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                  会    議    録 

会議の名称 ふるさと弘前の医療・福祉のあり方に関する市民会議第３回会議 

日   時 平成２９年１０月２７日（金）午後６時～午後７時２５分 

開 催 場 所 弘前消防本部３階大会議室 

出 席 者  

（敬称略） 

委員：清藤哲夫(座長）、 委員：柳田光祥(副座長)、 委員：木村留次郎、 

委員：小山三千雄、 委員：今幸夫、 委員：三上ナツエ、 委員(代理)：小山宏、 

委員：成田安男、 委員：川口晃世、 委員：多田健司、 委員(代理)：秋元彩香、 

委員：三國典央、 委員：石川啓太郎、 委員：加藤尚徳、 委員：斎藤明子、  

委員：中村康司、 委員(オブザーバー)：石澤誠、 委員(オブザーバー)中村亨、 

委員(オブザーバー)前田淳彦  [１９名] 

欠 席 者  

（敬称略） 

委員：波多野厚緑、 委員：藤田俊彦、 委員：成田洋子、 委員：大髙義昭、 

委員：宮崎晃一、 委員：藤野和子、 委員：杉間修一、 委員：太田俊逸  

 [８名] 

市側出席者 

竹内経営戦略部長、櫻田市立病院事務局長、赤石健康福祉部長、 

外川地域医療総合戦略対策室参事、澤田市立病院総務課長、佐伯地域医療総合

戦略対策室総括主幹、柴田地域医療総合戦略対策室総括主幹、鎌田地域医療総

合戦略対策室主幹  [８名] 

会議の議題 弘前市における地域包括ケアシステムのあり方等について ほか 

会議資料の

名称 

・弘前市の将来の医療・福祉のあり方について（案） 

・これまでの市民会議でいただいた意見①～⑤ 

・弘前市地域包括ケアシステムのイメージ図 

・中核病院を中心とした連携のイメージ 

・救急医療体制のイメージ 

会 議 内 容 

１ 開会 

２ 健康福祉部長挨拶 

  ＜事務局説明＞ 

  ・委員紹介 

  ・前回会議までのおさらい 

３ 案件 

  弘前市における地域包括ケアシステムのあり方等について 

 （１）事務局の説明 

 （２）意見交換 

(清藤座長) 

・まずは、「１．地域包括ケアシステムの目指すもの」について、ご質問、

ご意見をいただきたい。資料は 7ページのイメージ図になる。 

(斎藤委員) 

・こちらには住まいを中心とした地域包括ケアシステムのイメージが書か 

れていて、それぞれ相互の矢印があって連携が取られていると思うが、
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周りも矢印でつながっているイメージの方がもっといいと思う。 

・このシステムを効果的に動かすためには、皆が同じ方向を向いて、そし 

て、みんなが関わることが重要であると思う。前々回も言ったとおり、 

点ではなく面となって、みんなが行動することで進めていけばいいので 

はないかと思う。 

・このシステムを動かしていくためには、市が中心となって司令塔になっ 

て、市が責任をもって進めていって欲しいと私は思う。 

(清藤座長) 

・当然、高齢化社会ということで、こういった連携がないとやっていけな 

 いということは、素人でもわかるような話ですが、今の意見に対して事 

 務局から。 

(赤石健康福祉部長) 

・このイメージ図については、今ご指摘のとおり、だ円の外枠の所は太字

で連携することを考えてみたい。 

・更に、行政、弘前市として市民の命とくらし、健康を守るのは責務と考

えていることから、この地域包括ケアシステムを動かすのはやはり市が

ちゃんと責任を持つべきであるということを改めて自覚させていただい

た。ありがとうございます。 

(柳田副座長) 

  ・今までの流れからいくと、国立と市立の統合の話しできたが、それが統 

合すればこうなりますよという説明なのか。 

(赤石健康福祉部長) 

  ・この 7ページの図は、いわゆる国立病院の中に中核病院を作るという県 

の提案であったが、それは置いておいて、中核病院をもしもつくるとす 

ればどういう風に作るべきか、ということで今回イメージしている。 

(柳田副座長) 

  ・中核病院というのは、現実としてまだ実態としてはない病院ということ 

   でいいのか。 

(赤石健康福祉部長) 

