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第２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 27年１月 21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 

西田委員、堀尾委員、行木委員、三輪委員、永田（公）委員、小山

委員、高𣘺𣘺委員、岡本委員（代理）、永田（實）委員、越後委員、伊

藤委員、山口委員、（欠席：小林委員、大橋委員） 

焼津市立総

合病院 

菱田病院事業管理者、太田病院長、宮内事務部長、中野病院建設準

備室長、仁藤調整監、森下建設準備担当係長、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．議事 

（１）第１回新病院整備基本構想検討委員会での意見等について 

（２）第３章 新病院整備の基本方針について 

 ①新病院に期待される役割 

 ②新病院の目指す病院像 

 ③新病院の機能 

 ④施設整備の基本的な考え方 

（３）第４章 新病院の整備概要について 

 ①病床規模 

 ②整備手法 

２．その他 

資  料 資料１：焼津市新病院整備基本構想原案（案） 

資料２：病床規模の算出について 

資料３：整備手法のイメージ図 

資料４：新庁舎建設基本構想及び新病院整備基本構想策定にあたっての提言 

 

（委員長より行木委員について紹介） 

（行木委員より自己紹介） 

 

１．議事 （１）第１回新病院整備基本構想検討委員会での意見等について 

（事務局より説明） 

   ①超高齢社会への対応－（病床機能の分化と連携の推進） 

   ②新病院の機能の考え方－（新病院における医療機能と医療提供体制） 

   ③建て替えの考え方－（一般的な建物と長寿命化） 

   ④病院から市民への広報・周知－（紹介状、入院期間、強みの分野） 

   広報やいづ（２月１日掲載予定）、院内広報誌「ひだまり」を用いて説明 

委員長：はい、どうもありがとうございました。ただ今の事務局よりの説明、前回もそうでした

が、たっぷりと内容があるために早口で喋らざるを得なかったと思います。いかがでし
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ょうか。事務局の説明と内容等につきましてご意見、ご質問がございましたらどうぞお

願い致します。事務局の方としましては、この間の第１回目の時の意見を受けて広報に

見本の物を準備したということでございますね。努めてわかりやすく書いてくださった

かもしれませんが、まだまだ専門的な用語があるのは仕方ないのでしょうか。どうぞご

意見ございましたらよろしくお願い致します。 

Ｂ委員：これを見てですね、救急医療や産婦人科小児科、脳神経外科など強みがあると。大変良

い内容になっていますが、救急医療が充実するためには救急科で初期対応したあと、入

院してその後救急外来がずっと面倒みるわけではなくて、他の該当する診療科に患者さ

んが回るわけだと思うんですが、その中でやはり内科系がこの数字で言うとまだ少ない

ということで、救急医療の中で内科系がバックアップして、受け持つ役割が相当大きい

と思うんですが、そこの辺の一次対応が終わった後、その後の対応としては内科系は充

分活躍してもらえるような状況にあるのでしょうか。  

事務局：病院事業管理者の菱田です。私、内科医ですけども、今の内科の状況について申し上げ

ます。当院の救急患者さんはかなりの数です。当院で一時対応した後入院がどうなるか

ということに関しての対応についてですけども、基本的に 24 時間７日間、内科が救急

対応するように当番を決めています。月曜日であれば月曜日の午前の対応する救急患者

を診る医師は誰かということが決まっていまして、その医師が月曜午前中、毎週診る。

月曜の午後はどうする、夜中はどうする、こういうふうにしていまして、そこで基本的

に入院が必要な患者さんはその先生が入院も対応していくということで、現在、主に上

の人よりもどちらかというと中堅・若手の人達が対応してくれていまして、それで十分

回っています。今の所、当院は総合診療内科が人数的にもかなり多いということもあり

まして、どこの診療科ではないからうちは受けられないとか、そういうところは全くな

く、そこの所は非常にスムーズに今のところ動いており、苦情もしくは院内での問題に

ついては今の所なく稼働しています。非常にありがたいことだと思います。 

Ｂ委員：大変すばらしい状況ですね。他の病院では羨ましいかぎりだと思います。  

委員長：どうも、ありがとうございました。病院管理者をお務めになられます菱田先生からのご

説明でした。そしてＢ委員は静岡日赤病院の院長ご経験の立場から今のようなご質問を

賜ったわけですが、いずれの大病院もこの問題は大変ですね。そのような中でこちらの

焼津市立総合病院の対応ということでしたが、いかがでしたか。こちらの病院としては

精一杯やっているわけですね。内科の医師不足というのは本院に限らず全国で起こった

問題でございまして、内科医が最も少なくなった頃にＣ委員もおいでだったのではない

ですか。 

Ｃ委員：ええ居ました。このグラフにあるようにですね、私がこの病院で、定年で退職になった

のは平成 21 年です。この間の内科医は半減しています。非常に大変な状態で実際に救

急医数、あと研修医の数もそんなに多くはなかったので若い内科の先生が救急をカバー

しないといけないのですけれども、それが非常に手薄になってしまって、結局どうする

かとなって、私はやっぱり地域医療の根幹といいますか、最も重要な部分だと思うので

すが、結局焼津市が重傷の方をどこでどんな風に対応したらいいか、その当時かなり難

しいところがあったんですね。そこがこの病院では 24 時間ちゃんと対応しているので
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すけれども結構厳しい。現場の先生達に負担がかかる、そういう状況だったんですね。

