保健所を設置し,今後の軍公衆衛生部の計画はす
べて永久的なものとされた。また,戦後沖縄の医
者は新しい医学からとり残されたが,これに追付
くため多数の医師,薬剤師,看護婦を日本へ送っ
て2‑3ケ月受講させる。また,昨年中に49名の
学生が日本の医科大学に留学しているが,軍では
日本留学希望ハイスクール卒業生のため特別指導
学校を設立する計画をもっていると言うことで
あった。
このようにして,民政移行期に当って公衆衛生
の恒久プランが樹てられ,医師は漸次自由開業に
うつし,一方,保健所が建設され,米軍による直
接的取締りから保健所職員による指導衛生行政へ
と,朝鮮事変を背景にして沖縄の保健・医療行政
も噺やく新段階に移った。
米極東政策転換期の衛生法規
米国民政府に衣替えした軍が,慌ただしく1951
年に集中的に登場させた衛生関係の法規は,医療
関係従事者の資格に関するものが多く,医師・歯

戦後沖縄の保健医療行政の推移とその展綿

科医師の自由開業並にそれに伴うものであった。
しかし,その中に「伝染病の取締りについて」
という米国民政府府令46号があるO此は医師の自
由開業や保健所設置にともない,速報伝染病や週
報疾患のことを規定し,診断を担当した医師の保
健所への報告義務や,隔離その他について規定し
たものであった。また,予防接種実施計画の制度
化及び管理についても規定があり,天然痘,ジフ
テリア,腸チブス,百日咳,発疹チフス等の接種,
t

服薬,予防注射等について明記され,ようやく近
代的保健所業務の準備がなされ, 1951年7月1日
から実施するよう規定された19)
また,従来発布された布令,布告,指令等は引
き続き有効とされていたから,軍政時代に出され
た所謂軍事占領下の衛生法規はほとんど伝染病関
係法規であった。特に米軍の最も関心の深かった
癒,性病,伝染病に限られ,その意図するところ
描, 「軍の安全保持上」の問題であり, 「米国軍
人・軍属の保健衛生上極めて重要なること」という
スキャップ指令(FEC書簡)の域を出るもので
はなかった。
医療制度
医療制度としては,前述のように自由開業制に
なったが,病院診療所については特別な法(米国
民政府府令34号)が出された。すなわち,従来の官
営医療制度下における閉鎖性の一般的総合病院で
はなく,オープン病院とされた。これは,
① 病床数30床以上
(参 医師3名以上
⑨ 24時間サービスがなされ
④ 救急患者を取り扱い
(り 正看護婦を配置し
⑥ 私立といえどもオープン化,すなわち病院
組織のなかにVisiting Staff (開放医と訳
されている)をもつことが病院の必須条件と
mss&完

要するにその機能,狙いは24時間サービスであ
り,救急患者を取り扱うことが必須とされた。ア
メリカの病院では80%ないし85%の占床率が一応
の目標とされているので,急患が満床のゆえに入
院を拒否されるような事態はほとんど起こらない。
急患に対して常に適切な治療が迅速に与えられる
ことは,地域病院としては当然の任務であるとさ
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れる20)従って特に24時間サービスや,救急患者
を取り扱うことを明記してあっても怪しむに足り
ない。しかし当時は占領初期で,住民側に車輪が
ほとんど無かった時代だが,交通事故は多発し,
弾薬等の爆発事故,暴行傷害等軍関係の救急活動
が多かった事21)と,他の結核療養所や精神病院等
と区別する意味で特に病院の必須条件の中に明記
したのであろう1952年10月,コザ市センター区
に沖縄中央病院が開院運営されるが,これが沖輝
におけるオープン病院の第一号である22)
一連の布令が出ると,オープン病院,癖・結核
・精神等の特殊施設並びに保健所に勤務する者以
外は,医師は全員開業するよう勧告とも命令とも
とれる通報が達せられるO折から琉球援助資金は
大巾に削減され,自治政府が予算編成に苦労して
いるときだっただけに,人員整理の口実ともなっ
て医師の自由開業は1951年7月1日から実施され
た。
B) 後期(民政), USCAR時代
3) 第3期 本格的基地建設期
(1952年 1964年)
この期問はサンフランシスコ講和会議が発効し,
アメリカの沖縄統治が明確化されて本格的基地建
設が強硬に押し進められた時期である23)朝鮮事
変を背景に軍工事は活発化し,那覇港湾,電力,道路,
通信施設等住民生活に直接関連する工事も着工さ
れ,所謂基地建設ブームが到来するO 反面,米軍
の土地接収と住民の反対運動並に労働運動や日本
復帰運動等アメリカ支配下での沖縄住民の抵抗も
激しくなって所謂¶弾圧と宥和"の政策が交互に
進められる。琉球政府は創設され,形式的には民
主政治が行なわれているかのように,行政・立法
・司法の三権分立の形態を備えながら,米国民政
府が絶対的な権限を保留し,琉球政府はその代行
機関に過ぎなかった。おまけに経済的に自立出来
る状態ではなく,財政的には事業費・運営費とも
米国援助資金にオンブされ,援助金はその使途が
事前に決められ,琉球政府が自由に流用出来ない
ようになっている所謂ヒモ付き援助であったから,
医療福祉面でも,重点は米軍の最も関心の深かっ
た療・結核・性病・伝染病に限られていた。結局
その意図する所は,軍の安全保持上の問題であり,
米国軍人,軍属の保健衛生上極めて重要なること
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と言う軍政上の基本理念をはみ出るものではなか