  ・現在、市立病院、国立病院があって、それらを統合し２つを 1つにして 

中核病院を国立病院の敷地の中に建てようという県の地域医療構想があ 

る訳で、その中身でいいのかどうかも含めて、中核病院はどうあるべき 

かという議論を深めるために、このような連携が中核病院には必要です 

よねというイメージを作っている。 

(柳田副座長) 

・それでは、中核病院というのは必ずしも国立と市立が一緒になったもの

として限定して考えている訳ではないということか。 

(赤石健康福祉部長) 

  ・現実的には、市立病院、国立病院の統合の枠組みの中で、中核病院を考 
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えましょうということになっているので、市立病院、国立病院があって、 

他に中核病院という考え方はなかなかできないと思う。 

(清藤座長) 

  ・健康管理センターが新設で、それから民間のＩＣＴの活用でデータ管理 

センターの新設と、２つ新設があるが、健康管理センターというものは 

今の感じだと野田にある、ああいうセンターそのものがイコールになる 

ということではないか。 

(赤石健康福祉部長) 

  ・健康管理センターは、先進的な事例では千年カルテと言われるもので、 

生まれたらその人の医療データ、例えば赤ちゃんの時にこういう既往症 

があった、大きくなったらこういうことで入院したなどのそういうデー 

タを一元的に管理するもので、何かあったら、県内でも県外でも旅行先 

でもデータを取り出し、治療に使えるという様な形でやられている事例 

がある。 

  ・データ管理センターというのは、クラウドという形でデータを管理して 

いるもので、まずはそういうものを思い描いた図である。 

(清藤座長) 

  ・あくまでも２つになっているが、要は２つが 1つになってもおかしくな 

いような機能ということで理解していいわけですね。 

(小山委員) 

  ・健康、予防、医療、介護、福祉の一体的取組とありますけれど、国立病 

院になりますと、弘前市と国立病院との一体的取組がどのようになるの 

か。文字は分かるが「一体的」ですから、みんな一緒になればいいのだ 

が、文書に書かれているだけで我々には見えてこない。 

  ・それから、短命県返上となれば、健康寿命の延伸上、医療費が削減とな 

るとあるが、病院に係る費用の削減なのか、住民の医療費が安くなるの 

か、書かれている事は分かるが、本当に実現になるのかお聞きしたい。 

(赤石健康福祉部長) 

  ・１の１）のところですが 7ページの図を見ていただいて。先ほど斎藤さ 

んからもあったが、これらが個々に動くのではなく連携していくこと、 

トータルで回していくような仕組みが地域包括ケアシステムということ 

と思っている。 

・医療費の削減が期待できるという部分では、保険者としては、例えば国 

保であれば給付費に跳ね返ってくる。医療費を市民の方がたくさん使え 

ば、それは国民健康保険料に跳ね返るので、それが少なくなれば保険料 

が安くなる仕組みという風に思っている。 

(清藤座長) 

  ・この 1ページ目の３）は「健康に対する意識の醸成」ということだが、 

これは 1日２日でできるものでない。 
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  ・今まで弘大があり、市立病院があり、各病院がしっかりとあるので、健 

康であることそのものが、ありがたい話ですけど、そういう環境で暮ら 

しているということを考えなければならないし、甘えているということ 

ではないが、そういう場所にいるということを弘前市民は感じ、意識し 

なければならないだろうという意見も出ていた。 

  ・そういったことは、弘前市にとっても、弘前市に住む人にとっても非常 

   にありがたい話なので、文化が高く歴史のある町であるというほかに、 

   そういう安心して住めるということがあればこそ、ここに住んでいると 

   いうことを感じれる地域であるということは忘れてはいけないという話 

   しは、実は今日、商工会の中でも話が出たので付け加えさせていただく。 

(木村委員) 

  ・３）の市民の健康とそれから健康寿命の問題については、前にも話した 

   が、日常の生活の中で体を動かすことそのものが健康につながると思う。 

  ・決められた健康体操なり、健康事業に参加することも必要だが、家の中 

で自分で年相応の体の動かし方を常にやっていると、私はこれが第一の 

健康寿命を延ばすことにつながることだと、体験上自信を持っている。 

(清藤座長) 

