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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４回会議 

日   時 平成２９年１１月１０日（金）午後６時～午後７時１０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：大河原隆、 委員：大髙義昭、 

委員：成田安男、 委員：川口晃世、 委員(代理)：秋元彩香、 委員：藤野和子、 

委員：三國典央、 委員：石川啓太郎、 委員：加藤尚徳、 委員(代理)：山本勇、  

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(代理・オブザーバー)：竹澤俊之、 委員(代理・オブザーバー)磯木雄之輔  

[２０名] 

欠 席 者  

（敬称略） 

委員：三上ナツエ、 委員：藤田俊彦、 委員：成田洋子、委員：多田健司、 

委員：宮崎晃一、 委員：杉間修一、  [６名] 

市側出席者 

櫻田市立病院事務局長、赤石健康福祉部長、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  [６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） 

・弘前市の地域包括ケアシステムのイメージ 

・これまでの市民会議でいただいた意見①～⑥ 

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) 

・資料の３から７ページまでが、今までこの会議の中で出た意見となる。 

・医療・福祉の現状ということ、短命県返上ということ、それぞれの役割

の中に健康づくりというものがあるということ、弘前大学、国立、市立、

開業医の皆さん等もあるがゆえに、健康に関しては非常に弘前は環境が

よろしいというお話もいただき、その中で我々は享受している。しかし、

実は他の地域と比べると非常に恵まれているので、それを皆さんが意識

する必要があるという意見があった。 

・それが予防にもつながることだという話しや、また、病院の再編成の話
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しもあった。 

・その中では、市民目線というのがあって、弘前市に対して今まで役割を

果たしてきたので、市民の意見というもの、市民の目線というものを意

識してやっていくことが必要ではないかというお話をいただいたと記憶

している。 

・今までいただいた意見の他でも、今の話しでも結構なのでご意見をいた

だいて、方向性を見出しながら、こういう意見もありましたということ

で事務局にまとめていただきたいと思う。 

(大河原委員) 

・今回が４回目ということで、大分議論してきたと思うが、この中で弘前

大学に対する期待というか、あるいは役割をして欲しいという意見もあ

り、そういう意味では大事な中核的な所に弘前大学の役割があるのだな

と思っている。 

・国立病院の院長先生あるいは市立病院の院長先生もそうでしょうか、あ

る意味同じように医療に取り組んできた方たちですから、連携という面

ではつながっているというようなことは非常に大事なことだと思うの

で、どういう形になるかという部分については、いい方向に行くのでは

ないかと私は思う。 

・市民の声と専門家の意見というようなことになりまして、この辺を総合

的に評価しながら決めていくというのは、弘前市であれば市の総合的な

判断、評価というものが大事になってくるのかと思う。 

・私はいろいろな地域と連携ということでやっているが、実際、診療所が

あっても非常に広い地域に１つしかないとか、開業している人がいない

とか、という風な地域もあって、そういうことからしても、大変恵まれ

た環境に弘前市というのはあるんだなと非常に痛感していて、こういう

議論を経て物事が決まっていくことは素晴らしいことだと思う。 

・地域包括ケアについては、ケアということについても、どういう取り組

みをしていけばいいかということについても、いろいろ議論もできてい

るので、これまで健康づくり、健康長寿ということでやってきていまし

たけれども、ケアというもののあり方、そのプロデュースということ等

も、これからいろいろ議論が出てくるのかなというか、そういうことが

求められているような気がする。 

(清藤座長) 

  ・一番の入口は、短命県というものを返上しようということ。 

  ・今、包括的というお話があったので、すべて一体となってやらないと、 

こういったものは解決しないと、私は思って聞いていた。だから、包括 

的ということと連携ということが非常に重要だと思うので、冒頭申し上 

げたように弘前大学があり、市立病院があり、国立病院もあり、大きな 

病院も各開業医さんもしっかりしているといった中で、私たちは生きて 
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いるということなので、そういった意味で弘前は恵まれているというこ 

とは事実である。 

  ・それが市民目線で見ると当たり前のようになっているが、実はすごい地 

域に住んでいるという中での議論ということなので、今の再編という言 

葉の中にある統合ということを含めて、もう一つ進んだ意見を聞きたい 

と思う。 

(木村委員) 

  ・開業医に行っているお年寄りは多い。そういう点でその辺の連携、係わ 

りということは非常に大事だと思う。 

(今委員) 

  ・弘前市の地域包括ケアシステムのイメージの２ページにある図を見ると 

   このとおりうまく進めば私はいいかなと思うが、包括ケアシステムは弘 

前市主導で行われるということだが、そうなると中核病院が国立と市立 

と吸収合併して市立でなくなる訳ですよね。そうするとどこまで弘前市 

主導でこのシステムが動いていくのか、その点が疑問に思う。 

(清藤座長) 