今、Ｂ委員もおっしゃいましたが、救急をこれからも充分に対応していけるかどうかと

いうのは、一重にどれくらいの人数の若い先生方を、意欲のある先生達を確保という言

い方をすると物みたいでよろしくないですが、いわゆる地域の救急医療に意欲をもって

いる若い先生達、内科系のそういう人達をこの病院がどれだけ惹きつけていくかですね、

それがこれからの時代だと思いますね。この（医師数の）グラフを見ていてよかったな

と思うのですけど、本当に救急医療というのが重要であることは先生方もご存じだと思

うのですが、おもしろいという言い方は語弊があるのですが、医者として最も仕事をし

たといいますか、しがいのあるような医療分野ですので、そういうところに意欲を持っ

て魅力を感じて入って来てくれる先生達をこれからも確保していかないといけないと

思います。どうも救急医療はお荷物といいますか、どうしても赤字部門で儲けがあまり

よくなくて、それでクレーマーがどんどん増えていくような一番嫌な診療部門、そうい

うイメージが強いですが、そうではなく、正反対の、救急ほどおもしろくてやりがいの

ある医療分野はないんだというのを。若い先生たちに中心になって頂いて、あと医療関

係者、看護師、夜間も検査技師とか、レントゲン技師とか、そういった人たちが当直し

ているわけですからそういう人たちも積極的に参加できるような体制をこれからも維

持していって欲しいなと思います。私の知っている範囲以内では、焼津の市立病院とい

うのは割合、救急の患者さんに関しては敷居を低く対応していると思うのですね。現場

の雰囲気も言葉はちょっと乱暴なところもないわけじゃないですけれども、看護師さん

達とかみんな親切です。そういうのを失わないような救急医療であってほしいなと思う

のですが。その為に若い先生たちをどういう風にこれからも抱えていくかと云いますか、

そういう先生達にどんどん活躍してもらうという体制を作っていかなければいけない、

さらに発展させなければいけない。物の話とかベッド数とか、そういう話ばっかりが先

行しているような気がするのですが、結局病院というものは何かということを考えます

と、医療関係者というか医者とか看護師とか、レントゲン技師、検査技師、事務部門も

ありますね。そういう医療に関係している人間の集合体だと思います。そういう人間が

いなければ病院なんていくら構想をたててもしょうがないとも思うのです。結局病院の

もっとも重要なことというのはやる気のある意欲のある、そういう医療関係、医療人で

すよね。そういう集団をどういう風に確保していくか、あるいはそれをさらにどういう

風に発展させていくか。それにはどうすればいいか、もっとも重要な課題だと思うので

すが、それはさっき考えたのですが、やっぱり難しいですね。 

委員長：いかがでしょうか。その時に市民の皆様方にどう理解を得ておくかが大きいかなと思い

ますね。この焼津市立総合病院も振り返ってみますと、平成 22年に内科医が 14人にま

でに減ってしまって、先生方が死に物狂いで働いても追いつかない、この様な時に、紹

介状無しで診てくれない、というふうに市民の方が反応されたら、医師の方々もやるだ

けのことをやっているのだけどもという思いになるのではないでしょうか。一方で市民

が住む身近なところに診療所の先生がおられるわけですね。診療所の先生にまず診ても

らったら、その診療所の先生からの情報も加えて来院されるので、病院の方でも対応に

余裕を持てるのかなと思いますね。  
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Ｃ委員：はい、今、診療所の先生なんです。病診連携と言いますかね。昔の言葉で、地域医療連

携というのは、それをスムーズにやるのはどうすればいいのかと、やっぱり頭を悩ませ

てしまいますね。結局病院と診療所というのがまだしっくりした関係、少なくても焼津

市に関してはあまり無いような感じがしていますので、やっぱり診療所と病院の連携を

もう少し、しっくりさせていきたいなと思います。要するに診療所の先生方も病院の内

容の事をあまりよく御存じじゃないんですよ、実際問題。例えば逆に病院の先生方も診

療所で今どんな風にやっているのかなとか診療所の状態とか、多分あまりご存じでない。

結局まずはお互いにどんなものなのかをもう少しよく知らないとダメかなと思ってお

ります。やはりもう少し、地域医療をしっくりもっていくにはお互いに相手のことが分

かると言いますか、大切なのではないかと思うのですけど、なかなか病院は病院でやっ

て、診療所は診療所でやってという感じが今まであるような気がしますね。それは新病

院の構想とあまり関連しないかもしれないですけど、そういうものを含めた地域医療全

体を、調整を誰かがやってくれないかなというのは思いますね。上というか全体を調整

してくれるようなそういうところがあると良いんですけど。 

委員長：限られた時間の委員会ではございますが、今、Ｃ委員がご指摘くださった課題も、事務

局の方でみなさまの知恵を聞けるように組んでいただければよろしいかと思います。 

Ｄ委員：志太榛原の各救急病院の救急を相談する委員会があります。大した病気でなくて自家用

車で来る患者さんをウォークインと言いますが、救急車でくる患者さんは普通の急患で

すね。この志太榛原地域ではウォークインは激減しているということは一つ押さえてお

く必要があるのかと思います。だいぶ周知されてきて。救急を語る部会でも発表されて

いますから、どんどんどんどん知識のない人が来てそれに対応するのが大変だという論

議はないのかなと思いますね。  

委員長：今回の委員会は具体的な病院建設の検討の一歩手前のところで、市民の方々や地元の経

済界の方々にもご意見をうけたまわっているということで進めさせていただければと

思います。Ｃ委員、有り難うございました。他の委員の皆様も、何かご質問等ございま

すでしょうか。ないようでしたら次に移らせていただきます。 

 

（２）第３章 新病院整備の基本方針について 

①新病院に期待される役割 

 ②新病院の目指す病院像 

 ③新病院の機能 

 ④施設整備の基本的な考え方 

（事務局より説明） 

委員長：今、第３章新病院整備の基本方針についての説明がありました。これは前回第１章、第

２章の説明受けておりますのでそれを踏まえてのものだと思います。委員の皆様の中で

只今の第３章のところで、何かご質問ご意見等ございましたら。 

Ｆ委員：④の 26 ページの癌の所なんですけれども、この中に肺癌が入っていないのですけれど

も、これは呼吸器の医師がいないということと関係があるのでしょうか。 

事務局：肺癌については現在、外科系の先生を中心として肺癌の患者さんの対応をさせていただ
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いております。ただ、このところの記載は新病院においてどのような機能をより充実さ