  ・実は１１月に県全体で健康宣言をしようということで経済界が動いてい 

る。未病、予防ということで、務めている企業の方が朝に血圧を測るな 

ど、自分の健康データを自分で確認することをやろうとしている。 

(今委員) 

  ・今日渡った、７ページの弘前市地域包括ケアシステムのイメージ図です 

が、これは弘前市全体での地域包括ケアシステムだろうと思うが、厚労 

省の地域包括ケアシステムというのは概ね３０分以内に必要なサービス 

が提供される日常生活圏域、具体的には中学校区を想定しているとして 

いるが、それと比べると市のイメージ図は弘前市全体の地域包括ケアシ 

ステムということでよいか。 

(赤石健康福祉部長) 

  ・今委員がおっしゃったのは、介護に係る地域包括ケアシステムというこ 

とで、いわゆる在宅で何かあった時に３０分以内でケアできるというシ 

ステムで、７ページで示したのは中核病院を核とした、医療を核とした 

地域包括ケアシステムのあり方ということで作ったイメージ図になる。 

(清藤座長) 

  ・次に「２．中核病院の必要性と役割」、８ページのイメージ図についてご 

意見を賜りたいと思いますが。 

(三國委員) 

  ・実際に連携の関わりの中で、私たちがそれぞれ何をすればいいのか、ど 

こを担う、どれを担うなど、どういう風に関わっていけばいいのか、市 

の想定があればお伺いしたい。あと、こういう中核病院を中心にして連 
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携を位置付けして進めていくのであれば、市民の意見だったり地域の人 

たちの意見、要望が反映できるようなものであって欲しいと思うので、 

是非そういう体制、仕組みを考えて欲しい。 

(赤石健康福祉部長) 

  ・市ではこれまで１回目、２回目の市民会議で各委員からいろいろな話を 

いただいている。地域包括ケアシステムの実施により、想定しているも 

のとしては、いわゆる４７都道府県の青森県はずっと最下位なので、ま 

ずは上げていかなければならない。それから、我々の代よりも子ども、 

孫の代に、弘前市は将来、赤ちゃんから高齢者まで、ずっと健康でいら 

れる社会を構築する必要があると思っている。こういう街づくりに力を 

入れるべきと考えている。 

・更に２０２５年問題という団塊の世代の方々が７５歳以上になることを 

考えると、寝たきりゼロ社会を目指しますの様なイメージでしっかり取 

り組んで参りたいと考えている。このためにはまず会社、職場において 

検診を実施するとか、健康に関する意識の醸成などのできることからや 

っていこうということをイメージしている。 

・次に今現在、弘前市立病院の中には運営審議会という組織があり、市立 

病院をどうしていくべきか、地域医療がどうあるべきなのかということ 

を考えている運営委員会がある。ここの中には公募委員という市民から 

選ばれた方々も含まれて市民の意見を聞く仕組みもある。 

・この中核病院においても同じように市民の声が届く仕組みは必要と考え 

る。 

(清藤座長) 

  ・短命県返上に対しては、中路先生からお話を聞いていて、いろいろ示唆 

いただいていて、理解はしているが、じゃあ具体的にどうするのかとい

った時には、動いているところと動いていないところがある。 

  ・じゃあ何をするべきかと言った時には、先ほど言ったような自分の健康 

は自分で管理しましょうというような啓蒙活動をしっかりとやらなけれ 

ばならない。これは各企業が音頭を取って、社員にもまた一般の方にも、 

しっかりやっていかなければならない。 

  ・市民の関わりは必要で、このような活動は少しずつ動いているという感 

じはするが、まだそこまでいっていない現実がありますので付け加えさ 

せ頂く。 

(川口委員) 

  ・特別支援学校の校長という立場でこの場にいるが、本校は小学校から高 

校生までの２２名がおり、その中の４名が医療的ケアを必要とするため 

看護師を２名配置している。 

・２の２）で「医師を安定的に確保できる病院」とあるが、医療の進歩と

ともに重度の子が地域で暮らしており、国の方でも更に人工呼吸器を付
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けるような重度の子の教育の場の確保ということで予算を付けて進めて

いるが、子どもたちの主治医が小児科医の中でもそんなにいない現状で

ある。 

  ・そういう子どもたちのケアを含めた専門的な医師の育成も含めてもらえ 

れば、すごくありがたいと思う。 

(赤石健康福祉部長) 

