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第 1回 焼津市新病院整備基本構想検討委員会 

会議録 
日  時 平成 26年 11月 26日 18：00～20：00 

場  所 焼津市立総合病院 厚生研修棟３階第二会議室 

出 席 者 

（敬称略） 

検討委員会

委員 

西田在賢委員、小林利彦委員、堀尾惠三委員、三輪誠委員、永田公

一委員、小山裕司委員、高𣘺𣘺治子委員、赤坂全七委員、永田實治委

員、越後和紀委員、大橋恵美子委員、伊藤貴広委員、山口智美委員、

（欠席：行木英生委員） 

焼津市 中野市長、半田副市長、菱田事業管理者、宮内事務部長、中野総務

課長、仁藤調整監、森下経営企画担当係長、中島経営企画担当主査 

アイテック 鈴木、稲葉、遠山（記録） 

議  題 １．市長挨拶 

２．委嘱状交付 

３．委員紹介、職員紹介 

４．委員長選出 

５．議事 

 （１）検討委員会の役割及び検討体制・スケジュール等について 

 （２）焼津市立総合病院を取り巻く環境と現状について 

 （３）新病院整備の基本方針について 

資  料 資料１：焼津市新病院整備基本構想検討委員会設置要綱 

資料２：焼津市新病院整備基本構想検討体制図 

資料３：焼津市新病院基本構想検討委員会等委員名簿 

資料４：焼津市新病院整備基本構想原案策定スケジュール 

資料５：焼津市立総合病院を取り巻く環境と現状について 

資料６：新病院整備の基本方針 

 

１．市長挨拶 
 （市長より挨拶） 

市民の健康を預かる場所として、現状の分散された施設配備と老朽化により建て替えが必要

な状況である。平成 24 年に一度、基本構想を検討したが公共施設マネジメントの策定によ

り一旦中止している。 
建て替えは 30～50 年に一度の大イベントであり、しっかり議論、検討いただきたい。 

 
２．委嘱状交付 
 （市長より各委員へ委嘱状を交付） 
 
３．委員紹介、職員紹介 
 （各委員より自己紹介） 
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４．委員長選出 
 （委員長：西田静岡県立大学教授、副委員長：小林浜松医科大学医学部付属病院医療福祉支援

センター長） 
 （委員長より挨拶） 

2000 年以降、生産人口は減少している一方で国民医療費は増加している。最近年では 40

兆円に達したものと云われており、またこれとは別に介護保険に係る費用も 10 兆円を超え

るとのことにより、国内最大の産業である自動車産業が 50 兆円規模と云われているが、医

療介護もそれに匹敵するほどの金額が必要とされている。しかしながら、焼津市立病院の建

て替えは近々の課題とはいえ、開院後しばらくした頃から国民医療費が頭打ちとなることが

予想されてもいる。そのようなことから経営のことも考慮しながらスムーズに病院が持続で

きるよう検討していく必要があります。 
 

 
５．議事 
（１）検討委員会の役割及び検討体制・スケジュール等について 

 （事務局より資料１から４について説明） 

 

（２）焼津市立総合病院を取り巻く環境と現状について 

 （事務局より資料５について説明） 

Ａ委員：一般的には需要と供給はバランスがあるが、医療は特殊で昔はベッドの数が決まってい

て、そこをどう埋めるかということで例えば退院してもいい人が入院したりしていたが、

ＤＰＣが導入されてからだいぶコンパクトになってきた。資料では高齢者が増え、体の

弱い人が増えるため入院患者が増加することになっており、実際に、厚労省でも体の弱

い人が３割から４割増えるとされている。ではその分そのままベッド数を増やすかとい

うとそうではない。在宅などでサポートしながら生活していくことになる。 

1 人では生活できず何らかのサポートが必要な体の弱い人たちがこれから増えていく中

で、焼津市立病院がどういうところの患者さんを見ていくかと言うことがとても大事に

なる。 

例えば、今、市立病院で６０才から７０才の手術患者を２週間で退院させているとした

ら、2025年には８０才～９０才の患者を２週間で退院させられるか、更に国のシナリオ

ではもっと短期間で帰すことが求められている。もちろんそのまま出すのではなく、後

方の受け皿が必要になってきている。急性期の病院として維持していくためには、もし

後方的な病床（ポストアキュート）が外になければ、病院の中に作ることや在宅医療等

についても考えなければならないかもしれない。 

市立病院がその制度の中でどんな医療を提供していくかを決めるのが一番重要。子供た

ちが安心して住める町、産科と小児科は強みなので、ぜひ活かして存続していければと

思う。 

Ｌ委員：病院の建て替えサイクルは 30年か？最近は、建築物は長く持たせる傾向だが、30年で

まったく建て替えた方がいいのか、今後の変化に対応していくような長く使える施設が
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よいのか。 