病院39.8&,コザ病院28.6^,名護病院50.0%,

ss

宮古病院73.95%;,八重山病院71.9&である。

医師を全点開業させ,感染症対策を重点に米国
援助資金を投じ,その他‑の援助は殆んど無かっ
た。もともとアメリカの沖縄統治の基本的な狙い

結核病床が50%以上の名護,宮古,八重山政府
立病院では,開業医が権利として利用できる一般
病床数は名護20床,宮古24床,八重山26床である♂6)

は,沖縄資源を開発するためではなく,もっぱら

この病床規模では琉球政府医療法の病院最少病床

軍事的重要性のためであったから24)沖縄の医療

数の30床にみたないから病院の枠にははいらない。

・医学が根本的に発展するような捨置はとられな

本島北部の名護,先島の両病院は病院と称してい

かった。そのために援助事業は厳しくチェックさ
れ,この期間は専ら軍陣医学的な救急業務と感染

るが,実は結核病床を除くと,有床診療所の規模
しかない。

症対策に終始していたと言っても過言ではなかろ

結核病床はオープン化されていないので,結核

う。

疾患入院者の治療には病院勤務医が専念すること

オープン病院の問題点
前述したように終戦の年(1945年)から,琉球
政府発足(1952年)までの軍政時代は,環境衛生
と急性伝染病対策を中心とする衛生行政が敢行さ
れて,この7年間にマラリアを始め各種急性伝染
病は漸減した。けれども,米軍の本格的基地建設
が始まり,素朴な農家経済から基地経済‑の移行

になっているが,先島政府立病院には赴任希望医

期のこの時期は,交通事故,転落,暴行傷害,弾
薬等の爆発事故,ガソリン事故,射殺,兇器によ
る傷害,強姦致死等所謂¶基地派生"とも言うべ
き救急業務が多発した。それに備えて病院はオー

送っても,開業医自ら主治医となるよりも病院勤

プン化され,基地中心に援助資金は投ぜられたが,
それ以上に猛威を振って医療行政を窮地に追い込
んだもの‑それは,結核の蔓延であった25)
この時期すなわち,第3期以降は米軍が本格的
基地建設を始めた時期で,軍作業ブームで多くの
労働者が基地周辺に蛸集した。市場が立ち,密集
住宅や,スラム街,歓楽街が俄かに発生した。雑
居と雑踏と混雑があった。重労働と低賃金と長時
間勤務があった。人口は僅か数年の間に復員・帰
還者が相次ぎ30余万人から70万余にも膨くれ上っ
た.食糧難・住宅難・失業は諸疾患の温床となっ
た。軍工事ブームのこのような背景の中で1950
年代 ‑1960年代は結核が猛然と大流行をきたした
時期である。
政府立病院に結核病床付設が叫ばれ, 1952年宮
古病院に30床, 1955年コザ病院に76床, 1956年八
重山病院に32床, 1959年那覇病院に90床と結核病
床が付設され,総べての政府立病院に結核病床が
あり, 78‑80^の利用率を示している。結核病床
が総病床に占める割合をみると, 1965年末,那覇