  ・今、頂いたご意見は、専門の先生が切れ目なく診ていただくということ

も大事だと思いますので、肝に銘じて考えておきたいと思う。 

(柳田副座長) 

  ・病院の先生との医療を飛び越えた人間どうしの心のやり取りで先生との 

信頼関係が築かれていく。病院が統合されれば大きな何億もするような

機械が２ついらずに１つで間に合う。理屈としては大してよく、合理的

ではあるが、そこに含まれないのが人間的な先生とのやり取りであり、

私はこういうのは目に見えない財産だと思う。 

  ・中核病院ができるならば、私は市立病院は中核病院として立派な中核病 

院であるし、これは私たちにとっての財産ではないだろうかと思う。も

ちろん国立も財産ですけれども。 

  ・やはり、こういうやり取りが病院にとっても患者にとっても良いことな

のではないかと思う。 

(清藤座長) 

  ・１回目の会議の中でも市民目線といいますか、今までの弘前市立病院が

やってきた実績というものがあるのだから、それを全くなくするのはい

かがなものかというご意見は頂戴をしたはずだが、かといってそれがど

うのこうのということではない。ただそう言うことを大事にしてくださ

いという話はあったように私は記憶している。 

(秋元委員(代理)) 

  ・子供ができた時には個人病院よりも大きな病院の方がいいんじゃないか 

と思った時に、この中核病院のような大きい病院だとギリギリまで仕事 

をするとなると１日休まないといけないと思うこともある。 

  ・同じように働きながら子供が欲しいと思っている方はたくさんいると思 

うが、そういうことを考えただけで億劫になり、子供はまだどうかなと 

いう気持ちになるのではと思う。 

  ・また、健康診断をして早く病気が見つけられたら、治すことができて長 

生きできるという風に言われているので、会社で必ず行かせることに決 

まっているので、行かせない会社には罰を与えることも必要ではないか。 

・健康診断にちゃんと送り出してくれる会社であれば、子供が欲しくて病 

院に行きたいといった時にも休みやすいと思うし、行きやすいと思う。 

そうなれば弘前も子供が増えておじいちゃん、おばあちゃんだけの町で 

なくなると思うので、そういう風なことも考えてみたらいいと思う。 



7 

 

(清藤座長) 

・「３．安心できる医療体制」という所ですが、これは９ページに救急医療 

体制イメージがある。このことについて質問があればお願いしたい。 

(小山委員) 

  ・３番の話しということですが、少し２番の話しですが、１７万の市民が 

１番に書かれてあるとおり、医療の機能が高まるという所に期待してい 

るが、ただ病院が一つになるということで、いろいろな面で不便もある 

のではと思っている。 

  ・２番に「医師の安定」とあるが、本当に安定していくのか。現在を見る 

と新聞等では医師が足りないと報道されている。市立病院もそうだが医 

師が足りないから患者が少なくなっているとか様々な問題があるので、 

それが本当に確保できるのか市民は心配している。 

  ・それから３番に弘大と機能を分化するとあるがどのように分かれるのか 

なと思う。市民としてはどちらにも行きたいわけです。だから、こっち 

だ、あっちだとなるのがいいのかわからないが、市民が不安になるよう 

なものではなく安心できるようなものでお願いしたい。 

  ・３番ですが、よく東京では輪番病院というのがあって、回される所があ 

って医療に対して市民として不安な所があるが、弘前市ではそういうこ 

とはないと思うが、ここにはそういうことがないということになってい 

るので、そういうことがないように、どうか市民に不安を与えることの 

ない医療を提供していただきたいというのが市民の願いです。 

(赤石健康福祉部長) 

  ・１の医師を安定的に確保できる病院となれる根拠ですが、現在医師の養 

成機関である弘大医学部には地域枠という通常の定員以上に地域で働い 

ていただけるお医者さんを育成しており、それがあと２年くらいで５０、 

６０人卒業生が増えてくるので、今よりは医師の数は充足されてくると 

思う。 

  ・更にスケールメリットというか、個々に散らばっているのが１つに集約 

   されるということになるので、そこでの医師が安定的に働いていただく 

   ことができるようになるという風に思っている。 

  ・ご意見にあったように、市民に不安を与えることがないようにというこ 

とについては、市民の方からアンケート調査を行っており、その中で休 

日夜間に急病になった時に安心して医療が受けられる体制について意見 

を伺えば、相当高い値で、ここだけはちゃんとやって欲しいというのが 

高いので、ここは市の責務としてやっていかなければならない。いざと 

いう時にはこういう医療機関でちゃんと診る体制を整えて参りたいと思 

っている。 

(清藤座長) 

