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第３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 3月 4日 18：00～19：30 

場  所 焼津市立総合病院 ３階講義室 

出 席 者 

（敬称略） 

検討委員会

委員 

西田委員、小林委員、堀尾委員、行木委員、三輪委員、小山委員、

高𣘺𣘺委員、岡本委員（代理）、永田（實）委員、伊藤委員、山口委員、

大橋委員、（欠席：永田公一委員、越後和紀委員） 

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２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）新病院の概算事業費について 

（３）新病院整備基本構想原案資料の修正について 

２．その他 

（１）今後のスケジュールについて 

（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 

１．議事 

（１）第２回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） 

委員長：前回、第２回の時にＧ委員が専門家のお立場から見て、新病院の病床構成について、診

療科別で病床の計画を見ているかどうかというご指摘があったのですが、実際のところ、

病院現場では診療科によってベッド数を固定して管理しておりませんため、これから県

の方でお見せくださる予定の地域医療構想、すなわち地域医療ビジョンの医療計画策定

案に沿って検討することになるということですね。また、Ｄ委員からご指摘のあった、

志太榛原二次医療圏に所在する他の病院の空床の状態をどう見るかという点について

ですが、今あった説明ですと、それぞれの病院では回答する義務が無いため、教えても

らえないということですね。公立病院でしたら、ある程度詳しく教えてもらえるのです

が、民間病院の場合には答える義務が無いということですね。実際のところ、当院の事

務局のほうから教えてくださいと問い合わせると、回答の方はいかがですか。 

事務局：一応、この志太地域の 13 病院ございますが、各病院の方へ問い合わせさせて頂いて、

いくつかの病院から回答いただいていますが、すべての病院からは回答を得られなかっ

たものですから、トータルの数字でこうというのは分からないというのが現状です。 

委員長：分かりました。以上の通りの回答です。ただいまの事務局の説明について何か、ご意見

ご質問等ございましたら挙手をお願いします。 
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（２）新病院の概算事業費について 

（事務局より説明） 

委員長：事務局からの説明にございます、建設候補予定地が決まらないと見積もれないというの

はごもっともかと思います。事務局にお尋ねしますが、今回の検討委員会の目的は、新

病院の整備構想ということで、機能についての議論で宜しいわけですね。 

事務局：そうです。機能・規模のところがメインでございまして、この中で当初説明させていた

だきましたとおり事業費についても併せてご意見をいただく予定でしたが、市の内部の

委員会で検討しましたところ、やはり場所の問題が大きいとのことで、場所の問題が決

まらないと。こちらにつきましては、この会議が終わった後、別途場所を決めて検討し

ていくという流れになっていますけども、そういった形を取らないと事業費が出ないと

言うようなことで、申し訳ありませんが以上のとおりでございます。 

Ｌ委員：場所が決まっていないと費用が出せないという事であれば、場所が決まっていないうち

に、この委員会をやって良かったのかなという点で疑問があります。僕の中では正直言

って手戻りになってしまうのですね、僕らの仕事でいうと。必ずやった作業から戻るこ

とが無いように、手順を踏んで仕事をしていく。極端な例を言わせてもらえば、工事が

始まったのに設計からやり直すという、そんなことは有り得ないと。手戻りしてしまう

と。正直そんなことは分かっていると言われる人も居られるかもしれないけれど、分か

っていても敢えてこれは市民を代表して言わざるを得ないのが、候補地が決まっていな

いのに委員会を開いてどうするのだろうかなと言う事なんですよ。それならば、ちゃん

と、そっち（新庁舎建設）のマネジメントの方をやっている方に「決まらないと、こっ

ちの委員会が出来ない」と、それは既に言っているのでしょうけど、言った上でこちら

にも計画があるから、その上で委員会のスケジュールを検討しても何ら遅くはなかった

のかなという考えが一瞬よぎったものですから、そこを西田委員長に感付かれてしまい

ました。 

委員長：難しいお顔でおられるのが分かりました。私の経験を申させていただきますと、お近く

の島田市、あちらの方でも古くなった病院を建て替えなければならないということで、

初めて呼ばれたのが８年ほど前のことでした。その後、３度にわたって名称を変えた病

院を建て替え委員会が作られ、そのたびに呼ばれておりました。そして、最後の委員会

の終了というのが、市長が代わったこともあるのですが、結論を出さないままだった建

設場所について決定したとの報告でした。その時は、私もつくづく懲りたという思いが

しました。この時にはいくつかの建設候補地が示されていました。示されていた上で、

この候補地だったらこの機能をというふうにして、随分と時間をかけて意見が盛られた

のですが、結局、最後の最後に決まったのは現在の敷地に大きな駐車場がありましたの

で、その中で建替えるのが一番妥当という元々の案に戻りました。いったい何のために

８年間も呼び出されていたのだろうと思いました。Ｌ委員がおっしゃられたご感想と別

な意味ではありますが、似たような感想を持ったことがありました。今回、建設予定地

が決まっていないから、まずは機能の理解を市民の代表の方をお招きした場所で確認す

るというのは、これはこれで私は悪くはないと思います。ただ、今のＬ委員の話につい

て、事務局の方はどうお答えになられますか。さっきのお話ですと、次の委員会のとい
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うことですか。その次の委員会というのは、名称はどういう名称になるのですか。 

事務局：今後のスケジュールにつきましては、またこの後説明の方を考えていましたが。今の流

れですけれども、この委員会の中では機能と規模を検討していただきまして、それを受

けまして市の方の基本構想策定委員会というものがありまして、そこでもう一度検討し

て結果を市の方の、先ほどちょっと説明させていただきましたけども、公共施設マネジ

メント検討委員会というのが有りまして、そこで実は市の本庁舎の方も同じようにこう

いった形で基本構想の検討をしておりまして、そこで最終的に色々な場所の問題、それ

から病院の位置を決定します。決定した所で、再度事業費の方を見積もりまして、それ

らを併せまして基本構想という形に作り上げてパブリックコメントに、また市民の皆様

に聞く予定となっております。 

委員長：この委員会の目的は機能と規模の検討となりました時に、機能につきましては、これま

での２回の委員会の中で菱田事業管理者が詳しくお答えくださったというのが私の感

想でございます。規模につきましては、Ｇ委員のご指摘がありましたとおり、国の方が

この４月から各都道府県に向けて地域医療構想のガイドラインを示すので、これに沿っ

て地域に必要な入院施設の機能が見直されます。そうすると、そのガイドラインと県の

お立場から、ようやく新病院の規模を検討するベースが出てきます。それが今の段階だ

と私は理解しております。そういうことで、この委員会でその２つのことは議論できて、

次の段階として、どのような予算繰りになるのかというのは私も関心があるところなの

ですが。予定地のところで、堂々巡りをされると委員の皆様方も私も迷惑ですので、そ

こはしっかりと別途固めていただきたいと思います。そして市民の代表の方のご意見を

承ってください。 

 