Ａ委員：浜松医科大学を建て替えたが 40 年だった。一般的には 30 から 50 年が１つの目安と言

われている。耐久性もそうだが医療の進歩に対応する必要があることとアメニティ的な

面でも必要とされる。ただ現在はコストが上がっているので先に延ばすというところも

あるようだ。 

Ｃ委員：例えば自分が病院にいたときには、圧縮空気の容量を増やして欲しいと何度も要望した

がパイプスペースの問題で無理だと言われた。レベルを上げた医療を提供しようと思う

と現状では施設的な理由で制約を受ける事が多い。必要なものは一通りそろっているが、

昔の建物のため余裕がなくぎりぎりな状況。例えば荷物を置くところがなかったり、患

者家族が待つ場所がないなど快適さは落ちており、限界だとは思う。 

Ｇ委員：30 年がオーソドックスだが、一方で公共施設を長寿命化していこうという流れもある。

そのため、次回の建て替えを見込んだ上で今回の建て替えを検討すべき。 

人口が減少する中で患者さんが通うことを考えると離れたところへ移転することは難

しくなるため、今あるスペースの中で部分的に建て替えをしていくやり方もありうる。

そのような拡張スペースを見込んだうえで今回の建て替えを行っていくことが上手な

やり方である。 

Ｌ委員：新しい病院を市民の人たちが利用できることはいいことだと思う。また、現状において

現場が苦労していることも分かる。病院は何年程度で建て替えられるのかが分からなか

ったが、30年程度たつとその他の部分が進歩して建物が追いついていかないというとこ

ろで 30年から 50年というのが一つの寿命の目安ということが分かりました。 

委員長：Ｌ委員の発言は重要だと思う。日本の病院はいわゆる西洋式病院であり、その歴史は高々

約 150年ほどである。しかも、近代的な病院が整備されるのは戦後の復興期を経る頃か

らの 50 年程度であることから、多くの病院がこれまでに大掛かりな建て替えを経験し

たのは 1回程度である。そのようなことから、続く病院建て替えでは将来の医療水準や

医療需要をある程度見越した検討の必要がある。 

厚労省は地域包括ケアシステムの構築などの目標値を 2025 年にしているが、人口構成

の変化や高齢者が減り始めることを考えると需要が頭打ちになります。こちらが 2025

年に開院したとしたら、その５年～10年後に患者数は頭打ちになる状況の中で、高橋委

員の意見を念頭に置いて、市民の安全・安心が約束されるような施設の建て替えが必要

である。 

Ｃ委員：今の医療水準が 30 年後どうなるかは予測できない。患者構成が変わることは予測でき

るが、医療がどのように進歩してどのような設備が必要になるかの予測は無理。30年後

も建て替えた病院が機能するには相当賢く建てないとすぐに使えなくなる可能性があ

るかもしれない。そのあたりはよく考えて行う必要がある。 

Ｄ委員：医療供給状況については不確定要素が多いが、固定的に考えなければならない。焼津は

脳神経外科や産婦人科が得意だが、それをそのまま強みとして固定的に考えてよいのか。

焼津でお産はできるが新生児集中治療室は藤枝にある。そのように固定的に考えたうえ

での新病院の構想にするのか。焼津は焼津でできることを全部やる、できないことは諦

める、と現状から将来を見るのか。療養等の後方までを含めたベッド数やサービス付高
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齢者住宅など、病院と在宅の間の周辺の状況や新病院を検討している島田市民病院の情

報も得ながら、焼津市立病院がどのような機能を持つのかを考える必要がある。本当に

入院期間 10 日で回転させる需要があるのか。今後、患者が減少していく中でベッドが

空いてしまわないか心配である。 

委員長：Ｄ委員のご意見はもっともなことである。そのあたりの回答が資料６に用意されている

と思われるので、今のご意見への回答を加えて事務局から説明をお願いします。 

 