  ・そういう方向性でやるということだけは事務局もしっかりとやるという 
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ようなお話ですので、ご理解を賜りたいと思う。 

  ・やはり弘大があるということは、当然北東北にしてみると安心な環境で 

   あるということは間違いありません。これは北海道の道南も含めて弘前 

大学からのお医者さんの派遣については相当気を使ってやっていると聞 

いている。秋田、岩手も医学部はあるようだが、そこら辺についてもし 

っかりやっていこうということですので、よろしくお願いしたいと思う。 

  ・全体的な話で質問、ご意見はありませんか。 

  ・実は今日、商工会議所でもやりましたが、今日の議論は若干マスコミに 

も出ていたが、部長に来てもらって初めて分かった。やはり情報開示と 

いう中では今こういうことが論議されているということは大いに市民の 

方々と話をして、どこをどう目指すのかについてはいろいろな意見があ 

ると思うので、まとめられる話ではないので、意見としてはこういうこ 

とがありましたということだけはお話しできるので、全体の話しを含め 

てご意見を賜りたいと思う。 

(石川委員) 

  ・今後の進め方についてお伺いしたいが、今般の市民会議において、各方 

面の方々から弘前市の医療・福祉のあり方について意見を出していただ 

き、それを今後の指針というかあり方に生かしていくということは、大 

変有意義な事と思う。 

  ・私どももそうだが、医療・福祉の分野についてはやはり専門家ではなく、 

知識に欠ける部分もある。どちらかというと今の市民目線の意見に加え 

て、専門的な立場の方や専門的な知見をお持ちの方のご意見をいただく 

ような機会や場もあっていいのかと思うがどうか。 

(清藤座長) 

  ・あくまでも我々は、一市民としてそれぞれの団体があって、代表として 

様々なポジションに至っているということなので、専門家の意見は当然 

と思うが、事務局はどうか。 

(赤石健康福祉部長) 

  ・今、市民目線ということでお話があったとおり、今回の市民会議は様々 

な分野の２７団体の皆様からご意見を頂戴して、４回会議を開催すると 

いうような非常にタイトなスケジュールの中でご意見を賜っている。今 

回出た意見については、本当にありがたく市の方向性を決めるにあたっ 

ては参考にさせていただきたいと思っている。 

  ・更に只今ご意見のあったとおり、医療、医療といっても一言でわからな 

   い部分があり、もう少し掘り下げる必要が思うので、今後は市民の皆様 

   から頂いた意見を肉付けするような形で、いわゆる専門的知見を有して 

   いる皆様からもご意見を伺っていく必要があるのではと思っている。あ 

   りがとうございます。 
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(石澤オブザーバー) 

  ・今日初めて市の方の構想が示されたということで、拝見してほっとして 

いる。９ページなどは医師会と大学病院、国立病院などとずっと協議を 

重ねてきたイメージそのものであったので、是非ともこれを実現しても 

らいたいと思う。 

(中村オブザーバー) 

  ・先ほど千年カルテの話があったが、モデルケースはあるのか。 

(赤石健康福祉部長) 

  ・今日資料を持ってきておりませんので、次回資料を持ってきますが、京 

都、沖縄でやっているというものです。 

(中村オブザーバー) 

  ・レセプトを管理してそれで情報を集めているという話しを聞いたことが 

あったので、その辺を確かめたかった。 

  ・個人の意見ですが、弘前市の人口はこれから減っていき、減るのに従っ 

て経済も当然縮小していく。まだ弘前は経済の力があるので、経済力が 

あるうちに今の中核病院なるものの体制を作っていかないと後になって 

からでは困るので、なるだけ早くいい方向で話を進めていった方がいい 

と私は思う。 

(前田オブザーバー) 