若い公務員医師は定着しなかった。

師がいない。強制的に新卒国費留学生が派遣せら
れるが,それでも欠員を生じ,保健所長が病院長
を兼任したりして,実働勤務医師数は1‑2名で,
その上に異動が激しい。開業医は自らの診療所に
病床を付設し,年間数名しか病院へ送らず,それ
も支払い困難な生活医療扶助患者であり,病院へ
務医に主治医権を移すのがほとんどである。これ
と似た状態は沖縄本島名護病院でも同様で,その
設備は街の開業医と大差なく,勤めるに魅力なく,
したがってオ‑プン病院として活動しているの
は沖縄中部のコザ病院と,南部の那覇病院である。
その二つの病院とて,開業医の利用率は50%台
に止まっている。けれども両病院とも救急患者数
は名護・宮古・八重山の病院よりはるかに多く,
特に那覇病院の救急患者取扱件数はきわだってい
る。けれども,その設備内容は各科の最低検査が
比較的多く集まっているのみであって,開業医設
備との質的な飛躍はみられない。緒にオープン病
院に不可欠なインターンやレジデント(住込医師)
はおらず,専門医になる研修制度も無い。コザ病
院が現在地に新築移転(1966)し,臨床医学研修を
開始し(1967),また,那覇病院が琉球大学附属
病院に(1972)変ったのも第4期以後であるから,
この時期のオープン病院は,所謂 temporaly
planの病院で,設備は貧弱であり,指導医もお
らず,医学図書室も無いので定着する公務員医師
は少なく,折角赴任しても開業に走る者が多かっ
た。元来,コザ病院は朝鮮事変を背景に米国民政
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府が急ごしらえに慌てて造ったもので,モルタル

が定着せず,医療行政が円滑に行われなかったこ

塗りもせずブロックをただ積み重ねるように建築

とである。この事は所詮,米軍主導の医療行政に

した建物に過ぎなかったから10年も待たずに雨洩

その原因があるであろうが,琉球政府の医療行政

りし,手術場でさえ内部に天幕を張っていたと言

に対する無理解と,また,歪められた基地経済の

えばどの程度の病院であったか理解出来るであろ

中とは言え,曲りなりにも順調に発展していく開

う。

業医制度への魅力もあづかって誘因となったであ

要するに,この時期のオープン病院は,救急患

ろう。いづれにしても沖縄の医師が公的機関に定

者と伝染病,特に結核等の長期排菌者を収容しさ

着しない事は,この時期の保健医療行政をはなは

えすればよく,その程度の機能にしか過ぎなかっ

だ困難にした。そればかりではない。国費留学制
度により折角養成した若い医師達も沖縄に帰還し

た1950年代後半頃から本土の技術鍔助で肺外科
手術が行なわれるようになり,若い公務員医師も

ようとはせず,一旦帰還しても本土に引き揚げる

ようやく活気を呈してきた。それに伴い断層撮影

など,医師不足に拍車をかけ,医師養成計画もな
かなか実のらない状態が続いた。

機を入れたり,血液銀行を設けたり,試験室を改
善したり少しづつ内容も充実整備してきたが,建

米国民政府は,沖縄の保健医療を充実するため
に那覇,コザ,名護,宮古,八重山に総合病院を,

物自体の老朽化で,根本的な改善は不可能であっ

また同じくそれぞれの地域に保健所を建て,結核,

tzc

定着しない公務員医師

癖,精神等,特殊療養施設等もつくって合計18ヶ

この時期における保健医療行政で最も困難でこ

所の保健医療施設を建設した27)ところが,表2

まった問題は,公的医療機関における公務員医師

のどとく1951年1月から1960年12月までに此等の

(第 2 表)
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施設に203名の医師が配置されたが,その内87名
(42.85%)が1年未満で辞め, 69名(33.983*0