せていくかということについての内容になります。先ほどから最初の前回のご意見等に

対しての回答としても、今後当院があるべき姿として説明していただきましたように、

すべての分野にすべて最高のレベルのものを用意するということは市立総合病院の規

模から非現実的なものだと考えております。今後の病院のありかたとしては、志太榛原

地区 40 万人の全体に対して島田市民病院、藤枝市立病院、当院等が中心になって、そ

れぞれに得意な分野を作って、そこが最終的にその分野を対象とした医療を行っていく

という基本的な考え方でいきたいと。もちろんプライマリの部分としての最初に診ると

いうことに関しては当院では全ての市民の需要に応えるという前提にあるわけですけ

ども、その中でどこの分野について強化していくかというなかで、この癌の中で言えば、

当院で診療体制が整っているというものの中に今の肺癌というのは入らないというこ

とからこの中から抜けているという事で、ご指摘の通りこれから呼吸器の先生がもし充

分みえると、当然そういうことをやっていくという事になるかもしれませんけれども、

今回の新病院については現状の当院の機能、実力をもってどうしていくかという事をイ

メージしていく現実的な考え方にしたいということで、今の時点で無いところを将来作

りますというような公約の仕方という形でそれを記載しないという意味で、ご指摘のと

おりこの中から肺がんは抜けていますけど非常に重要な部門だと思っています。その点

については診断能力を高めて、実際に例えば治療、肺がんについては手術、化学療法、

非常に重要な部分になっていますので、今、藤枝では例えば肺癌呼吸器については非常

にスタッフが揃っているのでそちらに適切に紹介し、お願いできるという体制を作って

いく。そういうようなことを考えております。 

委員長：Ｆ委員、今の回答についてはいかがでしょうか。 

Ｆ委員：はい、わかりました。 

Ｇ委員：一つはですね、高齢者医療への対応の所で、在宅医療の充実への貢献と書いてございま

すけども、具体的にもう少しご説明いただきたいのが一点と、それから少し上の方、精

神疾患の所に外来患者を中心にというふうにございます。今こちらの病院は精神につい

てはベッドを持たないので、入院はしないで外来だけというふうに存じていますが、中

心にという言葉がどのような意味、深い意味があるのかどうか、多分その後の病床規模

のところでも精神科の病棟の方は想定してらっしゃらないのかなと思っているのです

けれども。ちょっとそこを教えて頂きたいのが一点と、ちょっと戻るんですけれども、

２章までのところでもまたお話したいところがありますが、それはまた後ほど申し上げ

させていただきます。 

事務局：高齢者医療の対応ということ、実は他の所とちょっと違うようなタイトルになっていま

す。ただ新しい病院を作るうえで非常に我々日々十分に留意し強化していく必要がある

ことというのは高齢者医療の対応だという風に思っています。その面で、院内でできる

ことということがあるわけですね。当然在宅医療、非常に重要な部分を占めてくると思

います。高齢者というのは簡単に病気が重症化しやすい。またあまり長く入院していま

すと色々な合併症を起こしてくるし足腰も弱くなるということで、在宅へ出来るだけ早

く帰って頂く、こういうことが病院の機能として非常に重要ということで、在宅医療を
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充実していただくということがどうしても必要かと思っています。今当院は基本的には