  ・冒頭の１ページ目に短命返上、健康寿命の延伸、寝たきりゼロ社会の実 

現とあるが、医療ということだけではなく、ロコモという言葉も社会的 

に出ている。つまり健康な体というか体を動かせるような社会、ただ生 

きているだけでなくてということが非常に大切なのかなと思っている。 

  ・９ページに救急医療体制のイメージについて、中核病院を中心とした２ 

   次救急、１次救急、同一敷地内での対応という所ですが、今現在急患診 

   療所では患者さんが受診するとお薬というと外でもらってくださいとい 

   うことになっている。患者さんは薬局を夜中に捜していくわけですが、 

今度将来の体制としては、それはなくし是非中で患者さんが動かないで 

薬をもらって帰れるようなシステムを考えていただければと薬剤師会か 

らのお願いです。 

(赤石健康福祉部長) 

  ・只今、前田先生からお話がありました薬局も併設してはということでし 

たので、しっかりと考えて参りたいと思う。 

(木村委員) 

  ・下町地区の老人クラブの会合で話がでたが、弘前市立病院にはしょっち 

ゅう行っているので行きやすい。それが今回国立病院になるとバスは下 

町から行くと直行ではなく駅で乗り換えしなければならないので、我々 

高齢者にとっては大変だという話しがあった。 

  ・私どもの地区として、一人暮らしでどうにもならない方が国立病院に行 
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く場合は送り迎えの組織を作ったらどうかという話しになっていると 

いう報告です。 

(清藤座長) 

・健生病院があっちに移ったことにより、北側の今まで通っていた方から 

困るという要望が商工会にあった。場所が高齢の方の通院という点で、 

かなり皆さんいろいろ意見を持っているようです。特に一人で動けない 

方。私らにしてみればそんなことという感じだが、実は大きな問題だと 

私も思っている。 

  ・また、市立と国立の統合はおかしいのではと。もともと交わるものでな 

いよという意見をいただきました。これが今日商工会の中でも出ました。 

  ・国立と国立の合併だといいんでしょうけど、なぜ市立と国立なのかとい 

うのが常議員会であった。そういう意見が商工会の中にはある。 

  ・経済団体としては、市立に納品するには、市が中心となってやれるが、 

国立となれば国が入ってくるので、また流れが違ってくる。地元のもの 

を使う使わないという論議も裏に隠れているというような、経済に大き 

な影響を与えるという話しもいただいた。 

  ・一概にただ合併合併という話しの中ではいろいろ中にはあるということ 

で、市にお伝えしなければならないということをご理解を賜りたいと思 

う。 

(清藤座長) 

  ・今日は３回目ということで、いろいろご意見をいただいた。 

  ・地域包括ケアシステムというのは、弘前大学、新しい中核病院、民間ク 

リニック、介護福祉施設との関係機関の連携が非常に重要であるという 

ことがまず１つ取り上げられた。 

  ・地域包括ケアの司令塔はやはり市民の命を守るということがあるので、 

まず弘前市が中心になってやらなければならないんじゃないのかという 

話しもあった。 

  ・中核病院の運営については、市民の声が反映されるべきだろうと。つま 

り市民が色々な意見が言える体制でなければ駄目じゃないのかとあった 

と思う。 

  ・この市民会議で我々の意見がまとまった後も石川さんの話の中では当然 

これから更に進めていくことでありましょうけど、私どもはあくまで素 

人なので専門家の意見も聞く必要があるのではないかという話しもあっ 

た。 

  ・４回目の会議では、これまで３回をやって皆さんから意見をいただいた 

ということもあるので、これをまとめるということで、今まで出た意見 

を事務局にまとめてもらって、それを見て皆さんとそれをまとめるとい 

う意味でのご意見を賜りたい。まとめたいということの方向で、この次 

の会議を進めたいと思う。 
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  ・事務局はまとめていただいて、次の会議にはそれをもとに意見交換をし 

たいということでお話しさせていただきました。 

  ・とりまとめについては、私が責任をもってまとめるといいますか、見て 

参りたいと思いますので、それでひとつお任せいただきたいと思う。 

４ その他 

  ・事務局から次回会議日程の連絡 

５ 閉会 

 

その他必要

事項 

 

・会議は公開 

・傍聴者２名 

・報道機関取材２社 

  