（３）新病院整備基本構想原案資料の修正について 

【資料１：焼津市新病院整備基本構想原案（案）】 

（事務局より説明） 

委員長：資料１の原案について、この中で修正した部分が赤で示されているということですね。

重要な部分としましては、今説明のございました、「はじめに」の２の建築費の高騰の

件。それから、基準病床、それから二次医療圏の保健医療計画の機関等の対象等を修正

して加えているということでございます。この原案全部に対してで結構ですので、委員

の皆様方から、ご意見ご質問がございましたら承りたいと思います。 

Ｉ委員：６ページの下から４行目の志太保健医療圏計画の中でという所から始まる文章にある、

がん・脳卒中の集学的治療とはどういうことか。 

事務局：用語集の 169 ページ、下から５項目をご覧ください。ここの説明では、「がんの種類や

進行度に応じて、手術治療、放射線治療や薬物療法など、さまざまな治療法を組み合わ

せた治療」と書いてありますが、これは、がんに限らず脳卒中においてもですね手術、

放射線は脳卒中に無いですが薬物療法、これは内科の医師の方ですが。それから今、非

常に早期のリハビリを開始するということもございます。その全ての病院機能を用いて、

ひとつの病気に色んな部の人が携わるということを集学的治療と言う風に言います。 

Ａ委員：場所とかが何も決まっていない状況で、どこまで議論していくのか非常に難しいなと感
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じています。原案を見ると現行の状況報告があって、あと予測されることなどが書いて

あります。おそらく一番大事なことは 23 ページ以降に書いてあると思います。要は、

新しい病院を作る際、あるいは新しい組織を作る時に、ミッションや基本方針などをど

うしていこうかという点が非常に大事になります。そういう意味で、この焼津市立病院

の理念に関して、「より良い医療を行うとともに、市民の信頼に応えます」という、こ

れ自体は変えないというイメージで先ずは捉えたいですよね。そして、基本方針に関し

ては、パンフレット等に書くような基本方針と、この第３章のところにある基本方針と

は若干違っていても良いのですが、恐らくここには、期待される病院像というものが書

いてあるのだと思います。（１）は確かにこれで良いと思いますし、（２）も病診連携で

良いのかなと。（３）ですが、ある意味、病病連携そのものについて書いてある気がし

ます。しかし、病院が出来上がるのが９年後だとすると、2025 年の一歩手前ですので、

いわゆる地域包括ケアなど、医療介護連携といった視点で、この病院が地域を守るとい

ったメッセージを入れた方が良いのではないかという気がします。その後の、目指す病

院像云々という細かい所に異論はありませんが、病院が出来上がるのが９年後というこ

と、また、本当に９年後に出来るかどうか分からない状況で、10年経っても出来ていな

いかもしれないが、この委員会としては報告書を出さなければいけない。2024～2025年

に期待することというメッセージを残すことしか、この委員会の役割はないのかなと思

います。 

事務局：ありがとうございます。この基本構想というものに求められるものとして、ここの所の

第３章の新病院に期待される役割という所の文章の、文章の書き方の問題を今のＡ委員

の、ちょっと違ってとられるのかなという風にも思いましたけども、ここで私達この病

院側としては期待される役割と考えた場合には、この焼津市という市にある唯一の総合

病院としての位置づけは変わらないで、これから 10年後も 20年後もいくだろうという、

ひとつの前提である。もう一つは、この志太榛原地域全体の中での、この焼津市立病院

という中で物事を考えるという風にこの病院の役割というか病院像というものを考え

て、そういう中で焼津市立病院に何が期待されていますかと言うと、基本的には焼津市

民からは急性期に入ってきたときにとにかく、何とかしてくれという感じでの急性期病

院としての救急とか災害医療など、市民の基本的な医療需要に応える病院であるという

のは、これは病院としての基本的な性格だろうという風に考えたのは（１）番。 

（２）番目は、この焼津市における市立病院の役割というのは、焼津市に大きな総合病

院がひとつしか無いというのはありますけども、市内・地域に住んでいます医療従事者

の大半がこの病院にいるというのを考えますと市の医療というものに対して、それを保

証するという立場で自分たちが果たさなきゃいけいない役割があるだろうと。そこでは

市立病院が何をするかということだけではなくて、市内の診療所の先生方とか他の病院

の先生方と合わせて、全体として市民に適切な医療を提供できるシステムを我々がつく

る役割を担うということを（２）番目に表現させていただいているつもりです。 

（３）番目に書いてあることは志太榛原地区全体の中で焼津市立総合病院を、お互いの

中でどのように位置づけるかという事の中で、志太榛原地区・焼津市の市民にとってみ

れば、どんな病院でも最高の医療を受けられる市立病院であって欲しいというご希望は
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持たれるし、この委員会の中でも心筋梗塞の患者さんの期待を巡って、いろいろ意見が