在宅もしくは地域のそういうことについては、今日ご参加をいただいておりますが、Ｃ

委員を中心とした医師会にお願いするという立場ではありますけれども、医師会の現状

をみますと、そういうことを十分担うということについての人材的にもなかなか大変で

非常にお忙しくやっておられるということで、いったい病院として何が出来るかという

ことを考えていくというのが私たちの使命と考えます。ここはそういうレベルのことで

具体的なことは医師会との連携のもとで相談していくに仕方がないことだと思ってい

ます。主体は医師会の先生方で、それに病院で出来ることはないか。例えば当院でやり

始めたことは癌認定看護師をもっている看護師さんが在宅の看護師さん達の所へ出掛

けて行って、そして、こういう患者さんにはこういうことして下さいというような指導

なんかをさせていただきます。そのようなことを１つ私達の病院として今始めたことで

あり、できることではないかと思っています。もう一つ精神疾患の患者さんについて、

外来診療であることは間違いありません。ただ入院の患者さんで精神的なものを抱えて

おられる患者さんもおりますので、そういう患者さんへの対応というような意味で、外

来患者を中心に、というそれだけの意味で、いわゆる入院施設を持つというようなこと

は考えておりません。 

委員長：今のご回答についてよろしいでしょうか。 

Ｇ委員：ありがとうございました。 

委員長：ではもう一つのご質問についてどうぞ。 

Ｇ委員：よろしいですか。私、前回のときに申し上げるべきだったか分からないですけれども、

あの資料が今回本体に組み込まれるということ、そこが不理解だったものですから。県

の立場から出させていただいているものとしては、まず県の保健医療計画のことに触れ

ていただいたことに感謝を申し上げるんですが、５ページのところ、県の保健医療計画、

現状の中で各医療制度等のことにお触れいただいている中で県の保健医療計画の部分

をご披露いただいています。ただ 22年計画のものにその追補版という格好で 25年にも

追補版が出ております。また、次の 27 年４月からの計画が既にパブリックコメントに

出しており、具体的にほとんど固まりつつあります。ですから、内容を見ましても、そ

の後国の通知も出まして、かなり不正確な部分もあったりいたしますものですから、こ

れからの先をみてお作りになる病院の構想ということでは、もう少し進化させて、今回

のパブリックコメント段階でありますけども３月中に固まりますので、少しまた個別に

事務局ともお話をして、そういう格好でとりあげていただくと県としてもありがたいか

なという風に思っております。 

委員長：今のご意見とご説明ですが、前回に説明のあった５ページ、県の保健医療計画のところ

が新たに更新されているということで、その内容をここに反映させるということでよろ

しいですか。Ｇ委員のほうで新しい情報等をご提供いただけるということで宜しくお願

いします。他にはいかがでしょうか。 

Ｍ委員：論点がずれていると申し訳ないのですけれども、得意な分野を強化していくということ

で、外来の患者さんが９ページの資料によると整形外科がかなり多いかと思うのですけ

れども、こういった点で整形外科を強化ということにはならないのかなと思いました。
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むしろ糖尿病患者さんなんかは透析だと週３回とか通わないといけないという中で、ど

ちらかといえばこういった患者さんは地域の診療所の方が対応しやすのかなという風

に感じたのですが。この（重点機能）の中に整形外科は入ってこないので。 

事務局：ごもっともなご指摘かという風に思います。当院も整形外科の医師の数はかなり多くて

そういう意味では地域の重症の方々も診させていただいていると。ただ、先ほど重点機

能云々ということで私たちが考えさせて頂いているのは、この志太榛原地区全体を相対

的に見て、その分野と他の病院との関係で、この志太榛原地区 40 万を私たちが責任を

負うんだという形の部分の責任を強化するということと考えています。それと、焼津市

の全体をどうするかということは少し色合いが違うかなということで、先ほどの強化

云々とした分野、これは他の例えば島田、それから藤枝等に十分なものが無くて当院が

非常に強みのあるところで、そこは 40 万全体に対して、私たちはもっとレベルを上げ

て高度なものを提供していく、病院として進化していくということになります。一方整

形外科の需要が非常に多いということは間違いありませんので、私たちはそれは当院と

しても必要であります。ただその当院の整形外科の主な対象は多分この患者数の多くな

る、現在も多いですが、今後も焼津市の患者さんを対象としてやっていくということで、

決して整形外科を小さくするとか弱体化するとか、そういう意図は全くございません。

ただイメージとしてこの志太榛原地区全体の中でそれぞれの病院が強化して、そして全

体として高度な医療を提供する地域を創っていく。その中で自分達がどこを向きますか

というとこで、他との病院のことを含めて相対的な実力の問題を考えるということで、

もちろん整形外科を入れてもいいわけですが、今後整形外科についての重みは市内の方

を対象にしていく状況であるかという風に思っております。ご指摘のこと、ご意見を踏

まえてもう一度考えさせていただきます。 

Ｅ委員：歯科としての意見というか要望なんですけれども、さきほど（４）の高齢者医療の対応

ということで、入院期間中の胚葉萎縮や誤嚥性肺炎の合併症予防等々と書いてあって、

＜主なとりくみ＞に急性期リハビリと口腔ケアの充実ということが書いてありますけ

ども。最近、本当に口腔ケアなど大切だということがよく言われていて誤嚥性肺炎だけ

でなく、周術期の口腔ケア等々、あと歯周病が全身に影響するとありますので単に要望

ですけれども、高齢者だけでなく患者の口腔ケアを充実するように宜しくお願い致しま

す。 

Ｈ委員：私、前回出てないのでなんとも言えないんですけど、11ページ 12 ページのですね、医

師の数、看護師の数、病床の数が少ないという実態がここにかかれているのですけれど

も、医師の確保、看護師の確保、やっぱりこれはいわゆるマンパワー、基本的な部分な

のかなと思います。そういう中で新病院を建設するにあたりまして目指す病院像の中に、

こういうものがどのように反映すると言いますか、この現状を変えていけるような新病

院と言いますか。どのように考えておられるのかなと。それをもし出来ればと思います。 

事務局：病院長の太田でございます。非常に難しい問題でして、医師、日本中でも足りないと言

われていまして、静岡県で足りていると思われる地域は静岡市と浜松市しかないと。他

は全部ダメだという状況でございます。そこでその医師・看護師にとって、どれだけ魅

力のある病院を造るかということですけども、これは先ほどのＣ委員もおっしゃったよ
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うに、箱物では魅力は作れない。むしろソフト面でいかに魅力のある仕事が出来て、教