（３）新病院整備の基本方針について 

 （事務局より資料６について説明） 

事務局：Ｄ委員の先ほどのご意見は、新病院を考えていくうえで最も悩ましい部分だと思います。

基本的に志太榛原地区全体で考えたときに、必要な医療というのは、悪くなった方をま

ずは一時的に受け止めてくれる医療機関が存在することと医療が進歩する中で高度な

医療を提供できることである。しかし、どこか一つの病院が全ての高度な医療を提供す

ることは、ほとんど不可能に近いと思われる。そのような観点で新病院を考えると、ま

ずは焼津市民の基本的な医療、救急が必要な患者さんを受け止めることが必要。次に高

度な医療が提供されることが必要になった時には志太榛原地区の公立病院が協力して

対応するということだと考える。各病院が担える分野を作り志太榛原地区全体に高度な

医療を提供していく。当院で言えば小児や婦人科、脳神経系などは高度な医療を提供す

る責任を負うのではないかと思う。それぞれの病院がそれぞれの得意な分野を作る努力

をしていくしかないのではないかと考える。 

そのような考え方の中で弱みのある分野を強みに変えて高度な医療を目指すというよ

うな考えではなく、その部分はお願いできる連携体制を作っていく病院像を作っていく

ことが必要ではないかと思う。 

また、在宅と療養についても大きな難しい問題であるが、病院がコントロールできない

部分がたくさんある。これは行政が一つの全体像を描いて対応していく部分であると考

えますので、連携の部分など市として考えていくことをお願いしています。 

Ｄ委員：以前に今後人口が減っていくと、静岡市では病院が一つ多いのではないかという話も聞

いたことがある。ベッドなどは静岡市を含めて考えていくのかと思うところもある。ま

た、市民が望む病院と勤務する医師が働きやすい病院が両立するのか。例えば藤枝の小

児科の先生とは一緒になれば働きやすいな、という話はしている。医師が多くいれば余

裕が出来て研究に時間を使うこともでき働きやすいと思う。しかし、病院管理者の意見

が普通の意見で、今やっていることを充実させていくということですね。 

Ｃ委員：この地域は藤枝市立病院、焼津市立総合病院、市立島田市民病院、榛原総合病院の４病

院をベースで、各医療機関の機能は固定して現状のままで医療圏のことを考えていくと

いうことが前提なのですか。 

委員長：来年４月に地域医療構想（ビジョン）のガイドラインが示され、現在、国でガイドライ

ンを検討している。県も来年の国のガイドライン待ちということで、答えられないとこ

ろがある。 

Ｃ委員：制度が、がらっと変わる方針が示される可能性はないのですか？ 
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委員長：現在、ガイドラインを作成しているため憶測になってしまうが、現在の２次医療圏の単