出ましたように、そういう希望が出ることは良く解りながらも一方で、この 15 万規模

の病院で全ての分野に全ての専門家を揃えてやることは難しい。そういう中で志太榛原

地区の中での焼津市立総合病院と他の病院との関係をどうするかという役割を、こうい

うものが基本的に期待されている役割。それを今、先生がおっしゃった様な地域包括ケ

アですとか、そういう問題に関しては、それは後の地域医療をどのようにしていくかと

いう中で表現させていただいたと言うことですので決して、地域包括ケアのシステムと

しても充実していくであろう、その時に我々が背を向けるとか後ろ向きになるとか、そ

ういうことは全く考えておりませんので先ほどの３つの役割を果たす為には、そういっ

たことを進めていく必要がある。そういう風な位置づけで、これを書かせていただいた

ということを、ご理解いただければと思います。 

Ａ委員：文書に異論があるわけではありません。ただ、この４月から、医療介護連携推進事業な

ど、いわゆる市町村レベルでも医療と介護を連携そして統合させなさいという方向で動

いていきます。高度急性期をやりつつも、そういった介護なども含め、シームレスな連

携を展開するといった表現を用いれば、病院のキャッチフレーズにもなるかなという気

がしましたので、そういった文言がここに入ってきたら良いのかなと思いました。 

委員長：先に菱田事業管理者から説明がございましたように市民病院として、この３点を挙げて

いますが、目線がそれぞれで異なっていますね。（１）番目は市民の目線。（２）番目は

市としての役割という目線。（３）番目は志太榛原二次医療圏の中での本院の立場、目

線ということですね。私も大変、納得します。それに併せて、Ａ委員からのご指摘は、

今まさに始まろうとしている国の大きな制度改革の中で、新病院がどう対応するかの検

討を盛り込んではどうかというご感想を頂戴したということで宜しいでしょうか。 

Ｌ委員：１ページの前かな、新病院までの流れって書いてある所で「建築費の高騰が続いている

ため、建築工事の着手の時期については状況を見極めながら…」前の資料、ちょっと私

持ってこなかったんですが、２年位延ばしたんですかね。９年と言うのは。先ほどのや

つを、穿り返すわけじゃないですけど、結局のところ予定地が決まらないと先に進まな

くなってしまうのであれば、例えば９年後までに新病院を開院するように２年余裕をも

って計画したってことであれば、だいたいどの位までに候補地っていうのが決まってい

ないと次の段階に進めないかっていう、逆算みたいなものというのは、私は必要必須な

んじゃないかなって思うんですよ。先ほど、おっしゃった通り 10年後になるのか 11年

後になるのか分からないですけど、一応スケジュールはスケジュールなので、７年後の

予定が９年目だったり 11年目って、グラフがどんどん変わってきちゃうっていうのも、

どうなのかなと思うのですが。一応９年目なら９年目っていう風にして、だいたいこの

位までに‥。この前、静岡新聞で３つくらい候補地が出たって出ていましたよね。文化

センターの所、現庁の所と、市立病院と３つ候補地が挙がっているってことも出てまし

たので、そろそろ纏められるのではないかと思いつつも、この原案の中で書くかどうか

適切かどうか分からないすけど、この位までに予定地が分かると良いというようなこと

が、何かしらの形で市の方へ提案できれば良いのではないかなという風に感じたのもの

で、発言させていただきました。 
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あと、前回か前々回かずっと参加していて私も発言しようか迷ったんですけど、結局、

入院数というのが、病院の入院数というのが色々、本来の病院の数からすると、もっと

短縮してあるべきだという議論が結構多く、私もこれに関してどう一般市民として話に

加われば良いかって凄く難しかったんですけど、こういう会議に出ていれば恐らく皆さ

んの意見聞いて一般市民として、「ああそうか、そういうことならやむを得ない最もな

理由なんだな」っていうのが凄く解ったので参加させていただいて本当に、良かったと

いう思いと、ちょっと心配するのが、こういう会議に出てないで一般の市民の人ってい

うのは、限られた一部の情報だけで短絡的に考えてしまう怖さがあるので、「新病院が

出来たけれども、どうも入院数っていうのは減らされるらしい」みたいなことを変に勘

違いさせるようなことが、起きてしまうと市民の新病院に対しての理解というのが、「な

んだ税金を使って病院を新しくするんだけど入院数は減らされる」って言い方をすると

いうこと。それは違うっていうことは、私はこの席に居て良く分かっているので、それ

は分かっているんですけど、ただ、ただただ皆さんにとっては当たり前のことだと思っ

ていること、これが本来の医療だということが分かっていても、僕らみたいな一般市民

は全然、分かっていないので、病院を新しくすること、入院日数が減るっていうのは悪

い趣旨・意味では無いんだということを、本当に噛み砕いて言っていかないと、僕は市

民の人からの反発を招くんじゃないかなって凄く怖さがあるので、どうかその点、市民

の声として理解していただきたいなと思っております。私からは以上です。 

事務局：最後の、入院ができないような状況になったのではないかという事については、基本的

な考え方として今回 470 床前後という形の病床数を予定することを、どのような根拠、

どのような計算で出したかっていうことからは、今市立病院が果たしている機能、要す

るにこれだけの入院を必要とされるかたが出てきている。それを今 90％位の稼働率で、

ちゃんと受け入れています。実際のところ満床でお断りするというのは、ほとんど無い

という状況で今経過しておりますけども。その状況から 10 年後、20 年後に必要数がど

う出てくるかというのを計算させていただいた上で、その方々を受け入れられる病床数

はどうかということで、基本的にはそういう計算にしておりますので、今の入院を必要

で入っておられるような方が将来入れなくなるというような、そういうような状況を想

定はしておりません。その辺の所は誤解のないように、お願いしたいという風に思いま

す。一方で、今、国の方で進めている機能の分担という点からしますと「急性期医療の

形の、急性期病院ではこういう方を受け入れなさい。それ以外の慢性期の方、回復期の

方は他の所で受け入れるようにしなさい。」こういう機能分化を進められています。そ

れを、焼津市立病院が担うかどうかという問題に関しては、いろいろな問題がまだある

かと思っておりますけども基本的には今やっている機能は受け入れる。しかしながら現

実は回復期になって、市立病院の急性期の病院としての医療を必要としないけれども、

他の病院の受け入れが出来ていない、若しくは在宅が受け入れるには十分じゃないとい

うことで、入院期間の延長になっておられる方も、かなり居られることも現実です。そ

ういう方に対してはやはり、その方を受け入れるという問題で病院の規模を多くすると

いうよりは、受け入れられる体制をつくるということで今、市の方に対しても、在宅医

療を整えるためにということで、お願いをして医師会と病院と、市と３者での会合を去
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年から開催し、そういった議論をさせていただいている。一方で回復期の病気との分担