育ができるかということになりますので、一章二章の所で書き込んでおりませんが、そ

ういったことを現場の上のところで目指していくという風に考えております。もちろん

数が少ないということは最重要事項と私は考えております。 

Ｈ委員：ぜひ充実した人材の育成・確保をお願いできればと思います。 

委員長：私もこの事情についてずっと調べています。じつのところ、2004年にたまたま厚労省の

政策と文科省の政策が同時に行われたことが、全国で目に見えて医師不足の事態が現れ

たということがわかっております。医学も発達して医療体制も変化しておりますので、

昔のような医師養成体制では済まなかったということもあるのですが、こちらの病院で

は院長はじめ皆さん方で対応してこられるのを見ておりましたので、次の新病院の計画

の中でも是非この課題は記されるべきだと思います。他にはいかがでしょうか。 

Ｉ委員：２つほどお願いします。１つは 25 ページの重点機能とありますが、まず救急医療①②

③とありまして④のがんまでなんですけど、（２）へいって急性心筋梗塞と出てきます。

救急という救急医療を充実するという中で、何故その（１）の重点の方へ、この急性心

筋梗塞の一項が入らないのかということが１つ。もう１つは志太榛原地区で重点項目を

設けて各病院で機能強化をするとおっしゃいますが、それぞれの病院で、「じゃあ、あ

なたのところはこういう面でこれから重点的にやってくださいよ」という話し合いはし

ているのですか。ただこちら（焼津市立総合病院）でですね、ここはこういう風なこと

を重点的にやっています。あちらはこういう風にやっていただきましょうというだけの

ことなのか、その辺をちょっと僕は心配するんですが。ぜひお願いします。 

事務局：今の心筋梗塞の話、市民の方からも色んな意見お伺いしている所です。ただ本当にこれ

はご理解いただかないとならない部分だと私は思っています。今、例えば当院におきま

しても循環器専門の内科医は２人おります。しかしながら心筋梗塞も急性期の対応をす

るためには 24 時間、複数の人間が病院にすぐ駆けつけることができるというだけの医

師を確保するということが重要になります。そのことを、もし全国のこの規模の病院が

全ての診療科でやろうとすれば、ほとんど不可能なくらい専門が足らないんだという風

に思います。一方でこの志太榛原地区の中で考えてみますと、もし焼津市内で心筋梗塞

を起こしましても、すぐに救急車が藤枝か島田へ運んでくだされば十分に対応出来る状

況だと私は思います。例えば私は浜松に長くおりましたので浜松の情勢を知っておりま

すけども、浜松市内で例えば心筋梗塞を起こしたときに浜松市内の全ての病院が全て対

応するという状況にあるというのは、これは不可能だという風に思います。だから困っ

ているわけでは無くて、浜松市内のいくつかの病院に救急車を運んでくれれば、それで

十分だという風に思います。そんなことだと考えますと、もちろん当院としても救急の

循環器の問題も非常に重要ですので一生懸命努力しておりますけれども、その部分の救

急については救急車の段階で心筋梗塞が疑われた場合、直ちにそれが治療できる病院に

行けるという体制を作っていくことによって、100％とは申しませんけれどもかなりの

部分のことは、私はできているのではないかと思っておりますし、それが現実的だと思

います。それを焼津市内だけで、という風に考えますと、例えば静岡ですとこの地区の

中に全て作らなきゃいけないとか、そういうような考え方になってしまって、やはり多
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少、現実の医師不足という問題とはかけ離れてくるかなと。医師を確保するという部分

では、もう一つ別の問題もあります。もしも今の様な形で言いますと例えば呼吸器も先

ほど話がありましたけれども、十分なものを確保しようとしますと数名規模が必要です。

そうしますとそれだけの医師に対応するだけの患者さんを確保してくる必要がありま

す。積み上げますと、多分、焼津市立総合病院の病院規模、400 何十床というレベルで

はとどまらずに、500 床、600 床という規模が必要になるようなものになります。それ

が本当に病院として経営的に成り立つのかどうか、それは本当に市民の欲しいものなの

かということになりますと、私はそれだけの需要はこの人口の中には無いのではないか

という風に考えています。そこのところはぜひ全体の構成として理解して頂きたい。こ

の志太榛原地区におきましては、救急体制が非常にはっきりしておりまして、救急車の

方は患者さんが最初に心筋梗塞が疑われた段階で直ちに直接どこに行くかという体制

がはっきり出来ていますので、どっち、あっちこっちというたらい回しはほとんど起こ

ってないのではないかという風に思っています。ただ、もう一つの問題は先ほど来、私

の方で、この志太榛原地区の高度の医療をどのように分担するかというイメージを出し

てお話をさせていただきました。それが全体として協議されたものであるかどうかとい

うご意見もあります。私は藤枝の事業管理者、また島田の事業管理者ともお話をしまし

て、基本的には方向性としてはそういう方向でやっていくことが、この志太榛原地区の

病院としては正しいということについてはすべて同じ意見を持っています。その上で、

では各病院がどのように分担するかという内容になってきますと、これは非常に難しい

問題です。それは一重に医師を確保できるかどうかということが、その病院がどの機能

を強化できるかという事に関わってきますので、例えば、「こちらにも消化器あります、

そちらにも消化器あります。じゃあ、うちがやりますからおたくはやめてください。」

とこういう話はとても出来ませんので、私は現実的な問題としてはそれぞれの病院が、

それぞれ他を眺めながら、先ほどお話しさせて頂いた様に他の所が相対的に弱くて、そ

してうちも 100％出来るとは言えないけども、ある程度の陣容が整っている部分につい

てそれを伸ばしていって、そして 40 万の志太榛原地区の住民に対しての責任ある医療

体制を作るということが現実的かなと思います。先ほどのご質問につきましては、総論

的には全ての病院の管理者はそう思っていると私は理解しております。ただ各論でそれ

ぞれの病院がどこをするかというのは各病院の現在の実力の中で将来を検討しながら、

ということ以外にはなかなか、それぞれの立場がありますので難しいという風に思って

おります。 

委員長：菱田先生は焼津市立総合病院の病院管理者ですし、藤枝市には毛利先生という方が、島

田市には服部先生という方が病院管理者をされておられるわけですが、３人の先生方の

あいたでご意見の交換が今のご説明のようになされているという理解でよろしいでし

ょうか。 

委員長：３人集まったわけではなく、私は個別にお話しして、うちはこういう風に考えているけ

どもどう思われますかという話に対して同じように思うということで、そういう観点の

中でお互い弱いところを協力し合っていきましょうと、今その協力の体制をいろんな形

で進めさせていただいています。例えば当院の若手の研修医の人たちで循環器の研修が
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十分でない部分は、今も島田の方に行ってやって頂いていますし、うちで不十分な、例