・国立と市立が合併になるので、どちらが主導になるかによって大きく流

れが変わる。 

・最初はどちらでもいいが、だんだん時間がたってから、もう一度戻そう

ということはできる話ではないので、その辺を含めて今ここでしっかり

と議論していかなければならないと思う。 

(柳田副座長) 

  ・いつも行っている病院の先生が高齢で辞めることになり、近くを探せば 

いいということではなく、いろいろな人に聞いて、次の病院が決まるま 

では一種の病院難民、行くところが無い人になる。 

  ・市立病院は弘前市の財産です。市立病院には私の父さんも行った、おば 

あちゃんも行ったというような、弘前市の歴史になっているこの病院を 

あっさりと捨ててしまっていいのかと思う。大量の病院難民が発生する 

わけである。 

  ・いずれどこかに収まって、それはそれでいいかもしれないが、弘前市に 

中核病院は必要だと思うが、初めは成り立たなければくっつけばいいと 

思っていたが、今はそれは弘前市が運用すべきだとはっきり言えると思 

う。 

  ・国立との話し合いが、とんとん拍子に運ばないということを聞いている 

が、本質的に違うもの、異質のもの、似て非なるものではないか。 

  ・前回会議の発言で、市立を手放して終わりだと思ったら、くっつくにあ 

たっては弘前市においても応分の負担を求められるという言葉が、何か 

引っかかる。辞めるなら放してしまって、それであと終わりだと思った 

らそうではなくて、弘前市もお金を出さなければならないと。 
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  ・市立病院を続けるか、弘前市は病院を手放すべきでないと思う。 

(清藤座長) 

  ・私らは具体的な事は知らない訳で、様々な話が出ているであろうが、私 

らとしては、単に病院の統合ということでしかわからない。 

  ・商売上から申し上げると、損得、つまりお金がかかりすぎ、それからこ 

うした方がお金が儲かるよ、ということもあるかもしれないが、今の話 

を聞くと、市民の今までの歴史の中で、市民が今まで世話になってきた 

ということは事実であるため、それを全くなくして国立というものに入 

るというのは如何なものかということは、前からちらほら聞こえていた。 

別な意見もありましたらお願いしたい。 

(三國委員) 

  ・いわゆる地域包括ケアシステムのイメージ図とか地域間連携という所を 

考えると、国ではなく弘前市の方がトータルでサポートできるようなイ 

メージの方がいいと思う。 

  ・自分たちの団体は事業でもイベント事でも助成金、補助金を借りること 

はあるが、国から借りるのはすごく時間がかかるし、後処理にも時間が 

かかって、やはり国まで行くと遅いという所がある。 

  ・スピード感、連携という所を単純に見れば、弘前市が主導権をもって、 

   イニシアチブをとってやるイメージの方が、包括ケアという所ではうま 

   くいくのではないかと思っている。 

(清藤座長) 

  ・今までのおいたちでは、国立病院の場合は病気の専門的な所という感じ 

で、軍隊時代の話が出てくる。 

  ・国立と市立の合併というのは、国立と国立ならまだいいが、なかなかな 

じまないのかなと思う。 

  ・商工会議所の立場から申し上げると、８ページの再編の所でも出ている 

   が、部長さんに来てもらって、常議員会でいただいた話であるが、市立 

病院であれば、納品物をすべて市に存在する企業が納品できるが、国立 

になると国の単位で納品ができるので納品のルールが変わる。そうれば、 

経済界からするとマイナスになるのでは、という話しも出ている。 

  ・最初は約束事で、ちゃんと市から取りますよとやったと仮定しても、何 

年かすれば変わってくるのでは、と危惧される。このことはこの会議で 

出た話ではないが、経済団体としてはこの地域の経済にも影響があるの 

ではないかということでご紹介する。 

(木村委員) 

  ・市立と国立の統合問題については、例えば今回統合して何年か後に赤字 

が出た場合に、従来の国立病院が国として引き上げるといった場合に、 

赤字を残してそのまま市の負担につながることがあれば大変である。 

  ・医師の問題もあるし救急車の問題もあるし、統合すればどう変わってい 
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くのか。 

  ・市立病院にはなじみがあるので、国も赤字が続くと引き上げることもあ 

ると思うと心配である。 

  ・統合後の運営が国立病院が主体になって、市立病院が無視されてしまう 

のではないか。 

(清藤座長) 

  ・なかなか将来のことは難しい話だが、赤字になることはあってはならん 

ということ。いい先生がいれば当然儲かるんだろうけども、人事権がど 

こにあるのかわからないが、弘前大学の特定な人が持てば大変だなと思 

う。 

(小山委員) 