を、機能と連携をどういうふうにするかというようなことをさせて頂いている。そうい

うことの積み重ねの中で 10 年後を迎えていくのだという風に思いますので、ベースは

今やっていることを同じような形で受け入れる。しかしながら、機能分化がこれから進

んでいく中でその体制を一方では進めていくということで病院としてはさせていただ

いている。その部分が不透明と言いますか目に見えず、明確にお示しできませんので不

安に思われる部分があるかもしれませんけども、これはちょっと国の政策その他、はっ

きりしない部分もありますので、それから他者との関係ですので、なかなか病院だけで

は決められないかなと思います。 

ついでに、もうひとつ最後の所でお話しさせていただこうかと思いますけれども、場所

の問題に関してまったく、おっしゃることは非常に良く解ると思います。できれば場所

を含めて議論していただくことが適切だったと思います。病院としてはこの点に関して

は市とも話をさせていただいたわけですけども、市はご存じのように今公共施設マネジ

メント全体の公共施設、市庁舎を含めて全体をどうしていくかを考えるということが、

ひとつ大きな課題になっています。そういう中で、両者を含めて病院側がこの検討委員

会で決めるということは、市の全体の構想との間でバッティングを起こしてくる可能性

もあり、そうすると議論ができない。そうすると、場所を決めて頂いた上で病院の機能

を考えるのか。それとも、機能を考えた上で、その機能を果たせる場所を選んでくるの

か。という２つの考え方の中で、私個人は後者の形。病院として今後の焼津市にとって

どういう病院が必要かということを議論していただいて、その中で反映されたものが実

現できる場所であるのかどうかという事を検討していただくことが、良いのかなと個人

的には納得して、場所が決まらないままにこの委員会を開いていただいて議論していた

だく。病院の方としても場所が決まらない、これは、場所はある意味自由ということで、

さあどういう病院をイメージするかということを議論させていただいているというこ

とですので、今の公共施設全体をどうするかという社会的な要請がある時点では、先ほ

どの場所の問題と機能の問題をリンクさせて、この焼津市では議論していくことが難し

い状況にあるんだということは、ご理解いただきたいなと思います。 

Ｄ委員：今のＬ委員とＡ委員の話は、同じことを言っているような気がします。新病院に期待す

るものというものは、一般の市民の方は自分が死にそうになったら直ぐ助けて欲しいと

か、難しい病気になったら直ぐ治して欲しいとかっていうこともありますが、一般の市

民が理解しないで且つ必要なものは今、Ａ委員の言ったような病院を退院してからも公

立病院としての「あなたを守ります」っていうようなのが有れば良いと思うんですよね。

それを、なんと表現するか難しいんです。この新病院に期待する役割の（２）がそれを

全部包括しているぞと言われれば、そうだと思うんです。具体的には藤枝市もそうなの

ですが、開業医がいくら頑張ってもなかなか難しい面がありまして、例えば藤枝も全部

受けてもらっていますが、在宅医療で急変した人は全部、急性期病院として診てくと。

それは良いのですが、その中途半端な慢性的なお年寄りで寝たきりの方をどうするのか

とか、そういう問題がなかなか難しくて市民が知らないけども、非常に必要な医療って

いうのが隠れていると思うんですよね。この（２）をもう少し急性期病院としてという
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のが（１）番であって、今度（２）番としては、地域包括ケアという言葉が出ましたが、

地域包括ケアの中心的なものとして、公立病院として地域包括ケアの中心的な役割を果

たすというような文言が。そんなこと、やらないよって云うかも知れないけど 10 年後

はもう老人ばっかりになってきますので、そういう考え方が必要かなと。私この前、県

の方で質問をしたのですが、例えば研修医の方が一人二人チームを組んで往診に入って

行くと。その研修医が将来、焼津市で開業なさると言った場合、往診というのは身に付

いていると。このままいくと往診する医者が激減してゼロになるという可能性もあると

いうなかで公立病院が果たす役割、研修医に対する教育、そして市民の方に市民が知ら

ない慢性期における必要な医療。そういうものも提供できる可能性があるという･･（２）

をもう少し、ふわっとして地域包括ケアという言葉を使ったりしながらやると良いんじ

ゃないかな･･。結局、同じことを皆さん心配したり提案したりと言うふうに思いました。 

委員長：今のＤ委員の御感想ご意見について、事務局の方ではいかがでございますか。 

事務局：非常に具体的な提案いただきまして、ありがとうございます。基本的にはまったく、同

意いたしますので、その線で報告書を書いて提出したいというふうに思っています。結

果的に第２項というのは市内の医療のシステムについて私たちが積極的にできる方向

で役割を果たしますと言っているわけですが、その中で病院がどういう役割を果たすの

かということについては、これは医師会とその他の病院との関係の中で決まっていくこ

だと基本的には思っておりますので、他のところが出来ない所は市立病院で引き受ける

ということは私たちもスタンスとして持っておりますけども、そこはこれからの議論だ

ろうということでそこまで踏み込んではおりませんけれども、今の状況からは必要な部

分について市立病院が、そこは引き受けるということが必要だと思いますので、もう少

しそのあたりが分かるニュアンスの文章に変えさせていただきたいと思います。この辺

の所は、できればＣ委員のご意見をいただければと思います。 

Ｄ委員：現在やっていることを表現する、そうすると市民の方が安心するということで、急性期

の超急性期だけじゃないことを、ちゃんとやってらっしゃるということだと思います。 

Ｃ委員：入院の日数が短くされると、そうするとなんか、ちゃんと治っていないのに退院させら

れるんじゃないかと。退院させられたら、ちゃんとした引き取り手と言ったらあれです

けど、医療が継続するようになっているのかどうか。そういうことは、やっぱり最初に

は市民の皆さんが心配されるとこだと思いますけども。病床数の計算の根拠になってい

る、入院日数の短縮化といいますか短くしている、それに関しては、そういう心配が当

然出てくると思います。実際問題、退院後のスムーズな患者さんの病院から地域の方の

開業医が中心になると思うのですが、そういうふうにスムーズに移行できるかどうかと

いう、そういう問題は今もあるわけですし、これからもそれを、もっと綿密な形に持っ

ていかなきゃ駄目だと、そういうふうに思います。それは、これからの課題だろうと思

うのですけど、Ｄ委員の藤枝も、やっぱり多分その辺がかなりお困りになっていると思

うのですが、病院があって開業医と言いますかその間に療養型の病床があったりして、

少なくとも二段階か三段階くらいの流れが有るとは思うんですが、それで充分にちゃん

とカバーできるかどうか、それはこれからの課題だと思うんです。やっぱり一人の患者

さんが、急性期の重い病気になられて、それが安定して落ち着いて次のところ‥。それ
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から、そこでどのくらいまで回復されたら、またその次のところへと。一人の患者さん