えば呼吸器については藤枝から毎週カンファレンスに来ていただいて、いつでも直ぐ重

症な患者さんは移せるような体制を作る。そういうようなことの構築をさせていただい

ています。 

委員長：Ｉ委員のご意見、ご質問に対する回答が今のようになりまして、あと加えてお尋ねする

とすれば、Ｉ委員のご質問に三市の市長はどのように考えておられるとお答えをしてお

くべきでしょうか。 

事務局：今の問題は議会等でもしばしば議員の方から質問が出たりするということで、市長の答

弁という形で言いますと、「三市で協力してやっていきましょうという話し合いとして

はあります。」ということは議会で答弁されておりますので、そういう所での医療の問

題についての協力のことはそのような形の話があると私は考えております。当市の市長

の思うこの病院の将来像ということにつきましては、病院の考え方とほぼ同じような考

え方で、今の市長（中野市長）はおられるという風に理解しております。 

委員長：Ｉ委員、今の質問についてはよろしいですか。 

Ｇ委員：付け足してもよろしいでしょうか。黙ってようと思っていましたが、県の立場で。今、

菱田管理者のおっしゃられたように色々他の管理者、それから病院長の先生方、副院長、

市長さん、いろいろ協力しようと一斉にやってらっしゃいます。まずは、やはり目の前

の病院で全て完結するということは、専門家、あるいは医師も必ずしも十分ではないと

いう中でなかなか難しいことですので、こういったものをやる上では、やっぱりまずご

自分の病院が何をしたいのか、何ができるのか、何が得意なのか、そういうところで個々

の病院がいろいろ計画なり、方針なりお立ていただきまして、さらにそこら辺を今協力

というお言葉も出ましたけれども、お話し合いの上で、今度地域医療ビジョンといった

ものを県が書いていくようになっております。それは地域でこういう協議をいただきま

して、この地域で必要な医療機能が地域全体の中で満たされるか、足りなければどうす

るのか、さっき市民の立場でいろいろ特に急ぎの病気に対してご不安があるのは当然だ

と思うんですけれども、そこら辺をどうするかという話し合いをして、では足りないも

のをどうするか、そういう話し合いを持てと。現状でもいろいろ救急関係者も含めまし

て緊急性のものがあったときにはどの病院に運べばいいのか、どうしても近隣の病院で

対応できない場合には静岡で受けていただくという様なことをされていますので、まず

はこの病院自らがどういう風に考えてどういう風にしていくのかと、そこを中心にお考

えいただければいいのかしらという風に私は思います。 

Ｉ委員：基本的には良く分かるんです。現在の状況をそのように開示をして、今どういう風に対

応していくかという意味では理解できます。しかしこの病院の新病院を作ろうというわ

けです、これから５年先６年先、それを今検討している訳ですよね。だからこれからも

もちろん連携はしていくのでしょうが、焼津市の市立病院として、救急に力をいれてい

こうと、まず重点で救急医療だよと言っておいて、これが二の矢になっているというこ

とに対して、いきなり何て言うか今の体制そのものを肯定するというそういうことで進

んで行って良いのかなと。新病院だからもっともう少し前向きって言うんですか、その

ように考えてもいいんじゃないだろうか。というのが心の中にちょっとあるわけです。  
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事務局：もう本当にそのようにお考えになる気持ちは非常に良く分かります。一方でこれは二つ

の考え方があると思います。せっかく新病院をつくるのだからその時に色々な設備等を

投資し、そして充分新しい先生が来られるような体制を作るべきだという考え方。その

観点に立って今ご発言されているのだろうなと思います。もう一つは例えば循環器を本

当に作りますということになりますと、それに対応するための病床、レイアウトだとか、

そういう物もしっかり作らないといけないですし、かなりの設備投資をすることになり

ます。しかしながらそういうことを計画して、そこにもし医師を確保できなかった場合、

その病院自体はどうなるかということを考えてみますと、かなりリスクを負うという形

になります。そのどちらをとるかということになります。今、私というかこちらの検討

会議に、庁内の中で原案を出させていただく中での会議の意見としては、救急体制を重

視することということと、それから先ほど話した繰り返しになりますけども病院の規模

を拡大させるという計画を取るべきではないのではないかということについては非常

にリスクがありますが、病院開設までにまだ時間がございますし、開設してからいろん

な医師事情も変わる可能性もありますので、その時に対応できるようなレイアウトの考

え方を作っておく、ソフトハード面の考え方を書かせていただいていますけども、そう

いう対応をしつつ循環器の医師の獲得に努力するというスタンスでやっておりますの

で、現状を肯定して今のままの病院を、また弱体化している病院を作るということを一

生懸命目指しているものではないということをご理解いただきたい。それを作るんだと

いう前提で大きくその部分を作るような形で計画することが病院としてはリスクを避

けたいと思っております。 

委員長：いかがでしょうか、Ｉ委員。ここで打ち切るような話ではないと思いますし、引き続き

章をまたいで関連の話が出てもおかしくないと思います。他の皆様方で、この第３章に

関するご意見ご質問ございますでしょうか。もし無ければ先に進めさせていただきまし

て。 

 

（３）第４章 新病院の整備概要について 

 ①病床規模 

 ②整備手法 

（事務局より説明） 

委員長：ありがとうございました。第４章で①病床規模、②として整備手法とございまして、両

方の説明を一緒にやっていただきましたが、まずは①の病床規模についての説明で何か

ご意見ご質問がございましたらお願いいたします。 

Ｇ委員：私の一番最後の発言といたします。病床規模の考え方なんですけれども。これっていう

のは今のこちらの病院の延入院患者数からの延長で考えてらっしゃる訳ですよね。そう

しますと今の 25 ページに新病院の機能として、これこれ強みのあるところを特に強化

していきますというお話もありましたけれども、これは逆に言いますと、必要病床数の

アプローチとしてこういう所を強くやっていきますという意味では、例えば１病棟何床

あるいは、すべての診療科について書けなんては申しませんけども、特に強みを感じて

中心にやっていこうというとこは、そこはっきりお書き頂いた方がいいのではないでし
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ょうか。あわせてその他は、例えばこれからの入院患者から推計してこうというアプロ