また医学研究や臨床医療に必要な図書,機具など
をそなえることo

が2年以内, 21名(10.34%)が3年以内に辞めて

E)琉球の医学者の質が向上してわかい医師の

いる。 4年未満, 8名(3.94529で,4年以上勤め

指導ができるようになるまでは,外国の医学者を

た者は18名(8.86%)にしか過ぎない。結局半数

招いて,医学教育センターで教えてもらうこと℃

近くが1年も勤めないで辞め, 3年待たずに大部

それには,内科,結核病科,眼科,皮膚病科,産

分の公務員医師が辞めている。

料,外科,放射線科,臨床病理学科,伝染病科な

占領下に発効したわが国の現行医療法の第1条

ど各部門にわたる専門家を招かなければならない。

で, 「この法律において,病院とは,医師または

脚 毎年,約20名の優秀な学生を官費で日本に

歯科医師が,公衆または特定多数人のため医業ま

留学させ,医学を勉強させること。ただし,留学

たは歯科医業をなす場所であって,一一」と定義

終了後4年間政府勤務の義務を負う契約に署名さ

されているが,医師または歯科医師がいなければ

せること。

病院ではない。いても定着せず,短期間で勤務医
が次々交番し,また開業医も利用しなければ意味
は無いO如角の国費留学の医師達も敬遠して郷里

匝)政府勤務の医師の給与を,開業医の最低収
入の水準まで引き上げること。
このように高等弁務官室発行の広報誌に,誌説

に帰還して勤めなければ医療機関の発展は無い。

として発表された提案は,その後の医療行政に大

将棋をさすのに駒が揃わないようなもので,保健

きな影響を与えた。

医療行政を進めるに当って,医師・歯科医師の協

まづ,医師・歯科医師の給与を一般公務員の枠

力が得られなければその発展は期待できない。行

からはずし,特別職として基本給与の大巾引上げ

政と医師が遊離し,個人開業制度もモロに泥をか

が実現した30)これはさらに年々改正され,公務

ぶった恰好で,その時代は医学にとってはすこぶ

員医師を定着させる呼び水となったが,復帰時に

る困難かつ暗黒な時代であった。

は本土の公務員医師給与より高く,その調整に難

保健医療行政の胎動

行したほどであった。そのはか研究費を支給し,

キャラウェイ高等弁務官は1962年2月,琉球立

学会出張も認め,出張旅費も支給された。このよ

法院で年次メッセージの演説を行な・1たが,その

うな事は今日では当り前の事であるが, 1960年頃

中で,琉球政府で働いている医員の減少を,高等

までは研究費や学会出張旅費等の支給はまったく

弁務官として見過ごしにできないものであると強

なかった。

調し,琉球政府は,医師および医療関係者を養成

次にコザ病院の新建築が1963年に開始され,医

することに,できる限りの力をそそぐべきである

学研修計画の一遍として公務員医師幹部4名を‑

とし,また,現在政府につとめている医師たちを

ワイに派遣し(1965),また,ハワイ大学の医学

引きとめておくには,彼等の職務上の地位を高め,

公衆衛生学部長リー博士,カッティング博士,山

こころよく勤務できるようにしてやらなければな
らないと提言した28)

内博士らが招嘱され医学教育センターの建設計画

それは多分にそのころ積極的に行動し, 「定着

幹部代理役民事課長より提出された琉球列島の医

しない公務員医師の実態」を公表しながら沖縄の

学訓練計画白書(1964)に対する適切な助言をし

医療事情を憂えて活動していた沖縄公務員医師会
の意見を採り入れて提案したものであろう。同年

た㌔0 1965年10月,コザ病院(現在の中部病院)

6月,高等弁務官室から発行された守礼の光(高等
弁務官室発行の広報誌)に,その誌説として次の
ことが提言されている29)
O 近代的な病院を建設する亡と。さもなけれ
ば,那覇病院を拡張し,近代化すること。
臼 近代的病院に医学教育センターを付説し,

につき助言した。彼等は米国政府陸軍省陸軍計画

は完成し,医学図書が購入され,新しい器具機械
も搬入された。
このようにして近代的な病院建設は着々と進め
られ,一方,同年3月松岡首席は琉球高等弁務官
宛「実地訓練病院の指定について」日本政府に叔
計ってもらうよう要請している。折から技術援助
の一環として,日本政府派遣の医師団が来島し,