の回復される過程に応じた医療システムが出来上がれば良いんですけど、それを目標に

して医師会の方も頑張りたいと思うんですけど。あまりにも、隙間が有りすぎて、ここ

から次にいくまでに隙間というか障壁が有るんですよね。さんざん苦労してもなかなか

次の行き先が決まらない。また次の所に行ったときにまた、その次の段階がなかなか決

まらないというのが、まだ続いているのでそこを地域包括ケアなんて名前は良いですけ

ども、実態をどういうふうに整備していくか具体的な過程が必要なんで、それはこれか

らやらなきゃならない。私は何だか、どれほどのことができるのか、さっぱり自信はあ

りませんが、でも目指す方向はそういう所で患者さんが途中で、宙ぶらりんにならない

ようにする。それはやはり目指すべきだろうというふうには思います。Ｌ委員は「そん

なの本当に？」なんて思われるでしょうけど、目指すところはそんなところです。市立

病院の役割といのは重い病気を、とにかく治すというのは第一の仕事だと思うのですが、

その次はやっぱり、どういうところへ行っていただこうかと‥そういう所は今もされて

いるようですけど、その辺は力を入れてやっていただいて、病院だけではやっぱり医療

の小さな部分しかカバーできていないんだというのは、私は開業してから良く解りまし

たけど。病院に居た頃は、「病院が一番やっている」というのがあったんですけど実は

そうでもない。病院の担っている部分というのは地域医療の中の小さな部分なのでそれ

を地域にどういうふうに繋げていくかというのは、やはりこの基本構想には入っている

べきだろうと‥そういうふうに思います。具体的な文言なんかはちょっと思いつかない

のですけど、目指すところはやっぱりそういうところで、重い病気になって元気になる

まで連続してというか、継続してしっかりと世話をしてあげられるといいますか、そう

いうふうなシステムですよね‥。それがやっぱり最終的には目指すべきなんだろうと思

います。 

委員長：Ｌ委員、実はＣ委員がご発言されるのをお聞きしようとしたのは、過去２回の委員会の

中でＣ委員はやはりいつも本音を語ってくださると思うからです。私の感想ではありま

すが。Ｃ委員のお立場であっても、Ｄ委員のお立場であっても、病院管理者のお立場で

あっても、分からないというか複雑なことが現にあるということですね。それを隠さず

におっしゃってくださるのが、いつものＣ委員のご発言かなという感想を持っておりま

す。Ｌ委員お願いします。 

Ｌ委員：どうも私の質問の趣旨と言うか、うまく伝わっていなかったので改めて言うんですけど

‥。私自身は期待は非常にしていますし、在院日数がこういう事情で短縮していくって

いう事情はよく分かっているのでこの会議に出席させていただいて、それに対して否定

だとか何かという気持ちは一切ございません。私が言いたいのは、この会議における内

容というのは焼津市民の人達によくオープンに伝わってくるっていうことなんですね。

その時に、一番私が出席させていただいて議論で一番ヒートアップしているなと思って

みたのが、この在院日数の件に関しての議論で非常に活発化していて、もう少し日数を

時間を割いても良かったんじゃないかなと思うくらいでした正直言いますと。その中で、

私はこういう席に出席しているので病院側の考えとか事情というのも、よく分かってお

ります。分かっているつもりです。ただ、この資料で充分伝えられるかどうか分からな
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いまでも、少なくとも勘違いとか誤解を生じるようなことだけは防がなくちゃならない。