位で考えられるというところはある。この志太榛原医療圏は４市２町で構成されている

が、私は合理的に構成されていると見ている。焼津市立病院の将来の姿については先ほ

ど菱田管理者の方針で臨まれるのが妥当だと思う。 

Ｇ委員：医療圏はずっとこのままかというと見直してはどうかという意見も正直議論のあるとこ

ろ。ただ、不確定な要素を入れて議論しても収拾がつかなくなります。先ほど菱田管理

者が説明されたとおり、市立病院の得意なところは伸ばして行くというのは医師確保の

面でも良いと思うし、そのようなところをそれぞれの病院で特色を出していただいて、

医療ビジョンを作るときに県が少し調整して必要なものが揃うようにしていくことが

基本的な考え方ではないかと私は考えています。 

委員長：医療ビジョンはいつごろ決まりますか？ 

Ｇ委員：27 年度がスタートで、地域で協議を重ねて 27，28，29 の３年で固まってくるのではな

いか。 

Ｄ委員：内容・規模を検討するが、固定的に得意な分野を中心に病棟や設備を作るのか、今後も

っといい医師が来て新たなものが必要になるかもしれないことを考えるとどんな医療

にも対応したものを作らなければならないのではないか。 

事務局：不確定な要素が多い中でいろいろなことを考えて全てを備えるのは現実的でないと考え

ている。基本的には強みを生かして変化に対応できるという視点で作るしかないと考え

ている。市民の基本的な医療の需要には対応していくので、その上でどのようなところ

に力を入れるのか。例えばそれが、ＡからＢ，ＢからＣと変わっても変えられるような

ことをどのように考えていくかということだと思う。 

委員長：この部分についてはすぐに答えは出ないと思いますので、次回も聞かせてください。ど

うしても専門的な話になってしまいますが、実際に焼津にお住いの委員の方からご意見

はございますか。 

Ｈ委員：魅力ある病院を作っていただきたい。例えば、この辺では心臓なら静岡市立となってい

るが、そういうような。それを作るに当たっては首長が集まって総合的に情報交換して、

焼津なら○○、藤枝なら○○、という共通認識を持ってもらった方がやりやすいのでは

ないかと思う。 

Ｍ委員：得意な分野を強化していこうと言うが、その得意が何なのかさえ市民は分からないのが

現状。一般的には何科にかかればいいか分からないような時に、市立病院ならいろいろ

揃っているからかかりたいと思って来ても紹介状を持参しないと診てもらえない、行き

にくい病院というイメージもある。何かあった時に、とりあえず診てもらえる病院、ど

この科に受診すれば良いのか分からない時に総合病院に行けば教えてもらえる。そうい

った病院に行こうと思うのが市民の感覚である。 

委員長：先ずは診療所で診て、その診療所の医師が病院での治療が必要と認めた時に受診するの

が先進国のスタンダードである。これについては、病院が市民に対して広報する必要が

ある。 

Ｋ委員：私もよくは分からないが、入院期間が 10 日程度に短縮されるということで、今後、高

齢者になり病気になった時に大丈夫か心配になっている。話を聞いて時代の流れについ
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ていけるだろうかと不安になった。 

委員長：入院は英語でアドミッション＝許可という意味である。日本では入院生活といったよう

な感覚であるが、欧米などでは許可された期間で利用するといった違いだろうか。昭和

60 年から 30 年経った今での日本の常識は変わらない。欧米は皆それで普通の生活を送

っている。不安を抱かれる必要はないと思うがそのあたりについても説明が必要だと思

う。 

事務局：今いただいたご意見については、文書にして次回お配りいたします。 

Ｉ委員：私自身も心筋梗塞で倒れて焼津に運んで欲しかったが循環器が無いため島田へ運ばれた

ことがある。Ｄ委員のおっしゃるとおり、これからどんな医者が来るかわからない状況

で最初からあまり特化する部分を決めていいのか。良い医師が来たときに対応できるよ

うな施設を作るべきではないかと思う。 

委員長：この地域は医師の引き上げを経験している。魅力ある病院を整備し、医師を確保してい

ければ良いと思う。 

Ｅ委員：歯科医師をしていて、口腔外科の領域でもがんだったり顎関節だったり専門に分かれ同

じようなことが言われており、圏域で考えると一つの病院で全部の診療科を持つことが

難しく、強みを活かすということはいいと思う。ただ、一番近くの病院で何かの時には

助けていただきたいという気持ちはある。まずは、全ての病気に対応できる病院を作る

ことが第一で、その中で専門科が自然にできていくのではないか。 

委員長：専門に特化するという理由について分かり易い説明をまたお願いします。 

Ｆ委員：私の祖父、父が心筋梗塞で亡くなっていて、商店街でも心臓の悪い人が何人かおり、地

元の商店街にＡＥＤをおいている。心臓が一番不安が大きいと思う。循環器の Dr.が少

ないのはわかっているがぜひ充実していただきたい。 

Ｊ委員：病診連携で定期的に、３ヶ月に１度くらい総合病院にかかっている。全てがそろってい

なくても専門に近い病院がこの圏域にあって、連携を取って必要な時にかかれるように

してもらったらいいのではないか。全く同じものがいくつもあっても成り立たないので

はないかとも思う。総合的な病院でなくても、専門的な病院でなくても連携をとってエ

リア内でやれれば良いと思う。それが地域のためであり市民のためにもなる。 

委員長：市民の目線で診療所、病院との連携の広報を焼津市立病院にはお願いしたい。それでは

時間が参りました。事務局から連絡事項をお願いします。 

 

６  その他 

事務局：本日の御意見の他に何かあれば、出来れば 12月 5日までにご連絡をお願いします。 

第２回は 1月 21日（水）18時、第３回は 3月 4日（水）18時から同じように行います。 

 

 以上 