戦後沖縄の保健医療行政の推移とその展開

各地の医療観閲で珍療業務に従事した。それは米
国民政府が認可した限られた専門分野の医師団の
みであったが,それでも指導医を求め先輩を必要
としていた沖縄の若い公務員医師に活気を与えた。
医師の定着のための条件としては. (1).研究,研
修機会の存在(2),給与その他生活条件(3),医
療補助者の充実などが挙げられるが,このように
して次第に各医療機関の条件が良くなるにつれ公
務員医師は定着し,協力し,貢献しようという気
運が生まれてきた。この時期は,保健医療行政の
胎動期と言えるであろう。
4) ,第4期,日本政府援助の大巾進出期
(1965年 1972年)
1961年にジャノヾ・,サラワク,ホンコン,フィリ
ッピンと流行を拡大したエルトールコレラは世界
にハンデミーの警鐘を鳴らした。それに対応して
・国々の警戒態勢は敏感で,検疫や貿易処置もきび
しく,汚染地区の経済的打撃は大きかった。その
エルトールコレラ患者が1962年夏,那覇市内で
も発見された。患者は1名で早期発見,早期治療
で,二次感染も無く流行も勿論しなかったが,†コ
レラ患者発見の報道"は厳重な警戒態勢と一部の
パニック現象を引き起した32)キャラウェイ高等
弁務官が,日本政府厚生省の措置に対し不満を表
明し, 「このような状態の中で交易関係を閉じた
り,行き過ぎた行為をすることは琉球と外部との
接触に影響を及ぼすおそれがある。」と,発表した
くらいである33)沖縄のコレラ禍は間もなく解除
されたが,東半球の全地域を脅かしているこの検
疫伝染病の流行は,沖縄基地の維持にも深くかか
わることが実証された。公衆衛生の重要性が強調
され,特に上水道・下水道への援助が強化された。
また科学行政が見直され衛生研究所も強化された。
医師会員の活動と衛生行政との連携の組織化が必
須で,オープン病院のインターン制度導入による
指定も急がれた。
1965年1月,ジョンソン大統領と佐藤総理大臣
は,ワシントンにおいて会談し,共同声明を発表
しているが,その中に
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リヤ,コレラ,住血吸虫病,結核,胃がん等
の疫病に関し,医学面における協力計画を大
いに拡大することに合意した。両者は,この
合意を実施する第一歩として,日米両国の第
1級の医学者からなる会議を召集し,他の関
係政府との討議のため,この新計画の委細を
作製させることについて同意した。
とあって, ■日米医学協力"が特にうたわれてい
る34)また,同共同声明には
両者は,琉球諸島の住民の福祉と安寧の向
上のため,今後とも同諸島に対する相当規模
の経済援助を続けるべきことを確認した。両
者は,琉球諸島に対する援助に関する日米間
の協力体制が円滑に運営されていることに満
足の意を表明し,現存する日米協議委員会が,
今後は琉球諸島に対する経済援助の問題にと
どまらず,引き続き琉球諸島の住民の安寧の
向上を図るために両国が協力しうる他の問題
についても協議しうるように,同委員会の機
能を拡大することについて,原則的に意見の
一致をみたO
ともあって,いよいよ沖縄住民の福祉と安寧の向
上に対する両首脳の確約が得られたのである。そ
れから半年後, 1965年8月,佐藤総理大臣は沖縄
を訪問し,琉球大学に医学部を設置すると発言し,
翌年7月,日本政府は第一次琉球大学医学部設置
調査団(団長・武見日本医師会長)を派遣した。
四原則の確立
沖縄地域における保健医療が,本土から遠くか
け離れている地理的特殊性やk世紀以上にわたる
長期間の占顔などの条件によって,著しくたち遅
くれていることは,全住民がひとしく痛感してい
ることである。とりわけ,医師をはじめとする医
療従事者の絶対数の不足,本土平均の半数にも満
たない医療施設の不足はきわめて重大な問題であ
る。
このような背景のもとにある沖縄の全住民は,
1日も早く近代的医療の恩恵に浴することができ
ることを長いあいだ願望してきた。佐藤総理大臣

大統領と総理大臣は,アジアのすべての人
々にとって重大な関心事である保健上の分野

が, 「琉球大学に医学部を設ける」と発言された

が多々あることに留意し,大気汚染と殺虫剤

その期待は大きかった。しかしながら,沖縄の住

の問題に対する協力的な努力に加えて,マラ

民福祉の向上を期する上において,琉球大学に医

ことは,異民族支配下にある沖縄住民を歓喜させ

照良寛善はか
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学部を設置することの必要性は認められるが,ま