  ・１７万の市民を代表して話させていただく。 

  ・地域包括システムは、市民としては求めているところである。 

  ・ただ、中核病院とこれは当然必要になるのかと思うが、今まで２つの病 

   院が利用され、今度は１つになるということで不安を感じる所である。 

  ・役割を見れば、弘前大学の後方連携と、それから病院、クリニックは前 

方だということになっていて、完結型の医療体制を目指すとしているが、 

本当にこうなるのかと思う。 

  ・弘前市民として、弘前市の病院がなくなると弘前市民のサービスができ 

るのかと住民として不安である。 

  ・経営の問題で、仮に弘前市の場合は我々が負担しているが、もし国で引 

   き上げるなら、そうなった場合それを将来負担していけるのかと思う。 

  ・図を見ると弘前はトータルサポートするとしているが、弘前市の病院が 

なくなるとトータルサポートできるのか不安である。 

  ・市民としては医療については、サービスと便利性がなければ困るので、 

そういうことを勘案して、市民に約束していただくことが大事だと思う。 

  ・中核病院と包括ケアがプラスになってここでお話しているので、弘前市 

   民の目線となって意見をよく聞きながら作るということなので、まだま 

   だ意見を聞いてお願いしたい。 

(清藤座長) 

  ・今日、市長さんは公務で来ていないが、いろいろな意見をまとめていた 

   だいて、こういう意見が出ましたということだけは報告しなければなら 

   ないと思っている。私の方でまとめて持っていこうかと思っている。 

(石澤オブザーバー) 

  ・市民の皆さんが、大変不安を抱えて見ているのがよく分かった。 

  ・弘前市の中核病院ということであれば、市立であれば一番いいが、それ 

ができないという状況があって、市立と国立とがくっつくという選択を 

せざるを得ない状況があったが、その辺の所がまだ説明不足で、皆さん 

には伝わっていないんですけども。 
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  ・実は、地域医療構想というのが発表され、津軽地域は病床が１０００ベ 

ットほど削減しなければならない経済状況である。病院が変わらなけれ 

ば生き延びられないという状況が見えている。 

  ・そのまま市立病院を存続させると赤字に赤字を重ねて市の運営そのもの 

が大変になってくるのが見え見えである。そこで４００床規模の病院に 

持っていかないとやっていけないということがあって、その辺の説明が 

市民に伝わっていないことを感じている。 

  ・時間がかかると思うが、そういう事情があることをお考えいただいて、 

   この問題を見ていただければと思う。 

(竹澤オブザーバー(代理)) 

  ・データとして手術の前後で口腔ケアをしっかりやった患者さんは治りが 

いいというデータがあるので、できたらでかまわないので、中核病院が 

できた際には、歯科衛生士さんを１名でも常駐してもらいたい。 

(磯木オブザーバー(代理)) 

  ・医療自体は人口が減るということもあるし、医療計画の中では縮小の傾 

   向であることの情報も得ている。 

  ・その中で、薬局も１人１人の患者さんの投薬の状況を把握して、経済的 

にも時間的にも便利な薬局になろうということで進めている。 

  ・薬は外来の場合は投薬の７～８割は処方箋調剤になっているので、患者 

さんが時間的ストレスのない投薬を受けれるように薬剤師会も考えてい 

きたいと思うので、柔軟に受け止めていただければいいなと思う。 

  ・包括ケアシステムについては、薬局は今、健康サポート薬局という一つ 

の届出事業が進んでいるので、皆さんの要求に答えられるようもっとが 

んばらなくてはと感じている。 

(清藤座長) 

  ・実は市民の立場だと中身がよくわかっていない。まずはどういう話しか 

らこの話が出たかということを含めて、いろいろご意見をいただき今や 

っているわけだが、まずは市民目線で考えなければ話にならないと思っ 

ている。 

(斎藤委員) 

  ・生きているうちは健康で長生きすることが一番なのかと思う。そのため 

に、そこそこに力を入れてということが大切なのかなと思う。そういう 

時にやはり市が一生懸命に、健康で長生きする市民をたくさんいるよう 

な市にするということが大切なのかと感じた。 

(大河原委員) 

  ・市民目線といった時の、それはどういうことかというと、国立病院を国 

と言っていますけど、法人化したので民ということになるが、市民目線 

といった時に何かというと、国というかそういうことに対する不安、不 

信を持っているなと感じた。 
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  ・そういうことが本当なのか、あるいは、であればどうすればいいのかと 