ーチも入れていただかないと、せっかくここで強みをやったことと必要病床数とすっと

んじゃっているような気もしますし、これから県が地域医療ビジョンを書いていく時に

もここの病院さんはこういう考えで、ここをしっかり中心としてやって、尚且つその他

も含めて全体でこれくらいっていう表し方をしていただきますとより構想段階でも明

確ですし、詳細はこれからにしても、構想にそういう発想も、お書きいただけないのか

しらという疑問点が一点。それと西田先生が専門でいらっしゃる医療経済面が現状のと

こで今の収支の状況とか、いろいろ書いてございますけども、その延長でのこの構想へ

の反映っていうのはあまり見られない感じもするんです。持続可能な健全経営を進めて

いく病院ということで一つ書いてありますけども、そこら辺をこれから計画の段階でよ

り詳細なものを書いていくのか、不確定要素も多いですけども、そこら辺はどうでしょ

うという疑問なんですが。二点でございます。以上です、申し訳ありません。 

委員長：Ｇ委員から２点のご質問がありました。この二点について、まずは、病床総数について

の見込みがあって続いてその②ということで強化する診療科の説明があったわけです

が、強化する診療科とベッド数とのあいだをつなぐ説明がないというご質問だったと思

います。二つ目は病院が今後とも経済的に持続的ができるかどうかについての検討につ

いてはどうなっているのか この２点だと思いますが、いかがでしょうか。 

事務局：ご指摘の部分ごもっともだという風に思いますし、検討するのにそういう資料が欲しい

というお気持ちもよくわかります。全く考えてなかった視点ですので、もう少し詰めて

みたいと思います。ただざっくりとした形の数値を出していく大きな理由は、今後療養

期をどうするか亜急性期の患者さんをどうするかというようなものについてのイメー

ジはどうするかと色々そういう観点から必要病床数はどうなるかという事を考えてみ

ましたが、国の政策そのものの事についての不確定要素が多すぎて、私たちはその観点

から明らかにすることができない。それをじゃあもっとも我々として根拠があるのは何

かというと、焼津市民の必要な分について我々は引き受けるという前提は変わらない。

その点から考えますと今の引き受けている現状をそのまま維持するとしたらどういう

年齢構成になって、どういう需要が出てくるんだろうという事と、ざっくりと在院日数

減らすとうい方向に行かざるを得ないということで、今の在院日数よりも大きく平均的

に下げることは難しいだろうと全体のものを出させていただいて、その意味での市民の

了解を得たいという意味で相対的なものを出させていただきました。この案の中に具体

的に今のように、ご希望についておっしゃられたことを出せるかどうかわかりませんけ

れども、私たちが新しい病院のイメージを作る上で必要な検討課題だと思いますので、

その点から検討させていただきたいという風に思います。 

委員長：ありがとうございます。現在、すでにこの病院で診療科ごとに病床の数があると思いま

すが、それに照らして、どのようなバランスになっているかという意味での説明のとこ

ろをよろしくお願いいたします。二つ目の方の病院の経済的な持続性こちらの点につい

ては、いかがでしょうか。 

事務局：病院規模と経営の関係性についてなんですけども、今回の作りとしまして、まず規模、

必要な規模はどの程度かということをまず決めさせていただきまして、次回の会議にな
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るかと思いますけども、そこで事業費をあらためて提案させていただきますので、そこ