出している37)彼等は看護婦・保健婦・助産婦・

づもって沖縄の医療の基礎的条件を整備する必要

養護教諭・臨床検査技師・衛生検査技師・労働衛
生管理者等いわゆる.大学レベルの医療関係従事
者"として社会の各方面に進出しているが,特に

がある。武見調査団はエネルギッシュに沖縄の各
地を廻り,住民の生活事情や医療施設等を綿密に
視察したあと調査結果としてその基本的態度と準
備的措置要領を発表したが,同年11月9日,琉球
大学医学部設置問題懇談会第二次調査団として再
び来沖し,次の四原則を確立した㌔5)それは
(1)中部病院をインターン指導の教育病院とす
る。
(2)琉球大学に保健学部を新設する。
(3)那覇病院を改築し,教育病院とする。
(4)公衆衛生施策を強化する。
の四つである。それと同時に医師の養成にも力を
入れ,国費医学生を50人,自費医学生も20人にふ
やされた。
以上は,単に琉球大学に医学部を設置すると言
う命題のみでつくられたものではなく,沖縄住民
の医療福祉を向上させるとともに,真に沖縄の医
療医学を発展させる施策として計画されたもので,
広い意味における保健医療行政のレールを敷いた
ものであろう。これは勿論,佐藤首相訪沖の腹の
公約である琉大医学部設置を否定したものではな
く,また,すり替えたものでもない。将来の方向
としては設置の必要性を認めながら,その方向へ
向って,沖縄の現実に即して着実に建設するとい
う姿勢を示したものであろう。
その後の医療行政
以後,沖縄の医療行政はこの線にそって実行さ
れた。 10年後,中部病院の臨床研修制度は日米の
援助と同院関係者の協力によって立派に結実した36)
トレーニングを受けた医師の数は144人,中部病
院で卒後教育を受け,沖縄で診療に従事している
若い医師の数は,沖縄の医師総数の約15%に相当

日本復帰前後の激しい動乱期の沖縄社会で歓迎さ
れ,必要とされた。医療面のみならず,労働衛生
や産業開発を始め上下水道工事の普及,ビルラッ
シュ,各種輸入品の氾濫,公害防止等,復帰に伴
う急激な本土法適用のニードに応えて激動期の沖
縄社会で活躍し,その使命を果している。
那覇病院の改築に就いては,医学部憩のカリキ
ュラム専門委員会と,施設専門部会で周到に検討
され,結局与儀(現在地)に建てられたJ8)其処
は米国民政府の施設である那覇琉米文化会館の在
った場所で,同施設を徹去出来るかどうかという
困難な問題もあった。しかし,折衝の結果,米国
民政府が最終的に譲歩して同施設を移転し,新那
覇病院すなわち現在の保健学部附属病院が着工さ
れた。同病院は日本復帰の年に完成し, 1972年5
月復帰と同時に開院したが,本土からの教授陣の
はか,若い多くの沖縄出身の医師・医療関係従事
者を採用し,研究と教育の中心的役割を果しつつ
ある。また地域医療にも貢献し,漸次地域住民に
も親しまれ現在に至っている。
最後に公衆衛生施策としては,復帰時に中央保
健所が新設され 海洋博時に名謝呆健所が改築されま
たコザ保健所も間もなく新築された。これらは単に
施設整備として建物が新築または改築されたと言
うだけでなく,日本復帰後の本土法に対応して運
営されているが,特に琉球大学保健学部学生の実
習施設として各保健所が契約し,現場に即した実
地訓練がなされ,研究と教育と実践が深められつ