いうことを考えていかないと目線とはいうものの、ぼんやりとしたもの 

になる。 

  ・何事にも課題があるので、そういう課題を克服するとその先にいいもの 

が出てくるので、問題になっている所、不安な所が何なのかを１つ１つ 

考えていかないと先が見えてこないのかなと思う。 

  ・市町村合併の経験はありますが、難しいものだが、仮にそういうことが 

必要であるとすれば、どうすればいい形でできるのか、従来の枠組みで 

ない考え方で解決する方法はないかとする考え方もあるので、議論の進 

め方の所が、これから大事であるという気がした。 

(清藤座長) 

  ・民意という言葉があるが、ある意味で責任がないものである。 

  ・やる側から見ればものすごく大変で、とにかく民間は胃が痛くなるよう 

な努力をしている。いろいろと裏には色々なことがあり、それをしっか 

り捉えていかなければならない。 

 (赤石健康福祉部長) 

  ・今日で第４回の会議ということで、前回のイメージ図に前回までの意見 

を加味して、再度ご提示して議論いただいた。 

・ここまでの全体的意見として、まず市民の命を守るべき医療・福祉施設 

はこの地域の重要な資源である。我々市民は、地域の医療・福祉をもっ 

と大切に育てていく必要があるとお話があった。 

・更には、この地域の課題である短命県の脱却や健康寿命の延伸、寝たき 

りゼロ社会の実現に向けては、地域包括的で先進的な医療福祉の供給体 

制を作っていく、いわば地域包括ケアシステムの構築が必要であるとい 

うご意見をいただいた。 

・地域包括的な中身としては、予防、医療、福祉、介護、それら関係機関 

 が一体的に連携していくことが重要で、中には、これは国立病院ではま 

 かないきれないのではないかというご意見もいただいたという思いであ 

る。 

  ・市が中心となって、司令塔となって、この連携の調整を図っていくとい 

うことが必要であるというご意見もいただいた。 

  ・更に介護団体、福祉団体、それら健康予防団体が一体となって連携する 

ことが重要であると。 

・市民が望む医療・福祉の体制構築の実現に向けて、市民の理解を得ると 

ともに、共に支えていくようなシステムを作っていかなければ将来にわ 

たって守っていくことはできないのではないかというお話もいただい 

た。 

  ・それから地域包括システムの要である、中核病院の役割は重要である。 

中核病院の運営や中核病院を核とする連携については、やはり市が責任 
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を持ってやるべきだと。そうすることによって、はじめてこの地域包括 

ケアシステムが機能するのではないかという話しもいただいた。 

  ・市民会議の意見のほかに、専門家の意見をもう少し聞いて、もう少し突 

っ込んだ議論も必要であるということや、今日いただいた意見では市民 

の声、専門家の意見を聞いて総合的に評価していくべきだと。 

・それから弘前市立病院は不採算ではないか。国病と市立は似て非なるも 

のであって、手放すべきでないと。それから市は市民の健康を守るべき 

だ。イニシアチブを取るべきと。いろいろな意見をいただいた。 

・このようなご意見、要望等を今後整理いたしまして、弘前市の医療・福 

祉施策に反映させて参りたいと思っている。本当にありがとうございま 

した。 

(清藤座長) 

・この会議は医療と福祉のあり方というお題で、今まで４回やらせていた 

 だいた。まとめるということよりも意見がこういう風に出ましたよとい 

うことをすべて書かせていただいて、今、事務局から出たように、これ 

をちゃんと市長さんの方にも伝えなければならない役割があると思って 

いる。 

・今まで委員の皆様から頂いた、それぞれの立場から意見を頂戴するとい 

うことであったので、病院統合についても将来の弘前ということが非常 

に大きく関係するし、関心があるということだけは確かであったので、 

この要望・ご意見をまとめるというか、出たものをすべて羅列して、ご 

報告をさせていただきたいと思う。 

・この２７団体からいただいた意見につきましては、是非市長に私がお会 

いして話をさせていただきたいと思う。まとめたものは公開はします。 

マスコミにもちゃんと、こういうことでお話をいただきましたという意 

見はすべて公開をして、開示しながら皆様方にもご報告しながら市長の 

方にも伝えたいという風に思うが、よろしゅうございますか。 

・結論を出すというわけにはいかない問題ですので、意見は意見として出 

たよということだけはお話をさせていただく。そのことが一つの結果と 

して、私どもの意見を取り入れていただいて、弘前市が将来、こちらの 

方についても、間違った方向に進んで行かない一助となればありがたい 

なと思う。 

  ・４回の会議で様々なことがありましたが、拙い座長ということで、皆様 

   方にご無礼を申し上げた話もありましたが、そういうことでご理解を賜 

   ってこの会議を閉じたいと思いますが、よろしゅうございますか。大変 

   ありがとうございました。 

４ その他 

  ・事務局から連絡 
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５ 閉会 

  ・赤石健康福祉部長挨拶 

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 

  