のところではまたご意見願いたいと思います。  

委員長：では次回その数字をお見せいただいて、ご意見たまわるということにさせていただきた

いと思います。それでは、もう一点の説明がございました②整備手法ですが、こちらも

含めてご質問、ご意見を賜れましたらと思います。整備手法色々書いてございます。私

の目から見れば先ほどＧ委員が言ってくださいました通り医療経済が専門でございま

すので、そちらのほうの目から見れば、整備手法というのはいわば資金調達の方法論と

も言えます。そのような観点から見ていただければ解り易いのではないかと思います。

資金調達し、そして新しい建物を稼働させていくプロセスとしてこれだけ種類がありま

すというわけです。ただどれを取るか云々というのは本委員会の課題ではございません

ので、委員の皆様のご理解が深まる中で議論されてよろしいかと思います。  

Ｉ委員：整備手法は、これはどれが一番得策かということを選んでいただくということですから、

素人があれやこれやということではないなと思います。病床数、これは、要はだんだん

に減らしていこうという、根本にそういう考え方があるように思うんです。人口はもち

ろん減っていきますし、それに伴って患者数も減っていくということがあるんでしょう

が、入院を減らしてこうとか、入院日数を減らしてこうと。そういうことというのはな

ぜ、そういう風に起こるのか。現にがんセンターなどでも、まだ抜糸をしていないのに

退院してくださいと言われるそうで私の教え子の旦那さんはそういうことで退院して、

間もなく亡くなっちゃったと。そういう話も実際に聞いていますから、今起こっている

だろうと思うんですよね。これは経営上、病院経営上だとするならば在宅医療あるいは

地域医療っていう面で、総合病院と地域の病院との連携がどの程度、どういう言う風に

取られていくのかということが心配なんですね。言うことは簡単だと思うんですよね、

地域医療、在宅医療。在宅医療と言ったって、私の所もお袋は三輪先生に診ていただい

て、こういう素晴らしい先生がおられれば、そういう方にかかるというのは患者として

は幸せなんですが、そういうことを患者側が選べるというと変ですが、なかなかそうは

いかない面が起こっているんだろうと思うんですね。それを今ここで、在宅医療あるい

は地域医療という言葉で片付けてしまって、入院日数を減らしていく。そういうことを

やっていって良いのか、だから病床数をこれだけ絞って、そういうことでいいのかとい

う風に思うのですが。 

委員長：Ｉ委員のご懸念、ご意見というのは、全国で多くの方が同じような疑問を持っておられ

るというふうに思います。ただ、根拠なく国がこういう施策をやっている訳ではなく、

全てに説明がつきます。病院管理者の意見ということではなく、国の医療運営として語

られる内容になると思います。今日の機会に私の知る範囲内でご説明できるかと思いま

す。つまるところ私たち日本人が思っていた病院医療なるものが、先進国の中で考えら

れている病院医療とは違っていたのです。結果として、国民 10 万人当たりの病床の数

が欧米先進国と比べて日本はなんと３、４倍ありますね。つまり病院のベッドの使い方

を誤ったのです。まずは大変な急性の病気に対して対応しますよということで、病院設

備なるものが先進国にございます。また次の大変な病気を抱えた患者を受け入れる準備

もしなければいけない。そのために平均在院日数を減らすという形で、無駄な病院滞在
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を減らすということは、別に日本だけが操っているわけではなくて、主だった先進国全

てがもっと先へ行っているのです。アメリカだったら平均在院日数は５、６日くらいで

すかね。明治時代になって日本が近代医学を学んだドイツであっても平均在院人数はも

う７、８日までになっています。そういうことで病院の役割を考えると、次に日本人が

理解しなければいけないのは、診療所の先生方にどういうように診ていただくかですね。

信頼すべき医療機関とは何なのかということについても考え方は改める時期だと私は

見ます。その上で在宅イコール診療所ではないのですね。病院の周りに診療所があるの

で、まずは近在の診療所の先生に診ていただいておきましょう、そして外来に出向けな

い状態になったときに、自宅の方に出向いてもらう。ちなみに、フランスだったら患者

がお世話になった病院の医師がきます。医師が外来に来られない患者に対して対応して

くださるという形にまでなっているのですね。そのような体制に早く追いつこうとして

日本では厚生労働省がさまざまな改革の提案してきているわけなのです。高齢化の速さ

に比べて、そのような説明が遅かったかもしれません。ちなみに日本の病院のベッドが

増え始めるのは昭和 48年頃からなのです。この頃から当時の 70歳以上高齢者の方の医

療費をゼロにしました。病院に入院しても全部健康保険で診てもらえる、タダで診ても

らえるというようにしたものですから、自宅で親御さんを抱えるよりも、病院に入院し

てもらう。病院の方も全部健康保険でまちがいなく払ってもらえるものだから、どんど

んベッドを増やすということで、いわば異常な事態が起り始めたのは実はそんな昔でも

ないです。気が付いたらそれが当たり前だと日本人は思ってしまったのですね。ですが、

もう日本の経済力はピークを過ぎました。かつて、それができた背景に高度経済成長の

最中の経済力、そしてそこからの税収がありました。実は日本は相変わらず今も世界の

中で大変恵まれた国で、経済力もありますが、目に見えて人口が減り始めています。本

当は 2008 年頃をピークに減っていっているのですけれども、それに対応して日本の社

会のインフラを持続させることを考える時期に入っています。この焼津市にあっても、

ここにお住いの皆様方が引き続き安心して暮らしていくために医療介護の保障をどう

維持してもらえるか、そういうことだと思うのですね。すいません、私が長く話すべき

立場ではなかったのですが、菱田先生、ご意見を宜しくお願いいたします。  

事務局：基本的なことは経済学の西田先生がよりお詳しいということで、先ほど焼津市において

在宅に医療の強化云々というような文面だけというご指摘があったんですけども、病院

から見ていましても在宅医療を充実させるということが非常に重要で、先ほど高齢者の

対応の部分でも申し上げましたけども、やはり話に入っていただく場を作らないといけ

ないということで実は医師会ともご相談させて頂いて市の方に申し入れをして、市と医

師会、病院との三者でこの焼津市の医療を考えるという会を７月に第１回、明後日、来

週の月曜日に第２回開かせて頂きますけども、そういう会合をもって焼津市内の医療の

問題を議論していこうという体制になっております。その中で一つ取り上げて頂きたい

ということで、在宅医療をどうしていくのかということの協議の場という形でそれを作

っていただきたいということをお願いして、その作業が進んでいます。これから医師会

の方で中心になられて在宅医療推進の検討会というのを今立ち上げられようとしてい

るということを私は前回の医師会の理事会の議事録を読ませていただく中で、そういう
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ことが医師会としてリードしてやっていこうと。そのことは来週の月曜日、市の施策を

考える三者の会でも取り上げられます。どこまでできるか、非常に課題が多いとは思っ

ていますけども、そういうことについて充実させていく必要がありますし、それを充実

させない限り将来のこの病院というのも有り得ないのだなという風に私自身考えてお

りますのでそういう形で進めさせていただこうかと思っています。 

Ｄ委員：13 ページですけども焼津は病床数が多いじゃないですか。志太榛原保健医療圏の主な医

療機関という所で焼津が一番ベッド数が多くて、島田にいたっては 536床しかないわけ

ですよね。その中で 470床をつくるということですが、実はこの各病院に空床があるか

どうかということですね。甲賀病院なんかはそうとう空床があると聞いていますので、

そういうものを有効利用していけば、今、Ｉ委員の次のベッドはどうするとか在宅に行

く途中のこの辺が介護になると。焼津市立病院の新病院 470床と今現在ある沢山の病床

と焼津市内にある大きな空床、この関係について次回はぜひお聞きしたいなと思ってお

ります。  

 

２．その他 

（事務局） 

以下について説明。 

○追加意見の締め切り：１月 28日（水）電話かメールで。 

○【資料４：新庁舎建設基本構想及び新病院整備基本構想策定にあたっての提言】について。 

○次回の開催について：平成 27年３月４日 18時～ 