EE^!
このようにして1966年11月,武見調査団が提唱

する。また,彼等の中からかなりの部分がアメリ

した四原則は,当時沖縄の新しい医療行政の将来

カのトレーニングを受け,米国専門医の資格を持
ち,後進の指導にあたっているが,当初外国の派

像としてその方向を指し示したものであったが,
十数年後の今日,それは見事に結実した。中部病

遣医にたよっていた指導スタッフも今日では自ら

院を医師の卒後研修の場とし,那覇病院を改築し

の郷土出身の医師がとって代れるようになってい

て保健学部の学生の実習の場とするとともに教育

る。

病院にすることによって,医師の定着と地域医療

また,琉球大学保健学部は1968年新設され,
1969年から第1期入学生を採用したが,第8期
卒業生までに合計388名の卒業生を社会に送り

の中心的役割を荷なわせる。将来の沖縄の医療医
学はこの両病院を中核として発展するであろう。
保健所が単に管理機関として機能するだけでなく,

戦後沖縄の保健医療行政の推移とその展槻

健康教育の場として特に研究と教育の一翼を荷な
って運営されるとき,地域住民の保健衛生は一段
と向上するであろう。
このようにして,第4期は琉球大学に医学部を
設置すると言う佐藤総理大臣の発言を契機に動き
始める。翌年,武見調査団が派遣され四原則が確
立されるや,沖縄の保健医療行政はその理念を明
確にし目的を明らかにして各医療機関を整備し,
正しく運営されるようになった。このことは永い
間米国支配下に在って,アメリカの軍陣医療に専
制的に引きづられていた沖縄の保健医療行政を,
民主路線にそって正しく軌道修正したものと分析
出来る1960年代‑それは日本政府の沖縄に対す
る援助が延び始めた時期であるが,特にその後半,
佐藤総理大臣訪沖以後の沖縄は,米国民政府の手
から沖縄の保健医療行政を,日本政府主導型に移
し替えた時期と言えるであろう。
その頃,米国はベトナムとの戦いに疲れ,ドロ
沼にあえいでいた。戦費の増大で,国際収支は慢
性的な赤字に陥っていた。手を拡げすぎた対外援
助政策の見直しの中で,ニクソンドクトリンが発
表される39)その目的の1つはドル防衛であった。
一方, dベトナム特需"でうるおう日本は,佐藤
・ジョンソン共同声明で発表した沖縄への経済援
助を次第に拡大し,ついに1967年度には日米経済
援助の比率は逆転していた40)経済援助の増加に
伴い日本政府の発言は徐々に強まり,結局アメリ
カは沖縄を返還せざるを得ない立場に追い込まれ
る0 ‑万,沖縄住民の自治権獲得運動,日本復帰
運動は一層激化し,ついに主席公選(1968年11月)
では屋艮朝酋革新統一候補が当選するにいたった。
こうした動きを背景に,ニクソン大統領の当選,
佐藤総理の三選後,沖縄返還交渉は本格化し蝣1972
年5月15日,ついに日本復帰が実現し,新生沖縄
県が誕生したのである。
1

要
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統治した時期である。県民保健の課題は,難民救
顔,食糧危機,傷病,急性伝染病対策であった。
米軍は各地に病院・診療所を建て,沖縄の生存医
師や看護婦等を動員して傷病者の診療に当らした。
医療制度としては,どの住民地区にも公平に施設
を設営し,医師の自由開業は許さず,米軍による
医療統制が行なわれた。また環境衛生事業や, D
DT等による防蚊対策が強力に進められた。
1950年 ・1951年は,政策の転換期である。軍
政から民政に移す為に坑球列島米国民政府や,群
島政府がつくられる。公衆衛生の恒久プランが発
表され,医師は漸次自由開業に移し,病院はオー
プン制にする。また,保健所を設置し,医療関係
従事者の免許資格を定め,医師に伝染病患者の届
出義務を課す等各種布令が準備された。
1952年 1964年は,米軍の本格的基地建設期
で,経済的には経済活動が基地建設によって活発
化し,復興の兆しがあるが,一方住民の土地接収
反対闘争,日本復帰運動,自治権獲得運動等も起
こる。騒然たる社会変動の中で結核は蔓延し,社
会保障も進展しないまま諸疾患が爆発的に侵透す
る。琉球政府は琉球列島米国民政府の代行機関的
存在で,その姿は直接統治による軍政から,間接
統治の要素を加えた軍政に移行したという事であ
って,実質的には軍政府であることに変りはなか
った。従って住民の為の福祉と社会保障は進展し
なかった。
1965年 1972年は,琉球大学に医学部を設置
すると言う佐藤総理大臣の発言を契機に動き始め
る。それは武見調査団の訪沖となり,琉球大学保
健学部の創設と,教育病院の建設並びに中部病院の
インターン制度と公衆衛生の強化が計られ,日米
の経済援助も逆転する。この時期は沖縄の保健医
療行政が,徐々に日本政府主導型に移行する時期
であるが, 1972年5月15日,日本復帰とともに本
土行政下に組み込まれた。