大きい文字のとこで日数の短縮というところだけ目を引いてしまって、「ああ、短縮に

なっちゃうの」という事は往々にして人はあるんじゃないかと思うんですね。この資料

をつくる時に非常に気を付けていただいて、「短縮には意味があるんだ」、そこだけ目を

通してそこだけの部分の情報をかじり取って、全ての情報を見ないでそこだけ都合よく

かじり取って、病院に対してこういうもんなんだ‥、という事を誤解しないように気を

配る必要性が、この資料にあるんじゃないかなということなので、ことさらこれに対し

て、もう一回この日数について議論を覆すということは毛頭ございません。あと、もう

一つは先ほどの候補地の件‥、まあ色んな考え方があって決まらない中で議論して、今

回の意見が候補地の一つの決定に役立てば良いなというのも、ごもっともだと思います。

そういうことであれば、最初からこの会議の一回目からそういう趣旨でいけば、第２の

概算事業費についてという議論は最初から減らすこともできたのかもしれない。他の議

論に時間を回すことも出来たのではないかなと思うと、非常にこの段階になって事業費

がなかなか出すのが難しいっていうことと言うのは、ちょっと私から言わせるともっと

時間の使い方としては勿体なかったかなという事で、指摘いただいただけで批判ではご

ざいませんのでどうか以上でございます。 

委員長：Ｌ委員が市民目線のご意見としてお伝えして下さろうとしているは、新病院の建設工程

の広報というものが、どなたが語っても難しくあるのですが、市民も自身で理解したい

と思っているわけですから、優しい言葉での説明に努めるとともに、今いわれたように

入院の短縮といった時にももっと説明がともなわないと誤解を生むかもしれないとい

うご指摘ですね。これらのご意見を踏まえた報告書がまとまれば、と私も思う次第です。 

Ｇ委員：Ｌ委員が言われた話の中で、このはじめにの部分の「建築費の高騰が続いていることか

ら工事の着工時期については弾力的に検討する」と‥。これ本音だと思いますし、そう

いうふうに聞いています。それで、ここにこれを書く必要があるかしらって、それはＬ

委員が言ったことに私も同様に思っていまして。まず、ここの委員会としては機能と規

模を「こういうのが必要じゃないですか」ということを市・当局にお示しすると。そこ

までですよね。逆にいうと、市・当局はその提言を受けて本来だったら、「いつ頃まで

に建て直したらどうですか」というのを受けて検討して、その中でこういう発言が出て

くるのかなと。極端なこと言いますと、今日事業費が示されないと‥それはそれでやむ

を得ないかなと思って分かりましたけども、そうなりますと「色々費用が思った以上に

かかるよ。そうすると 470床までやるのは無理よ。なかなか、それを無理やり市から税

金を投入したお金を繰り出しに出すよ」というのも大変かということで、そこの段階で

色んなことで変わってくる部分もあると思いますので、そういう意味では着手時期など

も流動性を持っていますので、あくまでも私どもは予定というか、「こうしたらどうで

すか」という事にしておいて、ここの赤い２行は折角、ご検討いただいたし本当のお話

であるとは重々承知なんですけども、ここに書くまでは必要ないんじゃないかなという

のが私の率直な思いなんですが。 

委員長：Ｇ委員からのご意見ご感想といいますのは、はじめににございます「２．新病院開院ま

での流れ」の中で本日、修正点として赤い文字で「建築費の高騰が～弾力的に検討しま
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す。」という文章は不要かもしれないというご指摘がございました。この点について他

の委員の先生方のご意見はいかがでしょうか。 

Ｂ委員：ここに書かれている 10 年後かもしれませんけども、新しい病院ができた時の病院の理

念といいますか、それは理想的なものを言葉として目指しているというか、その中でも

ちろん方針が入っていると思うんですけど。それは現在も同じようにされていると、先

ほどお話があったかと思うんですけれども。それから 10 年間の間に色々、病院機能も

社会医療環境もどんどん変わっていく中で、現在の病院がそれぞれ順次、いろんな意味

で脱皮していって最終的に 10 年後、新しい病院ができた時の、焼津市民の皆さんの為

の良い病院というところに何とか行き着くということを考えているのだと思うのです

が‥。そういうことを考えるとですね、いつ建つか正確には未だ分かりませんけれども、

10年間なら 10年間とした時にこの 10年間というのは非常に大事なトライアルの時期じ

ゃないかなというふうに思うんですね。現在のこの病院が既にもう理想的なものが備わ

っていれば、新しい病院を建てるというには、それをそのまま移行する形で良いし、ハ

ードの面を新しくするということで済むわけですけど。ただ実際には 10 年後の新しい

病院と現在とを比べると、何か不足しているというか、もっと努力しなければいけない

課題というのが有るんじゃないかなというふうに思うので、その課題を少しずつ埋めて

いくためには色々と努力しなきゃいけない‥病院としてはしなきゃいけないと思うの

ですが。焼津市としてもですね、色んな意味でのサポートというのが、こういう時にや

ってもらえると病院としては 10年後に向かって非常にやりやすいなと思うんですよね。

そのあたりの所はどのようになっているのでしょうか。いつも結局、市立病院だから市

の予算の中で動くということは分かるのですが、新しいことを何か 10 年後の事を目指

した時に市の方からのサポート‥、そういうことの為のサポートというのは何かあるの

でしょうか。 

委員長：Ｂ委員の場合は、静岡日赤病院が非常に長い年月をかけて改築が行なわれ、ようやく今

年で完成するということですね。建築に入ってから足掛け４年。その前段階でも５、６

年はかかったということですね。 

Ｂ委員：土地の購入が街の真ん中でしたから、土地の購入が幸いなことにできたのでプランを立

てることができました。先ほどの土地をどうするかという話がありましたけれども、や

はり現実、場所がないと話にならないので、そういうものが無ければ現在の建物の中で

どうやっていくかということしか無かったのですが、そういう意味では土地を隣に購入

することができたので、非常にラッキーではありました。ただし私たちの病院は、公的

な病院とは言っていますけれども予算の裏付けとか、そういうものが無い‥、自分たち

でやるしかなかったものですから、そういう意味では非常に建築期間は厳しい思いをし

ています。ただ市立病院というのは、そういうのを含めたある程度の市からの財政的な

支援というか、そういうことを考えるとこの 10年間と言うのは非常に大事な期間・・。

ある意味で、逆の意味で大事な期間というふうに思います。 

事務局：Ｂ委員が、病院の応援のような形でのご意見をいただいたように思います。病院の立場

からしても非常に色んな状況で、病院の運営そのものが難しくなっている。そういう状

況で市が病院をどのように位置づけて、市の中で本当に必要なものなのかどうかという
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ことを含めて考えていただいて、そして本当につくるんだという覚悟をもって、それに