約

以上,戦後沖縄の保健医療行政の推移とその展

Ⅳ おわりに

開について,きわだった特色を形成している四つ

米国の沖縄統治の全期間を通じて, t軍事基地

の時代区分にそって略述したが,これを要約する
と次のようになる。

の安全保持"と'米国の軍人軍属の保健衛生上極

1945年

‑1949年までは占領期で,米軍が直接

めて重要なること"という軍政上の理念に貫かれ,
沖縄の保健医療行政はその経緯発達が,福祉国家
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としてスタートした本土とは著しく異った展開を
たどった。
米国はその政治的及び経済的負担が増大するに
および,沖紐を日本に返還したが,感染症中心,
基地保全偏重の衛生行政は,沖縄の医療・医学の
円満な発達を遅くらせ,ひいては住民の福祉・安
寧を阻む結果となった。そのため日本復帰に当っ
て他の各県に比べてはなはだしく格差を生じてい
た。
けれども,衛生教育や環境衛生対策を重視する
米軍の厳しいまでに徹底した防疫対策は,沖縄県
民に公衆衛生の重要性を強く認識せしめたことも
否めないであろう。
資料が乏しく,再検討を要する所もあろうが,
特に広範な医療・保健行政の推移とその展開につ
いては,色々な角度から調査,研究を進める必要
が痛感される。今後各方面の御協力を得てさらに
研究を深めたい。
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In order to understand
the situation
of health/medical
services in Okinawa after World
War II, we have tried to classify
the post-World
War II into four periods
and to describe
the characteristics
of health/medical
services administration
at each period.
First period (1945-1949)
: The period under the administration
of U.S. Military
Government (USMG).
At the period, The major themes of health/medical
services for Okinawa
Civilians
were; refugees relief,
food crisis and acute communicable
disease control.
Therefore, USMG had constructed
temporary health/medical
facilities
all over the islands
and
had allocated
the physicians
and nurses
survived
in those institutions
under the military
controlled
health/medical
services system.
Besides
that, USMG had executed the strong
control program for the sanitation
including
DDT spraying.
Second period (1950-1951)
: The period was the turning point of USMG's administration.
In order to turn the military
administration
into the civil administration,
U.S. Civil Administration
of the Ryukyu IsIands(USCAR),
the Gunto Governments(1950)
and the Provisional
Central Government(1951)
were established.
In those days, the permanent plan of public
health
was announced by the Department of Public
Health,
USMG.
The plan's contents
were as follows:
free practice
of physicians,
establishment
of district
health centers and reeducation
of health/medical
personnel,
and those programs had carried successively.
Also
the hospital
system had become into the open system by the Hospital
and Clinic Ordinance,
and physicians
were obligated
to report the patients
contracted
communicable diseases by
the ordinances
Control of Communicable
Diseases
. In addition,
the other ordinances
regarding
license and qualification
of health/medical
personnel
were issued.
We call this
stage the preparatory
period of health/medical
services
administration.
Third period (1952-1964)
: Becoming effective
the Treaty of Peace with Japan signed
at San Francisco
in 1951, the economic activities
in Okinawa had become active under the
full-scale
construction
of U.S. Armed Forces' bases.
On the other hand, the political
movements for the reversion of administration
to Japan and for the autonomy and the others had
broken out. Under such difficult
social conditions,
chronic diseases,
particularly
tuberculosis,
were prevalent despite
of dicrease
of acute communicable diseases.
The tuberculosis
control in those days confronted
with difficult
problems such as poor hospital
equipments,
shortage of specialists
and physicians
in public medical
services.
In the 1960's, those problems
had begun to relieve successively
by construction
of modern hospitals,
training
of physicians
and improvement of labor conditions
for physicians
in public
medical
services.
We call
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this period the quickening
period of health/medical
services
administration.
Fourth period (1965-1972)
:
The period had
begun by the speech of the late Prime
Minister
of Japan,
Mr. Sato to establish
a medical
school at the University
of the Ryukyus
made during his visit to Okinawa in 1965.
Then, the investigation
committee(the
chairman
was the president
of Japanese
Medical
Association,
Mr. Takemi)
was dispatched,
and the
committee had suggested
following
policies
; development
of the Chubu Hospital
as teaching
hospital
of interns,
establishment
of College
of Health
Sciences,
University
of the Ryukyus,
reconstruction
of Naha Hospital
as teaching
hospital,
and development
of general
public
health
problems.
After the committee's
suggestion
the financial
and technical
aids of the
Government of Japan to Okinawa were given substantially,
and at the same time the dominancy of USCAR in health/medical
services administration
had moved into the Government
of Japan.
Finally,
College
of Health
of Sciences
and the University
Hospital
were established
in 1972 on the year of the Reversion.
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