必要なものを手当していただくということが私は必要だというふうに思っています。そ

ういう立場で市長とは話をさせていただいているんでけど、当然市がどうしますと私が

代わって「こういうふうになっています」ということをお話しすることは出来ないわけ

ですけども、この過程、議論する中で例えば色んな問題が出てきます。先ほども話しま

したけども、すべてのあらゆる分野の医療をやって欲しいという市民の声は、市長から

も議員からも出てくる。それに対して、病院全体で考えた時にはこういう形で、志太榛

原地区の病院の中で焼津市立病院はあるべきだというふうに思うという議論をする過

程の中で、そういったものを受け入れていただいているというプロセスにあるんだと私

は思っています。当然、そのプロセスを受け入れていただければ、そういうこの病院に

おける志太榛原地区全体の中での公的の医療を担う分野における、いろんな点から経済

的な問題、費用を含めて必要な支援を出していただく基盤が出来ていくんだというふう

に思います。 

もうひとつ今、病院の方として現実的な大きな問題になっているのは、病院と言うのは

やはり、病人というのは非常に弱者で‥いわゆる福祉問題と密接に絡んでいる。病院の

中で起こっている、患者さんに起こっているような福祉に関係する問題というのは非常

に大きな部分を占めつつあり、病院の職員が大きく手をとられているというのが現状だ

と思います。そういったものを市長に理解していただきながら、市全体の福祉の立場で

病院の中の問題をどうするかということを検討して欲しいということでお願いをした

り、そういうようなことが、恐らくこれから 10 年後・20 年後の病院の中では、そうい

う問題が非常に大きな問題になってくると私は思い‥、もう今既に病院の中ではたくさ

ん起こっているわけで、そういうようなことを、お願いをして市側に申し入れている中

で先ほども少し紹介させていただきましたけども、医師会と病院と市で、市の医療の問

題をどう考えるかという事を考える会を作りましょうということで、そういう会を設定

していただいて、そしてその中で先ほどの福祉の問題なんかを、どういうふうにしてい

ただけますかというような事を議論していただいて、最近も福祉部の方から病院の中に

おける、こういう部分を福祉部でサポートしましょうというようなことを提案をいただ

いてというような形でやっています。私もＢ委員のご意見に対して言えば、10年後、病

院ができるまでの間にそういった整備をしていくということが非常に重要だというふ

うに病院側としては思っていますし、それが病院の中でできないとこで市側の協力が必

要なところについては、今その問題を出しながら議論させていただいている過程で、そ

れに対して市側としては積極的に今応援いただいているというふうに思っていますの

で、病院がつくるときにお金を幾ら出しますよというような話には勿論なっていません

けども、良い病院をつくるために必要な支援は行っていただけるような形で理解をして

いただくようなことを、基本構想案を議論していただく中で私たちも一生懸命考える中

でそのプロセスを今歩んでいるんだというふうに、私はそう思っておりますし、またそ

れに対して市もある程度、理解していただいているかなといふうに私は思っております。 

委員長：菱田事業管理者からのご説明でございました。先にＢ委員がご説明して下さったのは、

静岡日赤病院の改築に係るご経験です。日赤病院と言うのは国の医療法の中で公的病院
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とされています。けれども、その経営について、今はもうそれぞれの日赤病院が独立採

算の自己責任を持って経営をしなければいけないということです。ですから、病院を建

て替える時の資金繰りについても自己責任で計画し、返済計画を立てなければいけない。

そういう厳しさの中で静岡日赤病院の建替え工事が実施されています。こちらの焼津市

立総合病院は公立病院ですので、予算化の責任については、設置者である市長にありま

す。市長さんの理解を得て予算建てを行い、資金調達を行なうわけですけども、その時

にやはり市長は病院の経営を詳しいわけではないですから、改めまして判り易く説明し

なければいけないわけですね。そのプロセスの中で色々と準備に務めておられるのが菱

田事業管理者のお立場ということですね。 

事務局に改めてお尋ねしたいのですが、先にＧ委員からご指摘のあった、はじめにの所

に赤で修正点をした文面ですが、この文は果たして必要なのかとの疑問について、事務

局の方ではどう取り扱われる予定ですか。この委員会の性格上、機能と規模についての

基本構想ということで検討し、委員の皆様のご意見を取りまとめて資料とするわけです

のでお尋ねしておきたいのですが、いかがでしょうか。 

事務局：確かに、この委員会では機能・規模とかを中心に検討していただいているところで、こ

の部分につきましては、建築に当たって市の今後これから場所を決めて事業費を出して

その段階での意見、その段階で出てくるような意見という面も有りますので、ここにつ

きましては検討の方をさせていただきたいなと思います。 

委員長：分かりました。それでは検討をお願いいたします。 

Ｈ委員：今、Ｇ委員のご意見の中で必要ないんじゃないかという話で、私もそういうふうに考え

る方が自然かなと。この委員会の性格上と同時にですね、これを書いたということはこ

の委員会として例えば先ほど７年の期間を９年にしましたと‥。それでなおかつまたこ

れが入ってきたということは、結局この委員会としてこの病院を本当につくりたいのと

いった時に、また市の財政状況とか色んな状況の中でまた延ばされちゃうじゃないのと

いうことを、この委員会が了解しますということに繋がるのかなと私ひとつ危惧するん

ですけどね。逆に言えば皆さんでこうして３回議論して本当に良い病院をつくっていき

たいねということで、機能面とか議論してきて、あと 10 年後でも耐えられるような病

院ですよとやってきたにも関わらず、そういうような形でまた延ばされてしまうのも、

しょうがないのかなっていうような文言のような気がするんですけどもね。そういう意

味では、これはちょっとというような気がします。と同時にですね、先ほどの場所等の

検討を、どんな形で進められるのか非常に興味があるところだなと‥。その辺を教えて

頂ければなと。これは市の公共施設マネジメントの中でやられるのかなと思いますので

その辺の絡みも分かる範囲で教えていただければというのが一つ。あと公共マネジメン

トがここ何年位なのか私もちょっと分かりませんけども‥、市の庁舎の建設に何十億と

掛かって、かつこの病院が 100とか、ちょっと実際よく分からないですけど、考えた時

に市の財政状況の中でその辺が本当にこの計画でいけるのかというのは、ここで議論す

る問題では無いとは思います。ですけども、この委員会として折角こういう議論をした

んだから、是非この計画でやっていけるようなことを市の市長の方にお話しして、是非

この委員会の皆さんの意見を、「こういう意見だから是非このスケジュールでやりたい



 

 14 / 16  

よ」というのを是非伝えていただければ有り難いなと思います。 

委員長：Ｈ委員からのご意見をたまわりました。すなわちＧ委員が御指摘された、はじめにの所

の文言の部分について、やはり無くて宜しいのではないかということを、おっしゃられ

たと思います。あらためまして事務局の方でご検討お願いします。その後に続くご意見

ご感想の部分につきましては、私はこの議事の進行の中で、その他の一番目に今後のス

ケジュールをお話しくださると聞きましたので、是非そこでお尋ねするようにしたいと

思います。もし他にございませんようでしたら、まずは当初予定にあります議事（３）

の修正文言についての意見、それを検討いただくという事でお願いいたします。少なく

とも私がここで委員の皆様方からお伺いしている限りでは、病院建設を取りやめろとい

う話はひとつも無いと思います。そういう理解でよろしゅうございますか。それを是非、

先ほどのＨ委員からのご意見でもありますが、市長の耳に届くようということかと存じ

ます。そういうことで、この原案内容、預けている部分もひとつございますが、これで

原案を了承するということでよろしゅうございますか。それでもって、この検討委員会

のお役目でありました構想の中の機能と規模について是非お取りまとめの方を事務局

にお願いしたいと思います。 

では、以上の議事を終えたということの上で次のその他のところに移りたいと思います。 

 

２．その他 

（１）今後のスケジュールについて 

（事務局より説明） 

委員長：只今、事務局から今後のスケジュールについての説明がございましたが、これにつきま

して何かご感想、ご意見等ございましたら伺います。 

Ｃ委員：ちょっと気になっているのがですね、要するに建設地の決定ということで公共施設マネ

ジメント対策本部で焼津市の新庁舎と病院についてとありますが、なんか焼津市の庁舎

と病院をセットでするのが、どうかなという印象があるんですけど、病院は病院で独立

して、ちゃんと決めた方が良いんじゃないかとそういう感じがするんですけど。これは

どうしようも無いもんなんでしょうかね。結局、市庁舎に金がかかるから病院は後回し

とかですね、そういう議論が変な方向に逸れないかという、そういう懸念をちょっと抱

きますけど、その辺はどうなんでしょう。 

事務局：実は、本庁舎の方は報道等されておりましてご存知の方も多いかと思うんですけども、

今３候補地というふうに市民会議の中で出されたようなんですけども、その３候補地の

中にこの病院の敷地、駐車場が入っておりまして‥、そういったことも有りまして、先

に市の方が決定をしてしまうと、もしここに決まると出ていかなきゃならない問題です

とかそういったことも有りますので同時に行った方が良いんじゃないかなというよう

な事かなと思っております。 

Ｌ委員：お金が無いと現実的に出来なくなっちゃって、この会議で決められた理想を実現するの

になかなか難しくなってしまうのは参加者として甚だ悲しいところではあるのですが。

例えば、今の３候補地の中で例えば病院の事を考えた時に、好ましくない候補地という

か、逆に病院側からは今３つに絞られている中で例えばこの病院の場所であると、仮に
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決定してしまうと新病院の建設の段階で工事費がかかってしまうだとか、そういった逆

にこちら側から新庁舎の決定に対して、なにかどうしても遠慮せざるを得ないのであれ

ば新病院の建築費用を考えた上で、今の影響を与えるということはできるものなんです

かね。その辺がちょっと分からないんですが‥、いつも逆に受身というか新市役所の場

所が必ず状況によってここの病院の今後って、かなり影響を受けちゃうんですよね。逆

に、こちら側があちら側に影響を与えられるっていう状況っていうのは有るのかどうな

のか、ちょっと分からなかったものでこれを機に教えていただきたいなと思いました。 

委員長：恐らく今のＬ委員のご質問については、事務局も答えられないと申しますか、答える権

限が無いものと思います。ですが、そういう意見が出たことは記録しておいてください。

そういうものだと思います。 

Ｌ委員：なんか一方的で相互関係じゃないと、ちょっと気の毒かなと。病院としては、この庁舎

が好ましいみたいな、何か意見が届けば良いなと思います。 

委員長：今のような意見が市民代表から出たことは、記録に残してください。以上をもち、なん

とか委員の皆様方のご協力を得て本日の第３回目の今後のスケジュールを説明してい

ただくところまで参りました。せっかくの議論が今後に活かされるようにというのが、

委員の皆様方の偽らないお気持ちだと存じます。事務局の方で、このことを是非承って

おいてください。その上でこの検討会につきまして、もし何かご意見ありましたら承り

ます。 

Ａ委員：新病院が出来上がるのは９年後か 10 年後か分からないですが‥とりあえず、焼津市立

病院は今のままで頑張らないといけないですよね。そうすると、今の建物のハード状況

で、これから９年 10 年、医療が新しく転換していく中、現状として非常に問題がある

部分が有るのか無いのか‥そして、それには補充というか補強というか、何らかのこと

をしていかないと、市民のためにも良くないと思われます。新病院を建設するから、補

強の方にはあんまりお金を入れないというような、矛盾したことにはならないようにし

て欲しいと思いますが、そのあたりはどうでしょうか。 

委員長：これも実のところ、この委員会の性格が新病院の構想の中の機能と規模でございました

ので、事務局は答えられないかと思います。とはいえ、只今のご意見も事務局のほうで

是非書き留めてください。 

Ｃ委員：この委員会で、この地域の医療をどういうふうに、どういうものを目指していくかとい

うのがここの皆さんの中でかなり突っ込んだ議論と、それからビジョンがある程度共有

できたというのが、それが非常に大きいのではないでしょうか。「病院が 10年先になる

んだって、なんなんだよ」っていう気がしないでもないですが、でもこの地域でどうい

う医療を直ぐに実践しなきゃいけないといった課題が、この委員会で出てきたと思うの

で、非常に大きな成果と言いますかそのように思います。 

それからやっぱり、この病院をつくるって言ったって焼津市がつくるんで、焼津市がや

っぱり本気にならないと駄目なんだけど‥、私がここでいくら言ってもしょうがないと

思いますが、やっぱり本気で取り組んでもらわないと結局、今までこの市立病院で色ん

な改善案が有ったんですけれど。実現したものも有れば、潰れたものもあるわけなんで

すけど。そういう時に、そういう事なら本気で取り組んで市の方でお金を出すというの
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はあまり宜しくない言い方ですけども、そういうふうにならないと実現しないので。や

っぱり、そこは焼津市の方が本気で取り組んでくれないと、とても実現しない案だと思

って。その辺を、ここで私が誰に言えば伝わるか分かりませんが。商工会議所でもない

ですしね‥。本気で取り組んで、本気でお金を出して欲しいということを、私はこれは

旧病院関係者として切望します。もうこの病院は限界がきていると思います。以上です。 

委員長：Ｃ委員のご感想を２つ頂戴しました。それも書き留めていただくようにします。それで

は、ここで事務局の方に戻したいと思います。宜しくお願いいたします。 

以上 


